
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

佐世保市北部商工会（法人番号８３１０００５００３９９１） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

中長期的な振興として地域経済の活性化に向け、内需拡大はもとより、地区外よ

り安定的に外貨を獲得できる地域力の創造・確立を目指す。そのために小規模事業

者の経営意識の改革に努め、大型店など競合に負けない経営力の向上、地域外へ広

くアプローチ可能な地域資源・観光資源を活かした新商品の開発、観光産業の基盤

整備、地区内商工業の新陳代謝を図るための後継者育成の推進を目標とする。 
本計画では、以下 4 点を目標に設定し、事業を推進していく。 

(1)小規模事業者の経営力向上 
(2)地区外への販路拡大可能な商品づくり 
(3)観光客誘致に向けた受け入れ体制の整備の推進 
(4)地域経済の活性化に向けた事業承継、後継者育成等の支援 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

 地域の経済動向データを収集し、小規模事業者支援に活用しやすいように情報担

当者が分析し、情報提供等を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 

 巡回指導やセミナーを通じて、経営力向上に向け小規模事業者の意識啓蒙を図

る。ヒアリングシートを用い、十分な聞き取り調査を行うことで、個社の経営状況・

強み・弱みの分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

 経営分析を行った小規模事業者に対し、個々の状況に応じた経営戦略を検討し、

事業計画の策定支援を進めていく。 

また事業承継が円滑に行えるよう、関係機関と連携し事業計画策定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画策定事業者の円滑な事業遂行に向け、定期的なフォローアップ支援を実

施。進捗状況の確認と必要に応じ計画の見直し・修正を行う。 

 事業承継者に対してはさらに細やかな支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

 物産展や商談会で消費者、バイヤーアンケート調査を実施し、需要動向情報を収

集・分析する。特産品である製茶やいりこなどの農水産加工業者へ需要動向情報と

して提供することで、小規模事業者の売れる商品づくり作りに活用する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 関係機関が開催する展示会や商談会への参加を支援。参加時に、収集した消費者

やバイヤーの反応をもとに販路開拓を目指した商品づくりに向けた支援を行う。 

また、佐世保市北部農水商工まつりを開催し市内への販路開拓を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 地域の農協、漁協、観光協会、住民等と連携し、地域経済の活性化の課題や対策

を共有するとともに、地域資源を活用した新商品・サービスの開発や観光地として

魅力向上、消費拡大策を検討し、外貨の獲得できる体制づくりを構築する。 

連絡先 

佐世保市北部商工会 

〒859-6326 長崎県佐世保市吉井町立石 472番地 3 

電話 0956-64-2139 FAX 0956-64-2489 

E-mail sasehoku@shokokai-nagasaki.or.jp  
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

 ①佐世保市全体の現状 

佐世保市は、北松浦郡の 6町（平成 17年 4月吉井町・世 

知原町、平成 18年 3月小佐々町・宇久町、平成 22年 3月江 

迎町・鹿町町）が合併し、面積 426.58k㎡、人口 255,439人 

（平成 30年 4月）である。 

佐世保市には造船所や自衛隊・在日米軍基地があるため、 
造船と国防の街として古くから知られているが、日本最大級 
のテーマパークであるハウステンボスや西海国立公園の九十 
九島や弓張岳、佐世保バーガーなど 観光面で魅力ある街 でも 

ある。 

近年は、大型クルーズ船寄港、九十九島湾が国際 NGO「世界 

で最も美しい湾クラブ」に加盟認定、黒島の集落が世界遺産 

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」構成資産の一つ 

になるなど観光振興への大きな期待も高まっている。 

 

 ②佐世保市北部商工会地区の立地と人口 

佐世保市北部商工会は、佐世保市吉井町、

世知原町、小佐々町（以下「当地区」と呼ぶ。）

の商工会が平成 18年 4月合併し、設立した。

吉井地区と世知原地区は隣接しているもの

の、小佐々地区が飛び地となっている。 

   当地区は地区外への転出が増えているた

め人口減少が続いており、平成 17年 17,195

人であったが、平成 27 年 15,016 人、平成

30 年 14,364人となり、年間約 218人ずつ減

少している。 

   また、高齢化率も上昇を続けており、特に

世知原町では 40.4%となっている。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口(人) 高齢化率 人口(人) 高齢化率 人口(人) 高齢化率 人口(人) 高齢化率

269,574 23.4% 261,101 25.5% 255,439 28.8% 249,778 －

うち吉井町 6,088 22.7% 5,821 24.8% 5,421 28.5% 5,163 －

うち世知原町 4,125 29.9% 3,795 34.2% 3,440 40.4% 3,255 －

うち小佐々町 6,982 22.3% 6,630 24.6% 6,155 29.7% 5,946 －

うち（管内合計） 17,195 24.3% 16,246 26.9% 15,016 31.7% 14,364 －

平成17年10月 平成22年10月 平成27年10月 平成30年9月

佐世保市全体

＜当地区の人口推移と高齢化率＞ 国勢調査 

 

佐世保市の位置 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E7%B1%B3%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E7%B1%B3%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A0%E8%88%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E3%81%A8%E5%A4%A9%E8%8D%89%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E6%BD%9C%E4%BC%8F%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%B3%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3
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 ③佐世保市北部商工会地区の産業 

  ア．事業者数の推移 

現在、当地区の商工業者数は 562事業所であり、そのうち小規模事業者数が 488 事業所と

全体の約 9割を占めている。 

地域の人口減少、地区外への購買流出の拡大などにより商工業者数は年々減少しており、

直近 10 年間（平成 19～29 年度）の増減率△12.1%となっている。特に、小規模事業者は増

減率△14.1%と減少傾向が顕著となっている。 

小規模事業者の業種別増減率は、飲食・宿泊業△26.0％と最も低位であり、次いで卸・小

売業△18.6%、製造業△14.4%となっている。 

  

  

 

 

 

 

 

 

イ．主な業種の景況 

   ａ．商業・サービス業 

当地区は炭坑や農水産業の隆盛により経済的にも恵まれた地域であり、昭和 30 年頃は

人口も 4万人を超え、その際、自然発生的に各町へそれぞれ商店街が形作られた。 

しかし、昭和 48 年の炭鉱閉山による人口流出、少子高齢化による地域経済規模の縮小、

西九州自動車道の延伸、近隣地域への大型・中型店進出による購買力流出などによって、

厳しい景況が続いている。 

地域の商業・サービス事業者は大型店等との差別化や専門化に対応できず、廃業が増加

するとともに、空き店舗が広範囲に増加している。 

50年近くに渡り、当地区の商業活動を支えてきた各町のスタンプ会も加盟店が激減し、

組織的な活動が困難となるなど、解散を余儀なくされている。 

本会と長崎県商工会連合会が実施した消費者購買実態調査によると、各町内の地元消費

購買率は 18.6～27.1%であり、域外への流出率は 72.9～81.4％と深刻な状況にある。 

 

 

 

 

 

 

   ｂ．食品製造業 

当地区の基幹産業は農業・漁業であることから、農水産加工業が比較的盛んである。 

現在、製茶業（世知原町）、いりこ加工業（小佐々町）を中心として食品関連製造業者

が 74 社あり、当地区の製造業者の約 7割を占める。 

その殆どは小規模事業者であるが、過去の「作れば儲かる」時代の生産体制から脱却で

きず、単純な生産加工に甘んじていることが多い。また、原材料や燃油の高騰、消費者

の米離れ、魚離れ、食の西洋化といった経営環境・消費者ニーズの変化への対応が弱く、

＜業種別の商工業者数・小規模事業者数＞ 本会調査 

 

地元 旧佐世保市 佐々町 その他 （計）
吉井町 21.6% 32.4% 36.1% 9.9% 100.0%
世知原町 18.6% 52.3% 15.5% 13.6% 100.0%
小佐々町 27.1% 24.1% 40.3% 8.5% 100.0%

＜地域別の買い物先の割合＞ 平成 28年度商工会等地区消費者購買実態調査 

うち小規

模事業者

うち小規

模事業者

うち小規

模事業者

うち小規

模事業者

うち小規

模事業者

うち小規

模事業者

うち小規

模事業者

平成19年度 a 127 107 124 97 182 177 53 50 126 113 27 24 639 568

平成29年度 b 107 99 111 83 160 144 45 37 103 101 36 24 562 488

増減率 （b-a）/a -15.7% -7.5% -10.5% -14.4% -12.1% -18.6% -15.1% -26.0% -18.3% -10.6% 33.3% 0.0% -12.1% -14.1%

（合計）建設業 製造業 卸小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他
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新商品の開発や製造技術の高度化、効率化などに取り組む事業所は少ないのが現状であ

る。 

その結果、売上・収益の減少により経営規模は縮小傾向にある。更に、経営者や従業員

の高齢化、後継者不在に加え、人手不足に悩む小規模事業者も急増している。 

 
  ウ．地域資源 

   ａ．吉井リゾートメロン（吉井町） 

「吉井リゾートメロン」は根強い人気を誇るものの、

栽培農家の減少によって生産量が年々減少し、品不足

の年も多い。そのため、殆どが収穫されたまま出荷さ

れており、加工食品の開発は行われていない。 

 

   ｂ．世知原茶（世知原町） 

世知原町では茶葉の生産と製茶業が盛んで、「世知

原茶」はその品質の高さから業界では広く知られてい

るものの、ブランドの確立や市外に向けた販路拡大が

十分に進んでいない。更に農協以外の製茶業はすべて

小規模事業者であり、経営者や従業員の高齢化ととも

に事業承継等が問題となっている。 

 

   ｃ．小佐々いりこ（小佐々町） 

小佐々は３町の中で唯一海に面しており、巻き網漁

業やトラフグ養殖などの水産業が盛んであり、特に「小

佐々いりこ」は単一漁協での生産量が全国一である。 

しかし、原料となるイワシの漁獲高の減少や価格低

迷により大きな伸びは期待できない。 

本会では九十九島漁業協同組合と連携し、いりこを

パウダー化して無洗米にコーティングした「いりこ米」

の開発などに取り組んできたものの、コスト面から通

常の米より割高感があり売上は芳しくない。 

 

   ｄ．九十九島トラフグ（小佐々町） 

九十九島漁業協同組合の「九十九島トラフグ」を含む佐世保市の養殖トラフグは、その

生産量が全国 1位であり、佐世保市もブランド化を進めている。 

しかしながら、産地としての知名度はまだ低く、特産加工品の開発等も進んでいない。 

 

   ｅ．その他 

上記のほか、吉井イチゴ、吉井米、世知原米、板山大根、九十九島カキなどが地域資源

となっている。いずれも農林水産物であり、加工品が少ない状況にある。 

 

  エ．観光概況と観光資源 

   ａ．観光概況 

佐世保市観光統計によれば、佐世保市を訪れた観光客数は平成 22 年度 415 万人、平成
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29 年度 589万人であり、6年間で約 42％増加している。 

しかし、当地区では観光施設の整備や誘致事業などの遅れから、下記の世知原町の「山

暖簾」や小佐々町の「神崎鼻公園」への来場者数が微増するに留まっている。 

 

   ｂ．吉井町 

国指定史跡である「福井洞窟」などがあり、旧石器時代から縄文時代の石器や土器が数

多く発見されている。考古学ファンには隠れた人気スポットとなっており、平成 29年度

より佐世保市によって関連施設整備が進められている。 

このほか、御橋観音、直谷城跡などの観光資源がある。 

 

   ｃ．世知原町 

温泉宿泊施設「天空の宿 山暖簾」は県立自然公園に指定された標高 350ｍの山麓に位

置している。世界的に有名な建築家 故黒川紀章氏の総合プロデュースのもと、自然と

近未来の和との融合をコンセプトに建てられた施設は、山並みに溶けこむような緩やか

な曲線を持つ。展望テラスや露天風呂などに魅了されたリピーターも多く、年間 15万人

の観光客が訪れる。 

また、世知原町の豊富な自然資源は、エコツーリズムやグリーンツーリズムなど体験型

観光の絶好の場となり得るが、受け入れ体制が確立していない。 

このほか、世知原茶園、旧松浦炭鉱事務所、佐々川世知原の石橋群などの資源がある。 

 

   ｄ．小佐々町 

    神崎鼻は日本本土最西端に位置することから記念碑と公園が設置されており、最西端の

碑を訪れた人と、日本本土東西南北の四極端すべてを踏破した人へ、佐世保市長より証

明書が発行される。 

現在、ツーリングやツアー客を中心に年間約 2万人以上の来訪者の実績を持つ。佐世保

市も重要な観光地として位置付けている一方で、売店や休憩所等も無く、狭いアクセス

道路が未だ改装されないなど、観光資源としての整備、活用が遅れている。 

このほか、大悲観公園、冷水岳公園などの観光資源がある。 

 

 ④佐世保市北部商工会におけるこれまでの取り組み 

  ア．概要 

前述の通り、本会は佐世保市吉井町、世知原町、小佐々町（以下「当地区」と呼ぶ。）

の商工会が平成 18年 4月合併し、設立した。（平成 30年 4月 1日会員数 352 事業所） 

これまで本会の小規模事業者支援は、主に金融・税務・労働の相談および国県の補助事

業を中心に行ってきた。特に、税務相談は会員の約半数以上となる 185 社の小規模事業

者が利用している。 

また、旧町の垣根を超え、拡大した経済エリアと各町の特性や地域資源を活かすため、

全国展開支援事業、プレミアム商品券発行事業、商店街活性化事業など積極的な経営支

援等を実施してきたが、新たな一つの経済・生活エリアとしての合意形成が不十分だっ

たことから、限定的な効果を得るにとどまった。 
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  イ．これまでの主な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ウ．小規模事業者等の経営状況および経営上の問題点など 

小規模事業者の経営状況や問題点を明らかにし、商工会が実施するサービス内容等を検

討するため、地区内事業者を対象にアンケート調査を行った。（実施：平成 27年 9月、配

布数：404件、回答数：310件）。 

主な結果は以下の通りである。 

 

・経営者の約 60％が 60歳代以上であり高齢化が進行している。 

・「後継者がいない」と回答した人が 50％を超えており、今後 10 年程度で事業所数が

急激に減少することが予想される。 

・経営上の問題点では、「売上の減少」58.5％や「収益の悪化」50.5％であり、厳しい

経営環境が示された。また、「経営者の高齢化」29.3％、「人手不足」19.9％と、問題

が表面化してきている。 

・商工会へ望むサービスとして、金融・税務・労働といった従来型の支援に加え、「補

助金の申請」25.6％、「売上向上支援・販路開拓支援」24.4％など、即効性のある要

望が多かった。反面、それらに必要な「事業計画策定支援」5.1％や「新商品開発支

援」5.1％の回答は少なかった。 

・経営者の高齢化や人手不足が問題点とする事業者は多かったものの、「後継者対策・

事業承継対策支援」4.5％を求める事業者は少なかった。 

    

    これらの結果から、当地区の 多くの事業者において、経営課題とその解決策に関する

認識にミスマッチがあり、需要を見据えた経営の支援が重要であると推測された。 

 

年度 事業名 内容

平成19年
全国展開支援事業
「日本本土最西端の地から健康提案
事業」

世知原茶、小佐々イリコ等地元農水産品を活かした商品の開発
（7アイテム開発）及び観光資源を活用した観光ルートの開発研
究

平成20年 長崎県地域商工業新展開支援事業
平成19年度事業により観光マップの作成及び新商品アンケート
調査

平成21年 長崎県地域商工業新展開支援事業
小佐々特産のいりこを使った「いりこ米」等の開発及びＷＥＢ通
販サイトの調査研究等

平成22年
長崎県地域商工業新展開支援事業
「地域資源のイリコの加工食品開発に
よる地域振興プログラム」

平成21年度事業により研究したＷＥＢ通販サイト立ち上げ（平成
29年10月閉鎖）及びいりこパウダー、いりこ煮汁を活用した新商
品開発（11アイテム開発）など

平成24年
九十九島漁業協同組合との商品開発
事業

いりこのふりかけ、いりこと野菜のスープ（和風、中華）の開発研
究

平成26年 地域貢献アピールプラン策定事業
過去に取り組んできた商品開発や観光プラン等の活用も含め地
域活性化の実現に向けて商工会の取り組むべき事業プラン策
定

佐世保市共通商品券発行事業
佐世保市と連携して消費喚起、商工業振興を目的としたプレミア
ム商品券を発行

経営アンケート調査
小規模事業者の経営状況や経営上の問題点などをアンケート
調査し、分析した

平成28年 佐世保市商店街活性化事業
商店街の構成が無く、地域に店舗が点在する地域の商業活性
化モデルとしてワークショップを実施。地域全体で地域住民を巻
き込んだ地域商店活性化ビジョンの策定に取り組んだ。

平成27年
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 ⑤佐世保市総合計画 

第６次佐世保市後期総合計画（平成 25～31年）が示す佐世保市の地域経済の主な課題等 

  は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
また、佐世保市は吉井町、世知原町、小佐々町のまちづくり構想の基本理念として、「地域資

源、農水産品を活かしたまちづくり」を設定している。 

 

＜設問：経営上の問題点＞ 
選択肢（複数回答可） ％

売上の減少 58.5
収益の悪化 50.5
原材料、仕入価格の上昇 39.7
経営者の高齢化 29.3
人手不足 19.9
資金繰りや資金調達が困難 19.2
店舗施設や生産設備の老朽化 18.1
販売先の減少 16.0
後継者が問題 11.8
人件費の高騰 10.5
経営の方向性がわからない 5.6
IT化の遅れ 4.2
その他 3.5

選択肢（複数回答可） ％
資金繰りや融資の支援 30.1
補助金の紹介や申請支援 25.6
売上向上・販路拡大支援 24.4
税務相談・記帳代行 23.7
経営状況の分析・経営診断 14.1
講習会・セミナーの開催 11.5
先進事例等情報提供 7.7
IT活用支援 7.1
労働保険事務代行 7.1
専門家による高度な経営支援 6.4
継続的な経営指導 6.4
創業支援 5.1
事業計画の策定支援 5.1
新商品開発支援 5.1
後継者対策・事業承継対策 4.5
展示会・商談会出店支援 3.8
その他 3.2

＜設問：商工会へ望むサービス＞ 

基本目標「雇用を生み出す力強い産業のまち」 政策「地域経済を支える地場企業の振興」 

〇経営基盤強化と企業経営の安定 
  支援機関の経営指導による地場企業の経営基盤の強化等への支援 
〇商業・サービス業の活性化 

魅力ある商店街づくり／地元ニーズに対応した商業・サービス業の展開／観光施設等とのネットワ

ーク化 
〇ふるさと産業振興 
  付加価値の高いブランド産品の創出／大都市圏への販路拡大／観光とのタイアップによる知名度向

上/インターネットでの民間ＳＮＳ等を活用した情報発信と販路拡大 
〇新規創業・新分野進出支援 
  新産業の創出・新分野への進出支援／起業家への支援 
 
基本目標「あふれる魅力を創出し体感できるまち」 政策「出会いと感動の観光まちづくり」 

〇観光客の誘致促進 
  民間との連携による誘致事業の展開／マーケティングの強化による観光マーケット拡大など 
〇観光基盤の整備 
  観光施設・資源の魅力向上／ハウステンボスを核とした国際競争力のある観光施設の創出など 
〇佐世保スタイル観光の創出 
  地域特性を活かした体験型観光である「させぼエコツーリズム」のブランド化など 
〇歴史文化の保存・活用・継承 
  世界遺産など郷土の歴史、文化財等の整備及び情報発信と活用など 
〇景観形成の推進 
  「させぼ景観 100 選」など自然や歴史などの地域の特性を活かした景観の創出など 



７ 
 

 ⑥佐世保市北部商工会地区における地域経済の課題 

ア．経営力向上による地域内需要の取り込み 

前述の通り、当地区の小規模事業者は、外部環境の変化への対応が十分でなく、商品及

び販売競争力が低下し経営状況が悪化していることが多い。 

特に商業・サービス業の事業者は経営環境・自社の経営実態を正確に把握するとともに、

経営課題と解決策のミスマッチを解消し、需要を見据えた経営を通して売上拡大・収益確

保を図ることが重要である。 

また、当地区の消費者に対して地区内商業を面的にアピールするため、経営力の向上し

た小規模事業者が地区内の同業他社と交流・連携することが必要である。 

 

イ．地域資源活用による外貨獲得 

これまで豊富な農水産資源の活用が十分でないため、大都市圏への販路開拓に向けた地

域特産品の開発、観光客向けの商品・サービスの提供により新しい魅力を創造、発信する

ことで、外貨獲得に努める必要がある。 

 

ウ．観光資源活用による外貨獲得 

佐世保市中心部は観光客増が見込めることから、その観光客を当地区へ引き入れるた

め、行政や関係機関、地域住民などが連携し、観光施設や受入体制など早急な誘致基盤づ

くりが課題である。 

 

エ．創業や事業承継の積極的な推進 

当地区では経営者の高齢化、後継者不足が深刻化しており、今後、多くの小規模事業者

の廃業が予想される。当地区は中規模以上の製造業が少ないことから、小規模事業者の廃

業は地域全体の雇用減に直結する。そこで、創業や事業承継に関する支援を積極的に進め

る必要がある。 

特に、地域経済の牽引業種となる製茶業（世知原町）、イリコ加工業（小佐々町）では

経営者だけでなく、従業員も急速に高齢化しており、労働者不足とともに熟練従業員等の

技能・ノウハウの円滑な社内承継も課題と言える。 

 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 ①中長期的目標 

本会では、10年程度の中長期的目標として下記を設定した。 

ア．商業・サービス業においては、経営改善への意欲発起を促し、中長期的経営ビジョン

に基づいた事業計画の策定等を通して、経営基盤の足固めを行う。地域密着型企業、

小規模事業者ならではのニッチ需要に応える企業、地域資源を活用した新たな商品・

サービスの提供などの差別化を図り、「儲かる企業」への成長を促す。また、地域小売・

サービス業活力のバロメーターの１つであるスタンプ事業などの共同事業の再開を目

指す。 

イ．食品製造業においては、地域の農水産品を活かした高付加価値産品の開発を促す。そ

の際、企業シーズと消費者ニーズの調和のとれた「売れる商品」の開発を支援し、地

区外への積極的な販路開拓や商品のブランド化を実現し「外貨を獲得できる企業」へ

と成長を促す。 
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ウ．既存宿泊施設である「天空の宿 山暖簾」などの観光企業と連携を図りながら観光産

業の振興に向けた観光施設や受け入れ体制の整備により、観光資源等を活用した創業、

事業転換、地域住民の参画などを進め、「外貨を呼び込む企業、地域」の育成を図り、

地域観光産業の確立を目指す。 

エ．創業・事業承継を積極的に進めるとともに、地元農漁業者の６次産業化による事業化、

商業・サービス業者等の観光分野への事業展開等を支援する。特に、当地区で深刻化

している経営者の高齢化や後継者不足の解決に向け、事業承継支援を重点的に行うこ

とで経営者の若返りを推進し、地区内商工業の「新陳代謝」を促すことで、地域経済

の活性化を目指す。 

 

 ②佐世保市総合計画との整合性 

佐世保市総合計画では「雇用を生み出す力強い産業のまち」のために、経営基盤強化と

企業経営の安定、IT などを活用したふるさと産業振興、新規創業・新分野進出支援、観

光基盤の整備などを掲げており、本会の中長期的目標と高い整合性・連動性を有する。 

 

 ③商工会としての役割 

本会のこれまでの小規模事業者支援は、金融・税務・労働など側面からサポートしてき

た面が強かったが、今後は新しい取り組み、商品開発、販路開拓などにおける提案をより

積極的に行うことで、小規模事業者に寄り添い・伴走した支援を充実させる。 

また、地域経済の課題抽出や解決策の検討を行い、「地域や消費者等の声」を小規模事

業者にフィードバックすることで、小規模事業者の中長期的な持続的発展を推進するとと

もに、各種団体や地域住民との連携における潤滑油としての役割を担っていく。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

小規模事業者の持続発展のため、従来から行ってきた金融・税務指導を中心とした経営指

導に加え、小規模事業者に伴走した支援を充実させることで、本事業の目標として 5年後に

下記 4項目の達成を目指す。 

 

 ①小規模事業者の経営力向上 

小規模事業者のさまざまな経営課題解消と経営力の向上のため、均一的な支援ではなく

個々の事業者のニーズに合った対応を行う。具体的には、経営環境や顧客ニーズの変化に応

じた経営課題を設定するとともに、それを克服する改善策や具体策の検討やその実施フォロ

ーアップなどに関する支援を充実させる。 

 

②地区外への販路拡大が可能な商品づくり  

地域資源を活かした商品・サービスの開発及び既存商品のブラッシュアップを図り、外貨

獲得を目指して、地区外への販路拡大が可能な「売れる商品」づくりを支援する。 

 

③観光客誘致に向けた受入れ体制の整備の推進 

   世界遺産登録などで弾みがつく佐世保市の観光客誘致施策に呼応し、当地区への観光客の

誘致、観光産業の育成などを目的に、当地区の観光資源の掘り起こし、活用等を推進する。  
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④地域経済の活性化に向けた事業承継、後継者育成等の支援 

   本事業では、本会の限られた支援資源をより事業承継支援に集中的に投下し、小規模事業

者数の持続的発展につなげることとし、「経営分析」「事業計画策定」「事業計画策定後の実

施支援」の目標を定め推進する。 

 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

 

 ①小規模事業者の経営力向上 

地域の経済動向や需要動向調査データを収集して経営環境の分析を行い、その結果を巡回

指導、個別指導、セミナー等を通して当地区小規模事業者へフィードバックすることで、個

社の経営分析を実施するとともに経営改善への意識を引き出す。 

経営改善に意識が高まった小規模事業者に対して、中小企業診断士の専門家などと連携す

ることで、佐々町の大型店や大都市圏への販路開拓など競合、ターゲットなどを明確にし、

個々の特性に応じた実効性がある事業計画策定を行う。その際、事業計画を日々の行動指針

として活用し、ＰＤＣＡの効果を高めることで支援事業者の経営力向上を図る。 

経営計画の実行については、事業計画策定後も継続的にフォローアップを行い、個社のニ

ーズに即したきめ細かな伴走型支援により経営改善の実感が得られるようにする。 

一定の成果が出た小規模事業者は、意欲的に経営スキル向上に取り組むようになり、更な

る売上・収益拡大、新事業展開など段階的な成長へとステップアップを促していく。 

 

②地区外への販路拡大が可能な商品づくり  

商品開発においては、地区内の農業・漁業者とのマッチングにより地域農水産品の効果的

な選定を推進する。また、新商品開発、販路開拓にむけた個社の需要動向調査を実施し、対

象となる商圏や需要動向、採算性、デザイン、販売方法など詳細な検討を実施する。 

その結果、企業シーズと消費者ニーズを捉えることができ、開発の方向性が明確化する。 

販路支援においては関係機関が主催する地区外の展示会・商談会への参加を促し、販路開

拓の機会を提供する。更に大都市圏への販路開拓に向けたバイヤーとのマッチングだけでな

く、当会が実施する農水商工まつり（地元の物産展）や会報等での情報発信により、地元の

卸・小売業者とのマッチングを充填化し、地元での需要拡大につなげることで、取引する小

規模事業者の売上増加にも寄与する。 

商業・サービス業においても「商品開発・新サービスの提供」などへの取り組みに対して、

当地区の農水産品、観光資源の活用を積極的に促す。 

更に商品開発等には専門家や関係機関を効果的に活用し、小規模事業者の努力が確実に成

果に結びつくよう細かな伴走型支援を行う。 

また成功事例については会報による周知や総会で報告会を開催するなどして、他の事業者

へのプラスの連鎖を図っていく。 

 

③観光客誘致に向けた受入れ体制の整備の推進 

既存宿泊施設である「山暖簾」などと連携し、当地区の観光環境の実態の把握に努め、後

述の佐世保市北部活性化推進会議、県北地区農水商工連絡協議会、佐世保市北部観光協議会

などで協議検討し、観光客の受入体制の整備を進めていく。 

更に そこで検討された「課題」「対策」等の結果については、地区内の小規模事業者を
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はじめ農漁業者、地域住民に広くフィードバックしていく。また、茶摘みなどの体験型の観

光プランの開発や観光客向けの商品開発、6次化産業、地域住民による民泊の創業などを喚

起するとともに、事業計画策定時の有効なデータとして活用する。これにより地区内の新商

品・サービスの開発や観光関連の創業、事業転換を喚起していく。 

観光客向け商品開発については前述の地域農産品を活用した商品開発および名物料理等

の開発を推進する。 

 

④地域経済の活性化に向けた事業承継、後継者育成等の支援 

地域経済の動向の把握、経営分析などの自社分析により、事業承継の必要性を促し、長崎

県事業承継ネットワークと連携して、事業承継計画（事業計画策定）を実施し、策定後もフ

ォローアップの巡回頻度を高めるなど積極的な伴走型支援を行う。 

また、事業承継時の届出等の支援や金融、税務、経営面はもとより、事業承継を契機に新

事業や経営革新等への取り組みを推進する。 

更に、第三者への引継ぎを希望する小規模事業者や高度な支援が必要な事業所について

は、別途、長崎県事業引継ぎ支援センターと連携する等、適宜必要な支援を行う。 

加えて、事業承継支援窓口として気軽な相談が出来る点を PR・周知徹底し、早期相談を

促すことで、事業承継後の円滑な経営、事業展開を実現する。 

尚、本会の創業支援については佐世保市が中心となって進めている「佐世保市創業支援ネ

ットワーク会議」の構成機関と連携し、本事業とは別に目標を定め、継続した支援を実施し

ていく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状と課題 

本会における地域の経済動向は、日本政策金融公庫が行う「全国中小企業動向調査」や、 

㈱長崎経済研究所が発行する「ながさき経済」等の収集や地区内小規模事業者への指導の際 

に地元の景気動向についてヒアリングを実施することにより、職員ごとにその内容を把握し 

てきた。 

   しかしながら、情報分析における担当者を設置していなかったため、個々の職員がそれぞ 

れ分析するばかりで、情報共有や一元化が十分に図られていなかった。また管内の小規模事 

業者の多くが地元の消費者向けに自分の肌で感じる範囲での景況把握に基づく営業活動を 

行っており、地域経済の情報を求める声はほとんどなかった。 

   今後は定期的に地域の経済状況の調査分析を進め、日常的に小規模事業者の戦略検討や事 

業計画策定に十分に活かす機会を増加させることが課題である。 

 

（２）事業内容 

   地域の経済動向調査の活用については下記のとおり実施し、本所内に情報管理職員を配置し、 
  各職員等が収集したデータの管理・分析等を行う。 
 

1）地域経済分析システム「RESAS」の活用（新規） 

地域における産業の強み、人の流れ、人口動態などから、当地区の経済環境の特性を把握し、

今後、成長が見込める産業や事業者を明らかにする 。また、地区事業者に対して、地域経済の

動向調査の分析結果を提供する。 
経営資源に乏しい小規模事業者が調査結果に基づき、限られた経営資源や補助金などの国等の

施策を有効に活用して、持続的な経営発展への取り組みを促すため、経営指導員が地域経済分析

システム「RESAS」を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回公表する。 
【主な分析項目・手法】 
①地域経済循環マップ等の活用 
  地域経済循環図などにより地域経済の全体像と生産（付加価値）、分配（所得）、支出の各

段階におけるお金の流れを掴む。また生産分析などを行い、当地区で稼いでいる産業、域外

から稼いでいる産業を把握する。 
②人口マップ等の活用 
  今後の経済活動の基礎となる将来の人口予測や年齢構造を把握する。 
③産業構造マップ等の活用 
  各産業の売上高・企業数・従業員数・付加価値額など多角的な視点から当地区の全体構造
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及び主要産業を把握する。特に当地産業を牽引する食品製造業については、製造品出荷額な

ども加え、より詳細な分析を行う。 
④まちづくりマップ等の活用 
  滞在人口や流入人口の動きを把握する。 

   ⑤観光マップの活用 
     観光目的地・宿泊施設・どこからくるのか・外国人観光客等の動向等を把握する。 
  
     必要に応じて、佐世保市が四半期に 1度提供する「佐世保経済の動向」や国勢調査、

経済センサス、商業統計、工業統計などのデータで補完し、日本政策金融公庫佐世保支

店、外部専門家などと連携し分析・活用を行う。 
 

２）中小企業景況調査の実施と活用（拡充） 

地区内の景気動向等について詳細な実態を把握 するため、全国商工会連合会が行う「小規模

企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、年 4 回、調査分析を行う。 
【調査対象】 地域内の小規模事業者 20 社 

          （建設業 4 社 製造業 5 社 小売業 5 社 サービス業 6 社） 
【調査項目】 売上、仕入単価、採算・資金繰り・引き合い、業況、雇用など。 
【調査手法】 調査票は巡回時に聞き取りを行い回収する 

   【分析方法】 調査の効果を高めるため佐世保市が四半期に 1 度提供する「佐世保経済の

動向」や RESASによる調査結果を参考として、佐世保市全体の動向と対比

分析を行うことで地域の特性を明確化させる。 

分析は経営指導員が行い、必要に応じて外部専門家と連携して行う。 
         

３）市場情報評価ナビ「MieNa」の活用（新規） 

   地域経済の動向を 消費者の視点 から「どこの、どんな人が、何を、どのように買っているの

か、ライバル店の状況はどうか」などについて詳細な商圏マーケット分析を行う。 
   町丁周辺といったピンポイントの商圏評価ができ、自社の商品やサービス、顧客ターゲットの

ミスマッチ、自社の売上高の商圏シェアなど多角的な分析で経営実態をイメージ化しやすい

MieNa を活用して、地域経済動向・商圏分析を経営指導員が行い、年 1 回公表する。 
  これらを活用することで 自社の実態を把握し、強みを活かした需要（商圏ニーズ）に応じた

経営戦略の着手 を促す。 
  【主な分析項目・手法】 

①４種の商圏範囲の分析の活用 
  商圏範囲別に分析。最寄商圏（500ｍ）、標準商圏（1ｋｍ）、中域商圏（3ｋｍ）、広域商

圏（5ｋｍ） 
②マーケット水準評価の活用 
  商圏の潜在力を分析、性別年代別人口、富裕者数、業別購買額、昼間人口など 
③マーケット特性評価の活用 
  年代別人口比率、65 歳以上の人口・比率、小売中心地性、業種別購買比率、世帯人員構

成、持家（借家）世帯比率など 
④マーケット購買力評価の活用 
  業種、品目などの商圏内の消費購買力の規模、シェア、傾向を分析 
⑤競合分析の活用 
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  商圏内の競合店舗数（業種・品目）の把握 
   ⑥各地区を起点に調査分析の実施 
     吉井町、世知原町、小佐々町の３地区毎に調査分析を行う事で活用効果を高める。 
   

（３）調査結果の提供・活用と公表 

 調査結果については、単なる結果のみならず、結果から読み取れる全体像・各産業の傾向・

予測なども加え、グラフや数値を使うことで、地域経済の特色を「見える化」する。 

 本会のホームページや会報紙等で公表する他、巡回指導時や商工会窓口、市役所支所、金融

機関などでも配布を行うなど地区内の小規模事業者へ広く提供を行う。 

調査結果については創業予定者の創業計画策定支援等にも活用する。 

 

（４）目標 

 内    容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

RESAS による調査公表 - 1回 1回 1回 1回 1回 

中小企業景況調査公表 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

MieNa による調査公表 - 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（１）現状と課題 

地区内小規模事業者の多くは目先の利益や日々の資金繰りにのみ関心を払い、勘を頼り

に経営の舵取りを行うばかりで、経営分析による長期的かつ客観的指標に基づいた視点か

ら自己の経営を把握していないケースが散見される。 

経営分析に対する要望もないことから、当会が実施する指導も、金融斡旋や税務申告な

ど短期的かつ場当たり的な指導であり、経改事業で収集した基礎データの活用や経営資源

（技術力、ノウハウ、組織力、営業力、資金力など）を検証した上での経営分析の支援が

十分ではなかった。 

一方、補助金の申請等により経営分析や事業計画の作成に取り組んだ小規模事業者は、

その事業の実施過程において継続的な指導を行ったことで、経営者の意識も向上し、着実

に売上も伸びている。今後、当地区の小規模事業者をいかにして自己の経営状況の分析に

取り組ませるか、経営意識の改革が課題である。 

 

（２）事業内容 

 

１）セミナー開催等による事業者の意識啓発（新規） 

経営分析を行う事業者の発掘のため、地域の経済動向調査の結果等を活用して、経営セ

ミナーへの参加、巡回時等に経営分析の提案を行う。特に、需要開拓の実現性が高い小規

模農水産品加工事業者 については積極的な経営分析の実施を行う。 

また、事業承継は当地区においても喫緊の課題であるため、事業承継に取り組む事業者

（以下事業承継予定者と言う。）は、目標を区別して積極的な経営分析の実施を勧奨する。 

なお、「小規模農水産品加工事業者」とは、大都市圏に販路開拓を目指す製茶業者等の

農産品加工業者、いりこ製造業者等の水産品加工業者及び、菓子製造業者等の農水産品加
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工業を営む小規模事業者を言う。 

①経営分析セミナーの開催 

セミナーの内容は、成功事例を交えた業種別、経営者のレベルに応じたセミナー等

を実施し、本会のホームページ、市役所各支所や金融機関窓口での開催チラシの設

置などにより広く募集を行い、地域の小規模事業者が参加しやすいものとする。 

②巡回・窓口相談による掘り起こしの実施 

職員が共通で使用できるヒアリングシート（図表 1）を活用し、巡回指導時及び財

務状況が把握しやすい税務相談時、また補助金申請、金融相談、事業承継、企業再

生の相談時に経営分析の実施を促す。 

③ヒアリングシートの活用 

事業概要や取扱商品・サービス、販売・提供の方法、接客、技術力、ノウハウとい

った定性情報の収集を行う。また定型ヒアリングシートの活用により職員間の精度

のバラつきを防ぐ。 

④事業承継事業所の掘り起こし 

事業承継予定者のうち、特に 経営者が 55歳以上の小規模事業者は事業承継対象事

業者 と定め、基幹システムデータや巡回指導、窓口相談等により取得した企業情報

のデータベース化を勧め、支援事業所の掘り起しを行う。 

 

 

 

 

 

（図表 1）ヒアリングシート       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリングシートについては、調査を

実施する中で、ヒアリング項目の見直

し等を適宜行っていく。 
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２）経営状況・強み・弱みの分析目標（新規） 

  【対象者】  

    セミナーの参加者や巡回・窓口相談の中から経営改善に意欲的な事業者（事業承継対

象事業者を含む）を選定する。 

特に小規模農水産加工事業者は積極的な支援を行う。 

【分析項目】 

  事業所の経営状況をより正確に分析するために、定量分析である財務分析と定性分

析である SWOT分析等の双方を行う。分析の際は地域経済分析システム RESAS、市場

情報評価ナビ MieNa を活用して調査した経済動向の現状や予測等を十分に勘案し、地

域経済の特性、事業者の特性を考慮した分析を行う。 

≪財務分析≫ 

財務分析は財務諸表を基に、売上増加率（売上持続性）、営業利益率（収益性）、労働

生産性（生産性）、営業運転資本回転期間（効率性）、自己資本比率（安全性）の項目に

ついて実施する。特に、白色申告などにより財務状況が曖昧な小企業者に対しては、経

営指導員が直接指導し、実態の把握に努める。 

≪SWOT 分析・4P分析・3C分析≫  

定性分析はヒアリングシートを活用し、取得情報の内容等により SWOT 分析、4P 分析、

3C 分析、または双方の分析を行う。自社の強み、弱み、経営環境の脅威、機会等の分

析を基礎に、商品・価格・流通、販売促進やそれに対する顧客の視点からの分析を行い、

より 複合的に分析することで経営実態の具現化 を図る。 

【分析手法】 

分析には、全国商工会連合会の経営分析システム、経済産業省のローカルベンチマー

クなどを使用する他、中小機構の経営計画つくるくん等のソフトを活用する。 

財務分析においては日本政策金融公庫の「小企業の経営指標」などとの対比分析を行

い客観的な評価も行う。 

分析の際は、複数の職員で対応 することで、分析内容に職員間による格差が生じな

いようにする。また、必要に応じて外部専門家と連携して行う。 

 

（３）成果の活用 

分析結果は、グラフなどを採用し、事業者へわかりやすく説明することで、当該事業者

にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

特に「経営計画つくるくん」等のソフトを活用し、簡単な経営計画の仮説や将来のイ

メージ像 を抱かせることで、事業計画策定への意欲を促す。 

分析結果はデータベース化し内部共有することで、職員異動時の円滑な引継ぎと経営指

導員のスキルアップに活用する。 

 

（４）目標 

  

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セミナー開催数 0回 2回 4回 4回 4回 4回 

セミナー参加者数 

（うち事業承継予定者） 

0社 

（0 社） 

40社 

（8社） 

60社 

（12社） 

60社 

（12社） 

60社 

（12社） 

60社 

（12社） 

経営状況分析事業所数

（うち事業承継予定者） 

10社 

（0社） 

20社 

（6社） 

30社 

（8社） 

30社 

（8社） 

30社 

（8社） 

30社 

（8社） 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（１）現状と課題 

当地区内では、自ら事業計画を策定している小規模事業者は少なく、当会においても事業

再生や金融支援、小規模事業者持続化補助金申請時などに、事業者からの要請により作成支

援を行っている状況である。 

小規模事業者に対する聞き取り調査でも、小規模事業者の多くが「面倒くさい」「作り方

がわからない」といった理由で実際は取り組もうとはしていない。また、小規模企業では業

務が経営者に集中する傾向にあり、忙しさのあまり経営改善に取り組む余裕がないケースも

多い。 

そのため、今後、前述の経営状況の分析を行った小規模事業者一人ひとりに対し経営意識

の変革を図ることで、事業者自身が経営改善の必要性を認識し、将来のビジョンをいかに描

くことができるかが課題である。 

また、地区内小規模事業者の減少、高齢化・後継者不足が顕著化しており、創業、特に事

業承継により経営意欲に溢れた「元気な小規模事業者」の育成も課題である。 

 

（２）支援に対する考え方 

経営分析の際、経営計画つくるくん等を活用して経営計画書を作成することにより、事業

計画策定に対する苦手意識の解消、策定意欲の発起 を積極的に行い、取組に対する心理的

ハードルを下げる。 

また、地区内の事業承継を積極的に推進するため、経営分析を行った事業承継予定者には

巡回などで不安の解消や必要性を直接説くことで事業計画策定を促す。そのため目標も別に

定めて実施する。 

事業計画策定時は、経済動向調査、経営分析、需要動向調査結果等を活用して自社の強み

や経営課題などを把握する。その上で、取扱商品・サービス、商圏、ターゲット層、販売方

法など事業改善の方向性を定め、身の丈に応じた実効性、効果が期待できるものにする 。

更に需要を見据えた事業計画策定の支援を行うことで売上・収益増加を図る 。 

また補助金申請や融資、事業再生等の支援を求める小規模事業者に対しても、それに資す

る事業計画の策定支援を行う。 

 

（３）事業内容 

   

１）小規模事業者の事業計画策定を支援（新規・拡充） 

  【支援対象】 経営分析を行った事業者を対象とする。 

         特に小規模農水産品加工事業者の積極的な支援を行う。 

【手段・手法】 担当する経営指導員が巡回等を通して、きめ細やかな支援を実施する。 

また、外部専門家や職員と会議等を行うことで、各事業所に応じた実効性の

高い事業計画策定を行う。 

また、先進的な取組を実施している小規模事業者に対しては、経営革新計画

や経営力向上計画の申請も支援し、経営合理化や生産性向上へとつなげて

いく。 
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２）事業承継時の事業計画策定を支援（新規） 

【支援対象】 経営分析を行った事業承継予定者を対象とする。 

         特に 経営者が 55歳以上の事業承継対象事業者 は積極的に支援を行う。 

【手段・手法】 支援対象を経営実績に乏しい後継者と想定し、担当する経営指導員が巡回等 

を通して、経営知識の習得も支援しながら、ヒアリング・指導などをきめ細 

かに実施する。 

また、長崎県事業承継ネットワークおよび長崎県事業引継ぎ支援センターな

どの専門機関と連携し、事業計画策定を支援する。 

 

（４）目標 

 

 
 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 
（１）現状と課題 

現在は、事業再生時や金融支援、小規模事業者持続化補助金申請時などに、要望者に対し

事業計画作成を行っている。実施支援も補助事業の完了や融資実行で終了しているケース

が多く、その後の進捗確認や計画修正等のフォローアップを実施してこなかった。 

そのため、それぞれの補助事業や融資後の事業活動が、当初計画にあった目標値に達し、

最大限の成果が果たせたのか否かを検証、把握していないという課題が残る。 

 

（２）事業内容 

１）円滑な事業遂行に向けたフォローアップ支援の実施（拡充） 

事業計画を策定した全事業者に対し、円滑な事業遂行が可能なように四半期に 1度を目

安に巡回指導を行う。その際、計画の進捗状況の確認及び必要に応じて事業計画の修正を

行う。 

特に売上向上や需要拡大が思わしくない事業者に対しては、巡回指導の回数を増やす

などの対応を行い、原因の割り出し、改善策の決定など細やかな指導を行う 。更に外部

専門家の派遣指導等により最大限の効果が発揮できるよう後押しする。 

また、事業計画が順調に推移し、支援回数を減らして良いと判断できる事業者には、年

2回の巡回指導を下限として、適宜、指導件数を減らすことで、支援指導が別途必要な事

業者へ指導を集中させるなど支援体制、実施の効率化も図る。 

  

２）事業承継者予定者へフォローアップ支援の実施（新規） 

事業計画を策定した全ての事業承継者予定者に対してフォローアップ支援を行う。 

事業承継については、経営経験、実績が浅い経営に不慣れな後継者が行うため、経歴が

長い小規模事業者の作成する事業計画と比較して、進捗状況が必ずしもスムーズであると

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定件数 

（うち事業承継予定者） 

3件 

（0 件） 

15件 

（3件） 

24件 

（6件） 

24件 

（6件） 

24件 

（6件） 

24件 

（6件） 
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は限らない。そのため、事業承継者へのフォローアップは、訪問頻度を高めるなどして、

相談しやすい関係を築き、細やかな伴走型支援を実施する。 

そこで事業計画策定後１年間は必ず 2ヶ月に１度、売上の推移や資金繰りの状況など経

営者へヒアリングを行う 。その際、計画通り推移できているか、新たな経営課題が発生

していないかを確認し、必要に応じて事業計画の見直し・修正を行う。特に売上向上や需

要拡大が順調に進んでいない事業者に対しては、巡回指導の回数を増やし、外部専門家の

派遣支援を行い、原因の割り出し、改善策の決定など、より細かな指導を行う。 

 

（３）目標 

 

※尚、事業計画のフォローアップを通して、資金需要等が生じた場合は、事業計画が円滑に遂 

行できるよう日本政策金融公庫と連携し「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用する。 

更に、必要に応じて民間金融機関との連携も行い支援事業者の円滑な資金繰りを支援する。 
 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
（１）現状 

これまでの需要動向調査については、事業者からの相談があった時のみ、個々の職員がイ

ンターネット上から、必要な情報を断片的に提供するだけで、個社の商品開発や販路開拓に

活用できる需要動向情報としては、不十分であった。 

更に、地区内の購買力が大きく減少していく中、消費者ニーズは益々多様化 している。

ヒト・モノ・カネの経営資源に乏しい小規模事業者自身 、長年の経験や感覚を重視してお

り、この変化に対応できず、需要動向を把握して、消費者ニーズの変化に対応した経営には、

消極的であった。 

当地区の小規模事業者が持続的経営を行っていくためには、豊富な地域資源や食材を活用

し、多様化するニーズに対応した販路を開拓し 、地区外からの外貨を獲得することが課題

である。 

また、当地区は、製茶業等の農産加工業、いりこ製造業等の水産加工業が盛んであり、こ

れらの産業が地域経済を支えている。 

そこで、販路開拓を目指す製茶業者等の農産品加工業者、いりこ製造業者等の水産品加工

業者及び、菓子製造業者等の農水産加工業を営む小規模事業者（以下、「小規模農水産加工

事業者」と言う。）が需要動向を把握するため各種アンケート調査を実施する。 

調査結果は、巡回指導や販路開拓セミナー、商談会・展示会への出展などの機会を通じて

フィードバック し、個々の小規模事業者へ「マーケットイン（消費者ニーズの重視）の考

え方 」を浸透させることで、買い手のニーズや消費者の視点に立った「売れる商品・サー

ビス」の開発等に活用していく。 

需要動向調査結果は、個社の経営分析、事業計画策定、事業展開への有効な指導ツールと

内  容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ事業者数

／回数 

3社／ 

0回 

12社／

48回 

18社／

72回 

18社／

72回 

18社／

72回 

18社／

72回 

フォローアップ事業者数

／回数（事業承継予定者） 

0社／ 

0回 

3社／

18回 

6社／

36回 

6社／

36回 

6社／

36回 

6社／

36回 
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して、継続した 伴走型の支援 を行う上でも重要である。 

 

（２）事業内容 

１）農水産加工事業者の消費者アンケート調査の実施（新規）（佐世保市圏の需要動向調査） 

   主に佐世保市圏への販路開拓を目指す小規模農水産加工業者が需要動向を正確に把握し

て、商品開発等に活用するため、後述の「佐世保市北部農水商工まつり（物産展）」の来場

者に対して、「消費者アンケート調査」を実施する。 

収集したアンケート等は 専門家などと連携して支援事業者毎（15 社）に分析を行う。分

析結果を巡回等を通して支援事業者（15 社）にフィードバックしていくことで、新たな食

材選びや味付け、デザイン、容器の改善などの自社商品の課題の抽出や解決策に役立て、

佐世保市圏の消費者ニーズを組み入れた「売れる商品」づくりや販売促進、新規顧客の獲得

を図っていく。 

※「佐世保市圏」とは、前述の「経営発達支援事業の目標、（1）地域の現状及び課題、②

「佐世保市北部商工会地区の立地と人口」にある佐世保市（人口約 25 万人）と、合併しな

かった当地区の南部と接する佐々町「約 1万 4千人」を合わせた約 26万人の商圏を言う。 

具体的な内容は下記の通りである。 

 

〔消費者ニーズ調査・分析〕 

項目 内容 

実施時期 11月頃（2日間）佐世保市北部農水商工まつりの開催時に行う 

来場者数 2,500人×2日＝5,000人 

調査業種 

及び商品 

製茶業、いりこ製造業、菓子製造業などの農水産加工品 

調査対象者 

及び調査数 

⑴来場者（佐世保市内の一般消費者） 

⑵50サンプル×2日＝100サンプル 

調査方法 来場者を対象に聞き取り調査（職員及びアルバイトが実施する） 

支援事業者 

 

佐世保市圏への販路開拓を目指す以下の地区内の小規模農水産加

工業者 

⑴製茶などの農産加工業者   6社 

⑵いりこなど水産加工業者   5社 

⑶菓子製造などの食品製造業者 4社  合計 15社  

調査内容 

 

農水産加工品に対する佐世保市圏の消費者ニーズを捉えることが

できる項目内容とする。 

また、項目は選択式を多く採用し、選択肢を増やしつつ、回答しや

すいものに作成し、収集・分析効果を高める。 

⑴来場者の属性（年代・性別・居住地域・職業など） 

⑵購入する基準 

①商品基準（価格、味、分量、デザインなど） 

②購入先等（ネット販売、宅配、直売所、スーパー、個店など） 

③用途等 （贈答用・家事用・その他など） 

⑶購入頻度 

⑷今後期待する・欲しい商品（食材、価格、味、分量、など） 

⑸購入品の認知等（来場して認知、ＨＰ、口コミ、情報誌など） 
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⑹不足、不満などの自由意見 

分析方法 ⑴個社の事業規模、ターゲットとする年齢層や地域、利用する農水

産品などを踏まえて支援事業者毎に分析整理を行う。 
⑵分析・整理については専門家に依頼し、経営指導員と協議して行

う。 

支援方法 ⑴個社毎に巡回等を通して、課題を抽出し、改善策を検討するため 

フォローアップを行う。（2 回） 

⑵課題の多い事業者については、専門家、対象事業所、経営指導員 

を交えたフォローアップ会議を開催し、課題の解決に当たる。 

期待効果 ⑴「マーケットイン（消費者ニーズ）」の浸透を図る。 

身近な顧客（消費者）の意見である為、支援事業者が受け入れや

すい。消費者ニーズと事業者のミスマッチが理解しやすく、今後

の商品開発等の資料として効果が期待できる。 

⑵佐世保市圏への商品開発を通して、次のステップとなる 大都市圏

への販売に向けた商品開発への取組み促進 

※「大都市圏」とは東京を中心とした関東圏、大阪を中心とした関西圏、福岡市を中心

とした福岡圏などの市場規模が大きな商圏を言う。 

 

２）農水産加工業者のバイヤーアンケート調査の実施（新規）（大都市圏の需要動向調査） 

大都市圏への販路開拓を目指して商談会等に出展する小規模農水産加工事業者 に同行し

て、バイヤーを対象にしたアンケート調査を実施する。 

アンケートの回答は「味、品質、価格、デザインなど完成度が高く、売れる商品、儲かる

商品 」を探すバイヤー目線の厳しいものになることが予想され、大都市圏を想定した「売

れる商品づくり」のための有効な参考データとなる。 

収集したアンケート等は、専門家などと連携して支援事業者毎（9社）に分析を行う。 
また、分析結果は巡回等を通して支援事業者（9社）にフィードバックしていくことで、

自社商品の課題の抽出や解決策に役立て、都市圏のバイヤーや消費者ニーズを組み入れた

「売れる商品づくり」を図っていく。 

具体的な内容は下記の通りである。 

 

[調査・分析等] 

項目 内容 

調査業種 

及び商品 

製茶業、いりこ製造業、菓子製造業などの農水産加工品 

調査対象者 

及び調査数 

⑴商談会等に参加するバイヤー  

⑵30サンプル 

調査方法等 ⑴店頭での聞き取り調査を行う 

⑵個別商談会等での聞き取り調査を行う 

（どちらも出展事業者及び職員等が実施する） 

支援事業者 

 

大都市圏への販路開拓を目指す以下の地区内の小規模農水産加工業者 

⑴製茶などの農産加工業者   4社 

⑵いりこなど水産加工業者   3社 

⑶菓子製造などの食品製造業者 2社  合計 9社  
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調査内容 農水産加工品に対するバイヤーニーズを捉えることができる項目内容

とする。 

また、調査項目は選択式を多く採用し、選択肢を増やしつつも、多忙な

バイヤーが回答しやすいものに作成し、収集・分析効果を高める。 

⑴バイヤーの属性 

〔会社規模、業種、購入形態（業務用・小売用）、営業地域など〕 

⑵成約する基準 

（地域限定、価格、量、ラインナップ、取引量、容器デザインなど） 

⑶今後期待する・欲しい商品（食材、価格、味、分量、地域など） 

⑷商品以外の基準（商談へ興味を引く商品以外の基準） 

（出展者の身なり、ディスプレイ、商品説明力、接客力など） 

⑸自由意見など 

分析方法 ⑴支援事業者の事業規模やターゲット及びバイヤーの属性などを踏 
まえて支援事業者毎に分析する。 

⑵分析・整理については専門家に依頼し、経営指導員と協議して行う。 

支援方法 ⑴個社毎に巡回等を通して、課題を抽出し、改善策を検討するための 

 フォローアップを行う。（2 回） 

⑵課題の多い事業者については、専門家、対象事業所、経営指導員を 

交えたフォローアップ会議を開催し、課題の解決に当たる。 

期待効果 商談会への出展を目指す事業者にとっては、バイヤーからの意見である

ため信頼があり、受け入れやすい。今後、「マーケットイン（バイヤー

ニーズ）」による商品開発促進、更に商談スキルの向上に活用すること

で、今後の商談会等での成約率を高めることができる。 

 

（３）目標 

内    容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 
農水商工まつりの消費者 

アンケートサンプル総数 
0件 100 件 100 件 100 件 100 件 100 件 

農水商工まつり 

消費者アンケート 

支援事業者数 

0社 15社 15社 15社 15社 15社 

商談会・展示会でのバイヤー 

アンケートサンプル総数 
0件 30件 30件 30件 30件 30件 

商談会・展示会での 

バイヤーアンケート 

支援事業者数 

0社 9社 9社 9社 9社 9社 

  ※目標の数値は１年間の総計である。 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

（１）現状 

当会では以前から、物産展の開催や各種商談会等への参加を促し、行政と連携しながら小
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規模事業者の特産品等の開発、販路拡大、認知度向上支援を行ってきた。 

しかしながら、小規模事業者の多くは、ヒト・モノ・カネの経営資源に乏しく、新たな商

品開発や商談会等への参加など、需要・販路開拓への取り組みには、消極的であった。 

そこで、これまでの事業を見直し、巡回指導やセミナー等の充実により、小規模事業者の

これまでの悩みを解決し、販路開拓への意欲を喚起し、「売れる商品」「売れるサービス」

づくりを支援していくことで、個社の売上増、収益増へつなげる。 

更に、一般消費者や近隣のスーパーなどの企業と取引を行う小規模事業者の佐世保市圏で

の需要の堀り起こし、認知度アップ、新規顧客獲得や企業間取引（BtoB 取引）を拡大させ

る目的で「佐世保市北部農水商工まつり」を開催し、出店を促す。 
一方、大都市圏への販路開拓を目指して商談会等に出展する事業者については、出展を促

すため、これまで以上に開催案内等の情報提供を行う。また当地区において、商談会等を通

した大都市圏への販路開拓は、外貨獲得の期待効果が大きいため積極的に支援していく。 
各支援に当たっては、事前及び事後指導 を充実させ、物産展での売上増、認知度アップ、

新規顧客の獲得、商談会等での成約率アップを図って行く。特に、商品開発や既存商品のブ

ラッシュアップには、消費者ニーズを取り込むため、需要動向調査の結果等を活用していく

。尚、小企業に対しては負担を軽減し支援効果が出せるように、巡回の相談回数を増すなど

の対応を行う。 

更に地元農水産物の利用や農業、漁業生産者と連携して商品開発を行う小規模農水産加工

業者については、当地区の特産品開発を推進するため、巡回指導や専門家による指導回数を

増やす等、積極的に支援指導を行っていく。 

 

（２）事業内容 

１）「売れる商品づくり」のセミナー・個別相談会の開催（新規） 

  これまでの販路開拓セミナーや個別相談会では対象業種や商圏を特定しておらず、広く一

般的な内容のみを実施してきた為、商談会・展示会への参加につながるような内容ではなか

った。 

そのことから、今後の販路開拓セミナーや個別相談会の目的を「売れる商品づくり」「売

れるサービスづくり」と明確にし、参加者の販路開拓への意欲の喚起を図り、販路開拓を目

的にした商品開発や既存商品のブラッシュアップ、サービス向上等に活かしてもらう。 

また別途に個別相談会を年 2回開催し、専門家の相談を通して、個社の抱える具体的な課

題 の解決を行い、新たな取引や商談会での成約率の向上を促す。 

同時に、既に商談会等へ参加している事業所については、新商品開発、既存商品のブラッ

シュアップ、展示方法の改善などフォローアップの機会として参加を促していく。 

具体的な内容は下記の通りである。 

 

〔販路開拓セミナー及び個別相談会の内容〕 

項目 内容 

対象事業所 

及び 

参加促進 

⑴商品開発等で販路開拓を目指す地区内の小規模農水産加工業者に

対して、巡回指導や会報等で広く呼びかけて参加を促す 

⑵特に下記の①②の販路開拓支援を受けている事業所は、支援指導を

通じて積極的な参加を促す。 

①需要動向調査の活用支援を受けている事業所 

②農水商工まつりや商談会出展支援を受けている事業所 
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販路開拓 

セミナーの 

内容 

売れる商品づくりを目的に下記のテーマ等で実施する。 

⑴売れる商品づくりセミナーの開催 

（内容例） 

①消費者ニーズを捉えた売れる商品の開発、改良 

②潜在的な企業シーズの発見と、それを活用した商品開発 

③商品開発等に対する国県市などの補助金の活用 

（ふるさと名物応援事業、小規模事業者持続化補助金等など） 

⑵商談会出展対策・販売促進セミナーの開催 

（内容例） 

①商談会での商談率、成約率を高める面談スキル、商品陳列など出

展・接客スキル向上 

②ＦＣＰシート（バイヤーが求める自社の情報を的確にまとめるこ

とができる商談会・展示会シート）の効果的な記入指導 

③販路開拓チャネル（商談会への出展、アンテナショップへの 

出品、ネットショップ）の展開の方法、効果、対策 

④商談会出展に対する国・県・市などの補助金の活用方法 

（ふるさと名物応援事業・佐世保市商談会出展支援事業など） 

 ⑤ホームページやＳＮＳを活用した情報発信による認知度アップ、  

 集客対策など 

個別相談会 

の内容 

専門家との個別相談を通して、個社の抱える具体的な課題の解決を行

い、新規顧客の獲得、認知度アップや商談会での成約率の向上を促す。 

（課題例） 

⑴商品開発の相談（適正価格やデザイン、ターゲットの設定など） 

⑵商談会出展の事前準備の相談 

①ＦＣＰシートの効果的な記入方法 

②商談効果を上げる商品陳列（フェイシング）や商談対応方法など 

⑶認知度アップの相談 

 ホームページ作成、ＳＮＳを活用した情報発信、活用の相談 

 

２）佐世保市北部農水商工まつり（物産展）の開催（拡充）（佐世保市圏への販路開拓） 

  これまで本会が主催してきた「佐世保市北部農水商工まつり（物産展）」は、佐世保市の

中心商店街で行ってきたが、出店業者は毎年 8 社程度の同じ事業者に限られていた。また出

店に向けて具体的な販売促進への指導もなく、認知度アップや新規顧客獲得の効果も薄かっ

た。 

そこで、今後は、地元の農産品直売所「ソレイユ吉井」での開催に変更し、近隣で出店し

やすい環境と事前告知など関係機関と連携した広報等を強化し、出店及び集客アップを図

る。佐世保市圏への販路開拓を目指す小規模農水産加工業者 や 小規模食品小売店（食料品

店、鮮魚店など）、飲食店（弁当・惣菜含む）などが、物産展へ出店することで、一般消費

者への販売促進、認知度アップや新規顧客の獲得を通して売上増加を図る。 

更に、出店に際して、需要動向調査を活用し、消費者ニーズを踏まえた 「売れる商品」

の開発や、個社の情報発信や、集客を高める展示方法、販売方法など「売れるサービス」の

事前事後指導を継続して行い 、出店効果を高めるとともに、こうした指導・取組みを通し

て小規模事業者の経営力向上も図っていく。 

具体的な内容は下記の通りである。 
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[開催方法等] 

項目 内容 

開催期日 11月（2日間）農水商工まつりの開催時に行う 

開催場所 佐世保市吉井町の農産品直売所「ソレイユ吉井」 

出展支援 

対象者 
佐世保市圏で認知度向上、新規顧客の獲得を目指し、商品開発や既存

商品のブラッシュアップに取り組む地区内の小規模農水産加工業者

及び小規模食品小売業・飲食業者 

⑴製茶などの農産加工業者   3社 

⑵いりこなど水産加工業者   3社 

⑶菓子製造などの食品製造業者 2社 

⑷食品小売業者・飲食業者   2社  合計 10社 

⑸需要動向調査支援を受けて新商品開発・既存商品のブラッシュアッ

プを行う事業者は、支援効果を促すため優先的に支援していく。 

売上目標 出店売上 5％アップ 

事前指導 

 

 

巡回指導や個別相談会、専門家派遣指導等を通して、支援事業所毎に

下記の事前指導を行い、出店時の売上増、認知度アップ、新規顧客獲

得を図り販路開拓を実現させる。 

⑴「売れる商品づくり」への支援 

①「売れる商品づくり」セミナー等での指導 

②需要動向調査分析結果を活かした商品開発等の支援を行う。 

⑵出店時の売上増、新規顧客獲得を図るための支援。 

①陳列方法やポップ作成、接客スキルなどの集客効果を高めて当日 

の売上増、新規顧客獲得を図る指導を行う。 

②ホームページの作成やＳＮＳ等の情報発信を強化し、効果的に認 

知度の向上を図り、集客アップへつなげる。 

 

事後指導 ⑴個社毎に巡回等を通して課題を抽出し、解決に向けた協議を行う。 

⑵課題が多い事業所に対しては専門家、対象事業所、経営指導員を交

えたフォローアップ会議を開催し、商品等のブラッシュアップ、商

品陳列や接客対応、ホームページの活用など情報発信の向上を図

る。 

⑶支援事業者は、需要動向調査支援、事業計画策定支援、販路開拓支

援、フォローアップ支援など一貫した伴走型支援を行い、徹底した

「売れる商品づくり」や出店スキル、情報発信強化を通して、売上 

増、収益増を実現する。 

広報・集客 

対策 
⑴新聞への開催チラシ等の折込 

⑵ＦＭラジオでの告知放送 

⑶タウン誌への掲載 

⑷各新聞への記事掲載による告知 

⑸佐世保市の世帯回覧（約 4万世帯：佐世保市の協力） 

⑹当会や出店事業所のＨＰ掲載、ＳＮＳでの拡散 
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 ３）商談会・展示会への出展支援（拡充）（大都市圏への販路開拓） 

  当会では、これまでも長崎県商工会連合会が開催する商談会等への参加を案内してきた

が、商品開発等に取組む事業者も少なく、参加希望者は伸び悩んでいた。 

今後は、大都市圏への販路開拓を目指す小規模農水産加工業者に対して、巡回指導や販路

開拓セミナー、商品開発支援などを通して、商談会等の開催案内を積極的に行い、参加を促

す。また、出展事業者には、大都市圏のバイヤー（消費者）への売込みを想定した完成度の

高い「売れる商品」が求められる。特に商品開発については専門家と連携して行うなど支援

強化を図る。更に商談会等での商談件数を増やす商品陳列や接客スキル（身なり、対話力）

などの改善、出展後の課題解決に向けたフォローアップなど、事前及び事後の指導を行い、

商談会等への職員の同行と合わせて伴走型支援の実施により出展者の成約率を高めていく。 

 

[支援方法等] 

項目 内容 

支援事業者 大都市圏に販路開拓を目指す小規模農水産加工業者 

⑴製茶などの農産加工業者   1社 

⑵いりこなど水産加工業者   1社 

⑶菓子製造などの食品製造業者 1社  合計 ３社 

⑷特に需要動向調査支援を受けて新商品開発・既存商品のブラッ 

シュアップを行う事業者は優先的に参加を促し支援を行う。 

事前指導 巡回指導や専門家派遣指導等で支援事業所毎に下記の事前指導を行

い出展時の成約率を高め販路開拓を実現させる。 

⑴「売れる商品づくり」への支援 

①「売れる商品づくり」セミナー等での指導 

②需要動向調査分析結果を活かした商品開発等の支援を行う。 

⑵出展時の対策支援 

支援事業所の課題に応じて下記の内容の支援を行う。 

①ＦＣＰシートの記入方法指導 

②商品陳列や商談対応指導 

③助成金など出展支援制度の活用奨励の提供 
④商談会等の事前 PR のための HP 作成・活用 など 

事後指導 ⑴個社毎に巡回等を通して課題を抽出し、解決に向けた協議を行い、

次回の商談件数、成約率の向上を図る。 

⑵商品開発や課題が多い事業所に対しては専門家、対象事業所、経営 

指導員を交えたフォローアップ会議を開催し、商品等のブラッシュ 

アップ、商品陳列や接客対応、ホームページの活用など情報発信の 

向上を図る。 

⑶支援事業者は、需要動向調査支援、事業計画策定支援、販路開拓支

援、フォローアップ支援など一貫した伴走型支援を行い、徹底した

「売れる商品づくり」を通して、商談会等での成約率アップを実現

する。 

期待効果 出展企業の販路開拓実績は、個社指導や会報等で広く伝えることで、

他の小規模事業者の刺激となり、大都市圏への販路開拓の動機付けの

効果が期待できる。 
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出展を支援する商談会等は下記の図に記載する。来場者数、出店数、及び参加する小規模事業

者の商品力、製造力、販売力などを検討して各事業者に効果が見込める商談会等の選定を行う。 

 

[本会が出展を支援する主な商談会等] 

物産展名 

主催 対象品 

特徴 相手 主な場所 出展数 

時期 期待度 

フード 

エキスポ 

九州 

福岡県等 加工食品等 BTOB、BTOCがある国内最大級の

物産展。バイヤー約 4,500 人、

一般来場者約 135,000人。ネッ

ト販売業者支援も見込める。 

全国のデパート、

スーパー、卸業者

から一般消費者 

福岡市 約 150社 

１０月 ◎ 

ながさき 

商談会 

長崎県商工

会連合会 

特産品や加

工食品等 

長崎県内の事業者のみ出展。 

長崎県の魅力を最大限発揮でき

る。高い成約率が見込める。 

全国のデパート、

スーパー、卸業者 

長崎市 約 80社 

１１月 ◎ 

ニッポン 

全国 

物産展 

全国商工会 

連合会 

主に加工食

品等 

全国から約 360社、3,000 アイテ

ム出展。おやつランキングなど

来場者が決定するイベントがあ

る。ネット販売支援も見込める。 

全国のデパート、

スーパー、卸業者

から一般消費者 東京都 約 360社 

１１月 ◎ 

 

（３）目標 

内    容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

セミナーの開催回数 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

セミナー参加事業者総数 0社 20社 20社 20社 20社 20社 

個別相談会の開催回数 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

個別相談会の参加事業者総数 0社 10社 10社 10社 10社 10社 

農水商工まつりの 

出店支援事業者数 
0社 10社 10社 10社 10社 10社 

農水商工まつり売上額 

5％アップ事業所数 
0社 6社 6社 6社 6社 6社 

商談会・展示会の 

出展支援業者数 
0社 3社 3社 3社 3社 3社 

商談会・展示会の出展による 

成約件数 
0件 3件 3件 3件 3件 3件 

※目標の数値は１年間の総計である。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

７．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

３町の合併後、当地区のエリアは拡大したが、小佐々町が分断されることで、３町の「ヒ

ト・モノ・カネ」の交流は一向に進まず、地域の合意形成はできていない。更に各町内にお

いても、地元農協、漁協、金融機関、自治会などは、夏祭り等の地域イベントの開催におけ

る連携はあるものの、商店街や地域産品の開発、地域雇用など地域経済活性化の「課題・解

決」などについて、広く議論される場はなかった。 

また、合併後、地域固有の課題解決に向けて、町内会等を中心とした各種団体により３町

に自治協議会が発足したが、予算面や寄合所帯の組織であるため、あまり機能していない。 

観光振興についても、当地区の３町の各観光協会の事業は、夏まつり等の地域イベント開

催のみに留まっており、地域経済の活性化に寄与し、交流人口の増加につながる観光振興事

業は殆どなされていない。そのため、佐世保市への観光客は年間 589 万人に及ぶが、当然、

そこから当地区へ呼び込むだけの地域産品や観光施設、観光プランなども整っていない。 

今後、地域経済の活性化に向けては、合併のスケールメリットである「ヒト・モノ・カネ」

を地域内で循環させる他、地域資源を活用した観光客を呼び込む取り組みが有効である。そ

こで当地区３町の関係機関や地域住民（消費者）などが一丸となって、地域経済の活性化に

向けた地域固有の課題抽出・情報等の共有等を図り、「課題の解決」に向けて取り組む体制

づくりを行う必要がある。 

 

（２）事業内容 

１）佐世保市北部活性化推進会議の開催（新規） 

本会と佐世保市 3支所、3町の自治協議会、親和銀行、各町観光協会、中小企業診断士な

どによる佐世保市北部活性化推進会議を平成 31 年 6 月に組織化し、年２回、地域経済活性

化に向けた協議を行う。 

本会議において地域商工、観光の振興が地域コミュニティ（消費者）の活性化、賑わいづ

くりにつながることの理解を深め、特に地域住民（消費者）から見た当地区商工業の課題の

抽出、課題の解決策などの協議を行う。また、経営改善を図る小規模事業者に対し、商工会

を通して広くフィードバックすることで、今後の需要を見据えた事業計画策定に活用する。 

更に、課題解決に向けた各関係機関や地域コミュニティの役割、連携方法などを明確化

していくことで、当地区経済活性化の方向性の統一を図る。 

 

２）県北地区農水商工連絡協議会の活動の活発化（拡充） 

本会とながさき西海農業協同組合、九十九島漁業協同組合で組織化した県北地区農水商工

連絡会議については、現在年１回会合を行っているが、単なる意見交換の場に留まっている。

今後は、当地区の特産である「世知原茶」「小佐々いりこ」「吉井リゾートメロン」「九十九

島トラフグ」などに加え、規格外農産物や未利用魚の活用による商品開発、販路開拓等 に

ついて協議を行う。 

また、農業者、漁業者、地域産品を活用して商品開発に取り組む小規模事業者に対して情

報のフィードバックやマッチングを積極的に進め、大都市圏など地区外への販路開拓が可能
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な付加価値の高い商品開発 を促すため年 2回開催する。 

更に、地区内での 6次産業化など新たな事業化に向けた取り組みを支援し、事業経営に不

慣れな農漁業者が取り組む場合は、経営指導も含め当協議会が支援を行う。 

  

３）佐世保市北部観光協議会の開催（新規） 

当地区には合併前より吉井町、世知原町、小佐々町にそれぞれ観光協会がある。しかし、

各観光協会とも、春まつりや夏まつりといったイベント運営が主たる事業であり、これまで

観光客誘致のための積極的な活動や観光資源のビジネス化等について一切取り組んでいな

い。更に、3協会による意見交換や連携事業等を行った実績もない。 

地域経済の活性化のために、観光振興に力を入れる佐世保市等と連携し、佐世保市への

観光客を誘致できるよう各地の観光資源を魅力あるものへと変化、活用させる必要がある。 

観光地としての魅力が増し、観光客が増えれば、そこに飲食店やお土産店、宿泊所といっ

た新たなビジネス機会が生じることとなり、外貨の獲得により地域経済の底上げに期待が持

てる。本会が主導し、平成 31 年度中に佐世保市北部観光協会の組織化を図り、年 2 回開催

し、組織運営を支援することで、今後、観光マップの作成や土産物の開発、ツアーの検討、

観光関連事業者の創業支援などの 当地区の観光振興を中長期的な視点で取り組む方向性も

見えてくる。 

更に活性化推進会議、県北地区農水商工連絡協議会と情報を共有、連携を行うことで効果

的な支援、運用につなげていく。 

 

取組のイメージ図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

佐世保市北部商工会 

情報のデーターベース化 

情報の活用 

・地域消費者が求める事業所へ転換 
・地域資源を活用した商品開発 
 など 

・地域小規模事業者の重要性認識 
・地域全体での地域経済活性化の機運 
 の高まりなど 

  地区内の小規模事業者 

情報共有 

地域 

情報のフィードバック 

地域小規模事業者の 
持続的発展の実現 

佐世保市北部観光協議会 

佐世保市北部活性化推進会議 

地域経済活性化の総合的な課題 
の抽出と対策の検討 

県北地区農水商工連絡協議会 
地域の農水商工業の課題の抽出 
と対策の検討 

地域の観光産業振興の課題の抽 
出と対策の検討 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
 

８．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

  

（１）現状と課題 

これまで長崎県商工会連合会や日本政策金融公庫など、他の支援機関との情報交換につい 

ては、定期的、または個別相談案件の際に随時行ってきた。しかし、これらの会議、相談に 

おいては、単なる情報交換、個別案件の情報交換に留まり、その後の経営支援に対し有効デ 

ータとして活用されて来なかった。 

今後は小規模事業者の売上向上、販路拡大の支援、地域経済の活性化に資するものとして、 

計画的かつ目的・内容を明確にし、関係機関との支援ノウハウの共有化が図れるよう、連携 

強化に努める必要がある。 

 

（２）事業内容 

 １）商工会関係機関との情報交換 

長崎県商工会連合会が実施する「経営指導員研修会」等において、小規模事業者の持続的

発展支援の情報、県下商工会の支援ノウハウについて情報の共有化を図っていく。 

また、旧北松浦郡地区の佐々町商工会、松浦市福鷹商工会、平戸市商工会、宇久町商工会、

及び小値賀町商工会で構成する北松地区商工会連絡協議会の活動を定例化する。 

各商工会が実施する物産展等の開催状況や小規模事業者支援の成功事例や各地区の需要

動向分析結果等について情報交換を行い、支援ノウハウの共有化を図り、支援能力の向上を

図る。経済的に近い地区での小規模事業者支援の情報は、より身近で本会の取り組みに導入

しやすい内容であると考える。（年 4回） 

 

２）金融機関との情報交換 

日本政策金融公庫とは年 2 回 「経営改善貸付協議会」を開催し、加えて融資担当者と月

1回面談することで、各地域の経済情勢や金融動向、小規模事業者の返済状況等の情報交換

を行う。 

また地元金融機関である親和銀行とは、小規模事業者支援の状況等について年 2回以上情

報交換の場を設け、情報の共有化を図る。 

両金融機関との連携を通して、取引先である小規模事業者のリアルタイムでの資金繰り情

報などから景況状況の早期把握が可能となる。 

 

３）市内関係機関との情報交換 

佐世保市や市内商工団体、金融機関等で構成された 「佐世保市創業支援ネットワーク会

議」において、年 2回市内の創業支援を中心に、当地区に有効な第 2創業、新事業展開、6

次化産業による事業化などの情報等の共有を図る。同時に、優秀支援事例についてはそのノ

ウハウを習得する。 
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９．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 

（１）現状と課題 

合併当初の本会の職員数 14人は、現在 8名（経営指導員 3名、経営支援員 2名、一般職

員 3名）であり、今後も経営支援員 1名の削減が予定されている。 

これまでは長崎県商工会連合会が実施する職種ごとの研修会において、経営支援に必要な

スキルの習得に取り組んできたが、少ない職員数で本事業を実施するにあたり、経営指導員

以外の職員であっても、小規模事業者の持続的発展にかかる支援に携わる必要が生じてくる

ことから、職員すべてが今まで以上のスキルを習得 しなければならない。 

 

（２）事業内容 

 １）長崎県商工会連合会等が実施する研修への参加 

経営指導員、経営支援員、一般職員の支援能力の一層の向上のため、長崎県商工会連合会

が実施する「課題別研修経営支援力基礎・応用研修会」に対し、個々人の知識、能力を勘案

して計画的にすべての職員を派遣する。また、中小企業基盤整備機構や県が実施する経済関

連セミナーへ職員を積極的に参加させることで、小規模事業者の売上向上や需要拡大支援に

必要なスキルの習得を図る。（年6回） 

 

２）旧北松地区商工会合同研修会の開催 

旧北松浦郡内の商工会（平戸市商工会、松浦市福鷹商工会、小値賀町商工会、宇久町商工

会、佐々町商工会、佐世保市北部商工会）に呼びかけ、経営指導員、経営支援員、一般職員

すべてを対象とした合同研修会を開催する 。この中で経営指導員等の日々の経営発達支援

事業の中で経験した効果的な支援事例や、様々な支援ノウハウについて意見を交わす他、専

門家を講師に招くことで、職員の支援能力の向上と情報の共有化を図る。（年 1回） 

 

３）支援ノウハウ等の向上及び組織内の共有体制 

すべての職員が個々の職種に応じて小規模事業者への支援能力を向上させるため、経営指

導員が研修等で得た知識・ノウハウに加え、地域経済分析や経営分析時の専門家の考えや分

析手法・提案力等などについて、各職員に不足している能力向上を図る為、その機会を逃さ

ずフィードバックする必要がある。 

窓口相談時など 「相談者を不明な点を解消できずに帰す」ことが無いよう、すべての職

員が会員情報やタイムリーな支援情報などを閲覧し、その場で対応できる体制を整える必要

がある。 

そのため、下記のとおり実施する。 

   ①経営指導員、経営支援員、一般職員がチームを組み、巡回指導や窓口相談の機会を OJT

研修に活用 する。一般職員は同行する支援内容を通して経営指導員の持つ支援ノウ

ハウの取得につながり、組織全体としての支援能力の向上 を図る。 

   ②支援中の小規模事業者の状況や支援ノウハウや成功支援事例等の情報については共

有フォルダ内にデータを蓄積していく。そして、すべての職員がリアルタイムで閲

覧・活用可能な状態を構築 することで、商工会の対応レベルを上げる。 

   ③経営指導員研修会等へ出席した経営指導員が順番で講師を務め、経営支援の基礎、応

用から対話術に至るまで、定期的なミーティング（月 2回、年間 24 回）を開催し、
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支援ノウハウ等の伝授、意見交換等を行うことですべての職員の支援能力の向上を図

る。 

   なお、これらの取り組みを実施することで、異動などで職員が変わった場合でもスムーズ

に相談対応を行うことが出来る。 

 

  

１０．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

現在、本会が実施した特定の事業については、理事会等でその効果や影響についての評価

や内容の見直し等を行っているが、個々の事業所に対する経営改善普及事業の支援内容やそ

のあり方についての評価や見直しを行える仕組みはなかった。 

また、その支援事例について他の職員と情報を共有化することもほとんどなく、職員の自

己分析のみで支援内容の優劣の判断を行ってきた。 

今後は事業成果を高めるため、本事業においても PDCA による評価・検証・再実施を行う

システムを構築することが不可欠である。 

 

（２）事業内容 

１）定期的な事業評価の実施 

   ①事業評価の仕組み 

本事業の進捗状況や取組成果の評価・検証については、検証組織を設置し、事業効果

を高めるため、PDCA サイクルの活用 により、必要に応じて事業内容や手法の改善見直

しを図る。 

本事業の総合的な評価・検証、見直しについては、年に１度「経営発達支援事業評価

委員会」で実施する。 

更に期中の目標達成に向けて、進捗状況の把握、原因分析、具体的な推進手法の見直

し等を行うため、四半期に１度「経営発達支援事業実施検討会」を実施する。 

 

   ②検証組織 

・経営発達支援事業評価委員会（年 1回） 

      構成：本会役員、佐世保市商工物産課、親和銀行吉井支店、外部中小企業診断士等 

      役割：事業の実施状況、評価、見直し案の決定 

・経営発達支援事業実施検討会（年 4回） 

      構成：外部中小企業診断士、経営指導員等職員 

      役割：事業の実施状況の分析、推進手法の見直し、事業計画の見直し案の検討 

  

２）検証結果の公表 

検証結果及び計画の見直し結果については、総会時に報告するとともに、地区内の小規模

事業者等が容易に閲覧できるよう本会のホームページへの掲載や会報、市各支所窓口、親和

銀行窓口等を活用し広く公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成３０年６月現在） 

（１）組織体制 

【経営発達支援計画（案）の検討・実行】

総務課　2名 指導課　7名
　○総務課長1名 　○指導課長　1名

（経営指導員・指導課長兼務） （経営指導員・総務課長兼務）

　○経営指導員2名

　○経営支援員1名 　○経営支援員1名

　○一般職員　3名
　

世知原支所 小佐々支所 吉井支所（本所）
○経営指導員1名 ○経営指導員1名 ○経営指導員1名
○一般職員1名 ○一般職員1名 ○一般職員1名

【経営発達支援計画の評価・見直し】

地域経済動向調査・需要動向調
査の分析、データ管理、職員の
資質向上、事業運営管理など

情報の収集、個社のヒアリング、経営分析
事業計画策定、計画実行支援、販路開拓
事業承継支援など

【経営発達計画の承認】

※支所勤務職員はすべて指導課兼務

（指導課長兼務）

（情報管理職員兼務）

事業管理・情報分析管理

役員会：会長1名、副会長2名、理事13名、監事2名 合計18名

事務局：本所（経営指導課、総務課）

支所（吉井、世知原、小佐々）※吉井支所は本所内設置

職 員：経営指導員3名、経営支援員2名、一般職員3名 合計8名

小規模事業者支援

経営発達支援事業評価委員会・事業実施検討会

 
 

（２）連絡先 
【佐世保市北部商工会】http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/sasehoku/  
◆吉井本所 

  〒859-6326 長崎県佐世保市吉井町立石 472-3 電話：0956-64-2139 FAX：0956-64-2489  
◆世知原支所 

 〒859-6408 長崎県佐世保市世知原町栗迎 58-3 電話：0956-76-2130 FAX：0956-76-2718  
◆小佐々支所 

〒857-0413 長崎県佐世保市小佐々町楠泊 690-2 電話：0956-69-2562 FAX：0956-69-3184  
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

平成31年度
(平成31年4月

以降）
平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

4,020 4,968 4,968 4,968 4,968

地域経済動向調査事
業費

250 250 250 250 250

経営状況分析事業費 516 960 960 960 960

事業計画策定支援事
業費

396 648 648 648 648

事業計画実施支援事
業費

396 648 648 648 648

需要動向調査事業費 500 500 500 500 500

需要開拓・販路開拓
支援事業費

1,662 1,662 1,662 1,662 1,662

地域経済活性化事業
費

200 200 200 200 200

経営指導員等資質向
上事業費

100 100 100 100 100

調達方法

国庫補助金、市補助金、商工会費、共済手数料等収入

必要な資金の額

(単位：千円）

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

1,2,3)連携先：佐世保市、日本政策金融公庫、親和銀行、長崎県商工会連合会、中小企業診断 

       士等 

      連携者の役割：調査項目の設定や分析方法、関係機関が有する情報の提供、動向予測の

検討における支援 

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

1,2)連携先：長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、中小企業診断士等 

   連携先の役割：セミナーの開催や個別指導を通して、小規模事業者の経営意識の向上・経

営意欲の増進を図る。また分析結果の精度を高めるための支援も行う。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

1,2)連携先：長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県事業承継ネットワーク、 

長崎県事業引継ぎ支援センター、中小企業診断士等 

連携先の役割：個々の事業者の状況に応じた事業計画策定や事業承継支援に際し支援。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

1,2)連携先：長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県事業承継ネットワーク、 

      長崎県事業引継ぎ支援センター、中小企業診断士等 

連携先の役割：定期的なフォローアップにより、事業計画や事業承継事業計画の円滑な遂行 

       に向け定期的なチェックと必要に応じて見直し修正を支援。 

 

3)連携先：日本政策金融公庫、親和銀行等 

連携先の役割：事業計画実施及び事業承継後の計画的な資金繰りに対する支援。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

1,2)連携先：外部調査会社、長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、中小企業診断士等 

連携先の役割：地元消費者や商談会等の来場客やバイヤーの声の収集と、それを商品のブラ

ッシュアップや新商品開発につなげる取組を実施。 

 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

1)連携先：長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、中小企業診断士等 

連携先の役割：セミナーや個別指導を通して、展示会・商談会等への小規模事業者の出店意 

       欲の増進、外貨獲得に向けて市場に受け入れられる商品作りへの支援。 

 

2)連携先：長崎県、佐世保市、ながさき西海農業協同組合、九十九島漁業協同組合等 

連携先の役割：佐世保市北部農水商工まつりの開催により佐世保市圏への販路開拓を支援。 
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3)連携先：長崎県、佐世保市、長崎県商工会連合会等 

連携先の役割：関係機関主催の展示会・商談会への参加を促し、大都市圏への販路開拓を支 

       援。 

 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

７．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

1)連携先：佐世保市（吉井、世知原、小佐々）支所、吉井町観光協会、世知原町観光協会、 

      小佐々町観光協会、親和銀行、吉井町自治協議会、世知原町自治協議会、 

     小佐々町自治協議会、中小企業診断士等 

連携先の役割：地域コミュニティの課題や地域資源の掘り起こし等地域経済活性化に向け 

       た協議を実施。 

 

2)連携先：ながさき西海農業協同組合、九十九島漁業協同組合等 

連携先の役割：地域資源を活かした６次産業化や農商工連携の推進を支援。 

 

3)連携先：吉井町観光協会、世知原町観光協会、小佐々町観光協会等 

連携先の役割：当地区の総合的な観光振興に向けた資源の掘り起こし調査・活動を支援。 

 

 

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

８．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

1,2,3)連携先：長崎県商工会連合会、北松地区商工会連絡協議会、日本政策金融公庫、親和銀行、

佐世保市創業支援ネットワーク会議 

連携先の役割：小規模事業者に対する支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

９．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 1,2,3)連携先：中小企業基盤整備機構、長崎県商工会連合会、北松地区商工会連絡協議会 

 連携先の役割：研修やセミナーを開催し、小規模事業者支援に必要な知識を習得させる。 

        更に個々人の支援のノウハウの共有を図り、職員すべての支援スキルの向 

        上を図る。 

 
10．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 1）連携先：佐世保市、親和銀行、中小企業診断士等 

  連携先の役割：経営発達支援事業評価委員会等の開催により事業の進捗状況の確認や評価、検 

         証を行い、事業の見直し等により事業成果を高める 
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連携者及びその役割 

※役割については、「連携体制図等」の中に記載 

 

 

 

 

 

 

機 関 名 代表者 住   所 電話番号 

独立行政法人中小企業 

基盤整備機構九州本部 
本部長 山地禎比古 

福岡市博多区祇園町 4-2 

サムティ博多祇園 BLDG 
092-263-1500 

長崎県県北振興局 局長  永松 和人 佐世保市木場田町 3-25 0956-23-4211 

佐世保市 市長  朝長 則男 佐世保市八幡町 1-10 0956-24-1111 

佐世保市創業支援 

ネットワーク 

佐世保市観光商工部 

部長  森永 博昭 
佐世保市松浦町 5-1 0956-24-6051 

㈱日本政策金融公庫 

佐世保支店 
支店長 島口憲一郎 佐世保市天満町 2-21 0956-22-9155 

一般社団法人 長崎県 

中小企業診断士協会 
会長  前田慎一郎 長崎市大黒町 3-1 交通会館 5階 095-832-7011 

㈱親和銀行 吉井支店 支店長 相良健太郎 佐世保市吉井町立石 499 0956-64-3131 

長崎県商工会連合会 会長  宅島 壽雄 
長崎市桜町 4-1  

長崎商工会館ビル 8階 
095-824-5413 

長崎県よろず支援拠点 
長崎県商工会連合会 

会長  宅島 壽雄 

長崎市桜町 4-1  

長崎商工会館ビル 9階 
095-828-1462 

長崎県事業引継ぎ 

支援センター 

長崎商工会議所 

会頭  宮脇 雅俊 

長崎市興善町 4-5  

カクヨウビル 3階 
095-895-7080 

長崎県事業承継ネットワー

ク 

承継コーディネータ

ー   栗原 和彦 

長崎市桜町 4-1  

長崎商工会館ビル 1階 
095-801-0353 

ながさき西海農業協同組合 
代表理事組合長  

    松田 辰郎 
佐世保市吉井町立石 12-1 0956-64-3141 

九十九島漁業協同組合 
代表理事組合長  

    髙平 真二 
佐世保市小佐々町楠泊 1837 0956-69-3161 

北松地区商工会連絡 

協議会 
会長  吉村  洋 佐世保市吉井町立石 472-3 0956-64-2139 

吉井町観光協会 会長  山中 博明 佐世保市吉井町立石 472-3 0956-64-2139 

世知原町観光協会 会長  白石 宗親 佐世保市世知原町栗迎 58-3 0956-76-2130 

小佐々町観光協会 会長  寺原 靖裕 佐世保市小佐々町楠泊 690-2 0956-69-2562 

吉井地区自治協議会 会長  中尾  静 佐世保市吉井町立石 474 0956-64-2100 

世知原地区自治協議会 会長  毛利  卓 佐世保市世知原町栗迎 194-8 0956-80-1079 

小佐々地区自治協議会 会長  中村 勝美 佐世保市小佐々町西川内 143-1 0956-68-3228 
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連携体制図等 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

 

１.地域の経済動向の調査に関すること 

1,2,3)関係機関と分析検討の実施 

佐世保市北部商工会 佐世保市、日本政策金融公庫、
親和銀行、長崎県商工会連合会、
中小企業診断士等

小規模事業者

 
 

２.経営状況の分析に関すること 

1,2)セミナーの開催、経営状況の分析 

佐世保市北部商工会 長崎県商工会連合会、
長崎県よろず支援拠点、
中小企業診断士等

小規模事業者
 

 

 

３.事業計画策定支援に関すること 

1,2)個別指導やセミナーの開催及び事業計画策定 

佐世保市北部商工会 長崎県商工会連合会、
長崎県よろず支援拠点
長崎県事業承継ネットワーク
長崎県事業引継ぎ支援センター
中小企業診断士等

小規模事業者
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

1,2）小規模事業者や事業承継者等への定期的なフォローアップ支援による事業計画遂行状況の確 

  認 

佐世保市北部商工会 長崎県商工会連合会、
長崎県よろず支援拠点
長崎県事業承継ネットワーク
長崎県事業引継ぎ支援センター
中小企業診断士等

小規模事業者

 
 

3）小規模事業者や事業承継者等の計画的な返済と資金繰り支援 

佐世保市北部商工会 日本政策金融公庫、
親和銀行等
　

小規模事業者

 
 

５．需要動向調査に関すること 

1,2)佐世保市圏や大都市圏などターゲット商圏の消費者ニーズを収集・商品のブラッシュアップ等 

  へ活用 

 

佐世保市北部商工会 外部調査会社
長崎県商工会連合会、
長崎県よろず支援拠点
中小企業診断士等

小規模事業者

 
 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

1）展示会等への出店意欲の増進と外貨獲得に向けた商品作り支援（販路開拓セミナー開催等） 

佐世保市北部商工会 長崎県商工会連合会、
長崎県よろず支援拠点、
中小企業診断士等

小規模事業者
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2）佐世保市北部農水商工まつりの開催 

佐世保市北部商工会 長崎県、佐世保市
ながさき西海農業協同組合
九十九島漁業協同組合

小規模事業者

 
 

3）関係機関主催の展示会等への参加を支援 

佐世保市北部商工会 長崎県、佐世保市
長崎県商工会連合会

小規模事業者

 
 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

７．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

1）地域の課題の抽出や対策、地域資源の掘り起こしなどのための協議会の実施 

佐世保市北部商工会 吉井町・世知原町・小佐々町の各佐世保市
支所、各自治協議会、各観光協会
親和銀行、中小企業診断士等
　

小規模事業者

 
 

2）地域資源を活かした 6次産業化や農商工連携の支援 

佐世保市北部商工会 ながさき西海農業協同組合
九十九島漁業協同組合

小規模事業者
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3）外貨獲得可能な観光振興に向けた調査・活動 

佐世保市北部商工会 吉井町観光協会、世知原町
観光協会、小佐々町観光協会

小規模事業者

 
 

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

８．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

1,2,3)他の支援機関との連携による支援ノウハウ等の情報交換・共有化 

佐世保市北部商工会 市創業支援ネットワーク会議、
日本政策金融公庫、親和銀行、
長崎県商工会連合会、
北松地区商工会連絡協議会

小規模事業者
 

 

 

９．経営指導員等の資質向上等に関すること 

1,2,3)経営指導員等職員の資質の向上 

佐世保市北部商工会 中小企業基盤整備機構、
長崎県商工会連合会、
北松地区商工会連絡協議会

小規模事業者

 
 

10．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

1)事業のＰＤＣＡによる評価・検証・見直し・再実施の実行 

佐世保市北部商工会 佐世保市、親和銀行
中小企業診断士等

小規模事業者
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