
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

松浦市福鷹商工会（法人番号 1310005006448） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

■ 小規模事業者の経営力強化 
小規模事業者の経営改善課題に対し、商品力や販売力、管理力や経営力アップを図る対

策を講ずることによって、小規模事業者の経営改善・経営革新を実現させていく。 

■ 地域産品の開発とブランド化の推進及び交流人口の拡大 
地域資源を活用して、小規模事業者の商品開発やサービス、販路開拓の経営支援に取組 

み、小規模事業者の売上向上を図る。併せて、管内の小規模事業者の連携を促進し、集客

イベントの開催、販路開拓、商品開発等の取組みを支援し、交流人口の拡大に繋げていく。 

■ 地域経済の新陳代謝を推進 
創業支援や後継者のいない小規模事業者とのマッチングを行い、地域経済内の新陳代謝

を図るとともに、農商工連携による六次産業化への取り組みを推進し、新たな事業拓大を

支援し、地域の所得向上と雇用創出に繋げていく。 

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 

（1）各種経済動向調査の収集、分析及び情報提供 

（2）経営者意識調査の実施 

２．経営状況の分析に関すること 

（1）経営状況分析の実施 

・経営実態の把握に向けた財務分析等の実施 

・経営分析シートを活用した経営状況分析の実施 

３．事業計画策定支援に関すること 

（1）経営分析結果を踏まえた事業計画策定支援 

（2）創業塾開催による創業・第二創業事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（1）フォローアップ計画書による定期的な支援 

（2）小規模事業者経営発達支援融資制度や各支援機関等の支援策を活用した 

事業計画の推進 

（3）創業計画策定支援後のフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること 

（1）観光客向け「宿泊アンケート調査」「飲食アンケート調査」の実施 

（2）特産品販売状況調査の分析及び情報提供 

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・商談会への出展による需要の開拓 

(2) ネット販売による需要の開拓 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
   行政や地域の各団体等と連携して交流人口の増加に資するイベントや町内外の消費者

の購買意欲喚起を目的としたイベント等を開催していき、地域事業者の売上向上など地

域経済の活性化を目指していく。 

(1) 地域活性化事業  

(2) 域外市場展開型ブランド化事業 

連絡先 

松浦市福鷹商工会 （本所） 
・住所：〒848-0403 長崎県松浦市福島町塩浜免 679番地  

・℡ ：0955 (47)2152 ／ FAX：0955(47)3273 

・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：fukutaka@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.松浦市福鷹商工会（以下「商工会」）地区の概要 
 

（１）松浦市の立地および行政の概要 

松浦市は長崎県北東部に位置し、総面積 130.38キロ㎡、東は佐賀

県伊万里市および唐津市、西は長崎県平戸市、南は長崎県佐世保市

と隣接している。平成 18年１月１日に旧松浦市と旧福島町、旧鷹島

町が合併して現在の松浦市が誕生し、旧松浦市地区を「松浦商工会

議所」、旧福島町・旧鷹島町地区を「松浦市福鷹商工会」が管轄し

ている。平成 29 年４月末日の地域別人口は旧松浦市 18,583 人

（80％）・旧福島町 2,619人（11％）・旧鷹島町 2,118人（9％）で

構成されており、商工会地区人口は全体の約 20％を占めている。 

 

 

①【旧松浦市】 

かつて石炭産業で栄え昭和 35年は人口 6万人を数えたが、昭和 30年頃から炭鉱閉山が相次ぎ、

石炭産業の衰退と共に人口が減少した。現在は 2万人（旧松浦市地区）以下となっており、「新た

な価値を創り出す工業・エネルギー産業の振興」を基本方針に掲げて邁進している。また、当地は

蒙古襲来時に活躍した松浦党発祥の地として有名である。 

 

②【福島町】 

福島町は伊万里湾の中央部に位置しており、東西約 7km、南北約 8km の長さを有する。長崎県に

属してはいるものの、島の東側の対岸は佐賀県伊万里市であり、伊万里市との間には 1967年 10月

に完成した長さ 225m の福島大橋が架けられており、陸路を通る際には佐賀県から島へ入る形とな

る。このほか、対岸の佐賀県との間の海上には「いろは島」と呼ばれる 48 ヶ所の島（無人島）が

浮かんでおり、これらも福島町の行政区域に含まれる。 

かつては町内に炭鉱があったが 1972年に閉山し、炭鉱跡地には九州消費量の 1/3を供給する国 

家液化石油ガス備蓄基地が建設され、現在は産業用太陽光発電所等が設置されるなど、エネルギー

関連産業が継続されている。  

地域資源は自生椿から採取された椿油関連商品や福島コシヒカリ（日本銘柄米）等の農産物、チ

リメン・イリコ・クルマエビ等の海産物加工が主産業となっている。 

 

③【鷹島町】 

鷹島町は蒙古襲来時の古戦場であり、周辺の海域は、弘安の役（１２８１年）の際に、元軍の船

団が暴風雨により沈没した地点として伝えられ、平成 24年 3月 27日、文部科学省は元の軍船や遺

物が発見された「沖合い海域」を、日本で初めての海底遺跡「鷹島神崎遺跡」として国史跡に指定

した。 

2009年（H21年）に佐賀県唐津市肥前町との間に鷹島肥前大橋が開通し、路線バスが運行開始さ

れたことから交通利便性が向上し、佐賀県・福岡県等からの観光客が増加している。 

当町の主な産業は、石工業と農業と漁業であり、台地上は比較的平坦で農耕地に利用されている

他、溶岩台地を構成する玄武岩から切り出される石材は「阿翁石」と称され、主に北部九州におい

て墓石として用いられている。また、当地の農業は、葉たばこの生産や自生のマテの実を使用した

特産品の加工が行われている。一方、水産業では「鯵」や「鯖」「海藻類」などで日本有数の漁獲

量を誇っている。また、トラフグの養殖生産地としても有名であり、最近では大手商社の出資によ

るマグロ養殖も積極的に実施されている。 
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（２）商工会地区へのアクセス 
 

① 福島町へのアクセス 

陸路は伊万里駅前と福島を結ぶ路線バスが運行（伊万里湾東岸部を通り、福島大橋を渡る）され 

ている他、島内を循環するバスも運行されている。 

船便は、伊万里市の西北端、伊万里湾西岸部の松浦市に近い位置にある浦ノ崎港と福島を結ぶ定 

期船が運航されており、浦ノ崎港の位置は松浦鉄道福島口駅に近くなっている。 

この定期船はフェリーではなく、自動車で福島から長崎県内本土地域に行く場合は、伊万里湾東 

岸の福島大橋を渡り、伊万里湾沿いを大回りしなければならない。 

 

◇ 伊万里駅前から路線バス約40分 

◇ 福岡市内からマイカーで約100分、長崎市内からマイカーで約100分 

 

② 鷹島町へのアクセス 

陸路は、佐賀県唐津市肥前町との間の日比水道に鷹島肥前大橋が建設され、2009年（平成21年） 

4月18日に開通し、これによりバスまたは自家用車などを用い、陸路で島へ直接アクセスできるよ 

うになり、唐津市肥前町と鷹島を結ぶ路線バスが運行開始された。 

船便は、松浦市今福港（最寄り駅は松浦鉄道鷹島口駅）から殿浦港（飛島経由）まで、および松 

浦市御厨港（最寄り駅は松浦鉄道御厨駅）から船唐津・阿翁（青島・黒島経由）までの間に、鷹島 

汽船のフェリーが就航している。唐津市肥前町の星賀港と、鷹島の日比港の間を結ぶ松尾フェリー 

が運行する便もあったが、鷹島肥前大橋開通により廃止された。 

 

◇ 唐津駅前から路線バス約60分 

◇ 福岡市内からマイカーで約100分、長崎市内からマイカーで約160分 

 

 ③ 福島町と鷹島町間へのアクセス 

  現在、陸路及び航路において両町間を結ぶ公共交通機関は運行しておらず、往来には、自家用 

車、もしくは、レンターカーの利用が必要となる。 

 ◇福島町⇔鷹島地区 （マイカーで約40分） 

 

④ 航路別年間旅客数（出典：鷹島汽船（有）提供資料より）       【鷹島航路図】 

  平成17年の年間旅客数は30万人超であったが、平成21年に鷹 

 島肥前大橋が開通した後は、大幅な減少傾向となり平成23年以 

降は約10万人で推移している。 

 航路別に見ると、殿の浦～今福航路の減少幅が大きく、平成 

17年228千人であったものが平成28年には29千人へと▲199千人 

（▲87％）減少している。 

  阿翁～御厨航路は、鷹島肥前大橋開通した後は、少しずつ減 

少しており、平成17年75千人から平成28年55千人へ▲20千人 

（▲27％）の減少している。 

 

 ⑤ 航路別自動車輸送数（出典：鷹島汽船（有）提供資料より） 
  殿の浦～今福航路は平成17年61,955台であったものが、鷹島肥前大橋開通後は激減し、平成26年 

2,940台（▲59,015台・▲95％）となり、平成28年4月からは人員輸送の旅客船となったため、自動 

車の輸送手段は無くなっている。 一方、阿翁～御厨航路は平成17年6,146台から平成28年6,519台 

へ373台（6％）増加している。 
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（３）福島町・鷹島町の人口推移 
 

① 総人口の推移（出典:松浦市データより） 

 

  昭和60年頃までは福島町と鷹島町の人口は同数で推移してきたが、平成2年以降は鷹島町の人口

減少幅が大きくなっており、平成29年4月末時点では福島町が501人上回っている。 

この原因としては、鷹島町は主要産業が農業・漁業等であり、経営体は自営業者が多く後継者難 

に陥っていることがあげられる。一方、福島町は液化石油ガス備蓄基地等の雇用の場があり、人口 

流出に一定の歯止め効果を発揮していることがあげられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 高齢化率の推移（出典:国勢調査） 

      

 

 

 

 

 

  

   

 

 

国勢調査による直近10年間（H17年度⇒H27年度）の松浦市管内の高齢化率推移をみると、福島町

6.3％増加、鷹島町5.1％増加、旧松浦市5.2％増加となっており、松浦市全域で高齢化が進展して

いる。また、旧松浦市と商工会地区の比較では、福島町が5.9％、鷹島町が9.4％高い状況にあり、

今後も当商工会地区の過疎化・高齢化は益々進展するものと推察できる。 

 

③ 将来推計人口（出典：松浦市、国立社会保障・人口問題研究所） 

 

2017年4月末時点における松浦市全体の総人口は23,320人、高齢化率も30％を超えており、今後 

は人口減少と高齢化率が進展し、2025年は人口20,257人・高齢化率39.1％、2035年は人口17,291人・ 

高齢化率40.2％が推計されている。 

商工会地区における少子高齢化・過疎化は、今後も加速度的に進展することが推察され、独居老 

人世帯や移動手段に苦慮する高齢世帯等、買物弱者の増加が予測される。 

また、高齢化率が50％超となる限界集落の発生により、持続可能な地域社会づくりが困難となる 

地区への対策が急務となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 平成１７年度 

地区 人口総数 65 歳以上 高齢化率 

福島町 3,202人 1,007人 31.4% 

鷹島町 2,570人 928人 36.1% 

旧松浦市 21,221人 5,639人 26.6% 

 

 
平成２７年度 

地区 人口総数 65 歳以上 高齢化率 

福島町 2,635人 994人 37.7% 

鷹島町 2,037人 840人 41.2% 

旧松浦市 18,637人 5,928人 31.8% 

 

地区 
昭和 51年 昭和 60年 平成７年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

平成 29年 

 4月末現在 

福島町 3,974人 3,925人 3,706人 3,349人 3,121人 2,772人 2,619人 

鷹島町 4,141人 3,824人 3,191人 2,758人 2,425人 2,238人 2,118人 
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（４）商工業者の現状分析 
 

① 商工会地区の小規模事業者の推移 

 

平成 29年 4月 1日現在の商

工会全域の小規模事業者数

は、206 事業者であり、内

訳は、福島地区 82事業者、

鷹島地区 124 事業者となっ

ている。平成 18年対比での

小規模事業者数は、福島地

区で 24％減少、鷹島地区で

29％減少しており、今後も

事業主の高齢化による廃業

等により、減少が進むこと

が予想される。 

 

 

② 商工会地区全域の商工業者業種構成 

 

平成 29 年 4 月 1 日現在の

商工会全域に所在する商

工業者数合計は217所であ

り、その他の業種を除き、

最も多いのが小売業 86 所

（37％）、次いで建設業 37

所（17％）、サービス業 26

所（11％）、飲食・宿泊業

23 所（11％）、製造業 15

所（7％）、卸売業 5所（2％）

で構成されており、事業者

数は下記の推移表のとお

り年々減少している。 

 

 ◆年度別 商工業者推移表 

 ※各年度 4月 1日現時点の商工業者数 
 

業種 

年度 
建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他 合計数 

平成 18年度 46 21 5 112 36 34 35 289 

平成 21年度 45 19 5 112 28 33 11 253 

平成 24年度 39 17 5 101 21 32 11 226 

平成 27年度 39 19 5 86 22 28 22 221 

平成 29年度 37 15 5 86 23 26 25 217 
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② -1 福島地区 
地区内商工業者数 91所の内、最

も多い業種は建設業 22所（24％）、

次いで小売業 19所（21％）製造業

12 所（13％）、飲食・宿泊業 11

所（12％）、サービス業 11所（12％）

等で構成されているが、H29 年－

H18年をみると、小売業、飲食宿泊

業等の減少幅が大きく、全業種的

に衰退傾向にある。この背景とし

て、小売業は伊万里市への購買流

出増加があり、建設業は公共工事

縮減、飲食宿泊業は交流人口の低

迷等があげられる。製造業は海産

物加工業が主要産業である。 

 

②-２ 鷹島地区   

地区内商工業者数 126所の内、
最も多い業種は小売業 67所（53％）

が突出しており、他の業種は低い

水準にある中で、建設業 15 所

（12％）、サービス業 15所（12％）、

飲食・宿泊業 12所（10％）等で構

成されているが、H29年－H18年で

は小売業の減少が大きく、卸売業

を除いた全業種が減少しており衰

退傾向にある。この背景として、

経営者の高齢による廃業の増加に

加えて、小売業は架橋による購買

流出増加による事業継続難、建設

業は公共工事縮減、飲食宿泊業は 

交流人口の低迷等があげられる。 

 

③ 商工会地区の地元購買率 （出典：Ｈ28年度長崎県消費者購買実態調査） 

 

平成28年度の地元購買率は、 

福島地区22.0％、鷹島地区10.8% 

と極めて低い状況。両地区とも 

小売業において、価格面や商品構

成が乏しく、魅力ある商品の提供

がないなどの要因により流出が

続いている。特に、鷹島地区にお

いては、架橋によって交通の利便

性が向上し、消費流出が加速化し

ている。 

 

 

 

21
7 3

79

18 19
28

15
3 4

67

12 15 10

鷹島地区商工業者の業種構成（所）

平成１８年 平成２９年（4/1現在）

25

14

2

33

18 15

7

22

12

1

19

11 11
15

福島地区商工業者の業種構成（所）

平成１８年 平成２９年（4/1現在）

38.1 39.6

30.3

22.0 22.0 24.3

31.4

19.9
13.6

10.8

0

10

20

30

40

50

平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成28年

地元購買率の推移

福島地区 鷹島地区



   ６ 

 

③ -1 福島地区の買物先 （平成２８年度 長崎県消費者購買実態調査数値） 

 

福島地区の全商品平均の地元購買率はH18年（39.6％）をピークとして減少し、H24年からは22.0％

まで低下している。全ての商品においてマイカーで30分圏内の伊万里市で買い物するケースが高く

なっている。全商品平均の地元消費は約２割と低調で、近年は、佐世保市、福岡県、佐賀市等で消

費する割合も増加傾向にあるとともに、衣料品等では通信販売での購入が高くなっている。 

 

③－２ 鷹島地区の買物先 （平成２８年度 長崎県消費者購買実態調査数値） 

 

鷹島地区の地元購買率は平成21年に鷹島肥前大橋が開通した後、急激な低下が進んでおり全商品 

 平均で平成28年度は10.8％となっており、地元以外での購買が9割近くに達している。 

  特に、全ての商品、サービスにおいて、唐津市で買い物するケースが極めて高く、全商品平均で

66.8％となっている。また、通信販売での買い物も増加傾向であり地元商業の衰退が危惧される。 

 

（５）商工会の課題 

 
 当商工会は、平成１９年４月１日に２町の商工会が合併して設立し、商工業者の振興を図ってきた

が、現在、経営指導員１名、経営支援員３名の職員数４名の少人数体制で本所・支所を運営しており、

日常は基礎的な経営改善普及事業や地域振興事業等に追われ受動的な取り組みが多く、小規模事業者

に対し能動的な働きかけができていない。また、本所、支所間も車で４０分を要し、合併後１０年が

経過しても商工業者の交流等、地域の一体化が進んでいない。 

また、地区内の商業者は人口減少に加えて、交通アクセスの変化等による地元消費の流出・縮小か

ら、年々、売上減少が続いており、今後は経営難、後継者難による廃業者の増加が予想される。この

ことにより、地区内の商業機能低下、地域活力の低下が喫緊の課題である。 

 

 

 

   買物先 福島町 鷹島町 旧松浦市 伊万里市 唐津市 
佐世保市 

福岡県等 
通販 

全商品平均 22.0% 0.5% 1.1% 27.2% 8.9% 37.6% 2.7% 

飲食料品平均 29.3% 0.9% 1.9% 21.1% 6.8% 6.6% 0.2% 
日用品・家電・ 

文化品平均 
12.3％ 0.4% 0.6% 37.2% 10.5% 35.2% 3.8% 

衣料品・身の回り

品・家庭調度品平均 
16.2% 0.4% 0.4% 27.8% 10.8% 38.5% 5.9% 

飲食 17.0% 0.4% 0.9% 32.1% 11.0% 38.6% 0.0% 

サービス 44.4% 0.0% 3.0% 13.7% 2.5% 4.4% 0.0% 

      買物先 鷹島町 福島町 旧松浦市 伊万里市 唐津市 福岡県等 通販 

全商品平均 10.8% 0.0% 0.6% 6.7% 66.8% 10.1% 5.0% 

飲食料品平均 24.6% 0.0% 1.2% 5.6% 58.8% 8.4% 1.4% 
日用品・家電・ 

文化品平均 
4.8％ 0.0% 0.4% 6.6% 75.0% 8.3% 5.0% 

衣料品・身の回り品・

家庭調度品平均 
2.0% 0.0% 0.2% 6.9% 68.8% 12.3% 9.8% 

飲食 15.6% 0.0% 0.2% 8.3% 64.8% 11.1% 0.0% 

サービス 29.5% 0.0% 2.5% 5.7% 53.1% 9.2% 0.0% 
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（６）商工会地区ＳＷＯＴ分析 
 

【内部環境の強み】 

①伊万里湾に囲まれ、海産資源が豊富 

②福島町「椿」「福島コシヒカリ」 

鷹島町「阿翁石」「マテ」の産地 

③住民間の連携網整備による安全な生活空間づ

くり 

④国史跡に指定された海底遺跡「鷹島神崎遺跡」

を初めとする歴史遺産の存在 

⑤液化石油ガス備蓄基地（福島町）、大手商社出

資畜養マグロ基地（鷹島町）の存在 

⑥大橋開通後の交流人口受入態勢進展 

⑦福島町、鷹島町が夫々に有する食文化・生活習

慣等の地域資源 

【外部環境の機会】 

①松浦市の東玄関口としての位置付け 

②福島大橋、鷹島肥前大橋架橋に伴う交通利便

性向上、輸送時間の短縮 

③福岡県・佐賀県に近い立地特性、架橋に伴う

交流人口増加 

④福岡県・佐賀県の経済情報を、長崎県内の半

島離島よりも、いち早く入手し対応策や受け

入れ態勢構築が可能 

⑤架橋に伴う福岡商圏接近効果により、当地産

品を福岡商圏に拡販可能 

⑥交流人口誘致促進により、受け入れ態勢充実

による観光消費額拡大が可能 

【内部環境の弱み】 

①少子高齢化・人口減少・過疎化進展による買物

弱者の増加、限界集落の発生 

②商工会員の後継者不足、若者の域外流出に伴う

転廃業者の増加 

③経営者と従業員の高齢化と事業所数減少によ

るイベント運営スタッフ不足 

④消費者の購買流出による地元商店離れによる

不足業種発生等の商業機能低下 

⑤行政の広域合併に伴う地域内住民の自主自立

精神希薄化 

⑥「福島町・鷹島町合同」集客イベント等開催の

遅れ 

【外部環境の脅威】 

①福島大橋、鷹島肥前大橋架橋に伴う、利便性

向上により購買流出に拍車 

②交通利便性向上に伴い伊万里市・唐津市・松

浦市への就労流出に伴う、地元企業の人材確

保難 

③通信販売の進展に伴う地元店舗売上減少 

④域外業者の市場参入、中央資本のＦＣ展開等

による域内競争激化 

⑤都市部（福岡市等）および近隣観光地イベン

トへの流出と集客競合 

 

 

 

(７) 商工会の役割 
 

① 国・長崎県・松浦市等の行政と小規模事業者のパイプ役 

  国・長崎県・松浦市等が実施する小規模事業者のための各種支援施策を、福島地区と鷹島地区の

小規模事業者に理解・普及させるとともに、地域のニーズや課題などを行政につなげ、行政が立案・

実施する施策等に反映させるため、小規模事業者の声を届ける。 

 

② 小規模事業者の経営サポート役 

  地域経済を支える小規模事業者は地域の少子高齢化・人口減少、買物のレジャー化等を背景とす

る売上減少、経営者の高齢化、後継者難、事業承継等の問題に直面しており、経営を持続的に行う

ための支援や施策が必要である。このため商工会は事業計画の策定・実施・フォローアップ等の伴

走型経営サポートを行う。 

 

③ 地域支援機関へのリーダーシップ発揮 

 「小規模企業振興基本法」「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部

を改正する法律」が制定・改正される中、商工会は数多く在る地域の認定支援機関や中小企業支援

機関の中核となるべく努力を重ね、経営改善・ものづくり・販売促進・創業・第二創業等の専門分
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野において、小規模事業者を面的に支援する体制を構築するため、地域の支援機関におけるリーダ

ーシップを発揮する。 

 

(８) 商工会のこれまでの主な事業 

 

年度 事業名 内容 

H19 長崎県「ＣＯＯＬながさき事業」 鷹島大橋開通に向けた、特産品・観光開発等の研究 

H20 長崎県地域商工業新展開支援事業 鷹島地区道の駅建設に向けた特産品開発と運営体制

の研究 

H21 全国展開支援事業  ①地域素材を活用した商品開発 ②食を中心とした

観光開発 ③全国ふるさとフェア 2009 出展 

H22 長崎県地域商工業新展開支援事業 ①特産品開発（トラフグカマボコ・車エビカマボコ） 

②地域の食事開発 

H23 県連地域振興活性化事業 海産物を活用した特産品開発研究 
（海藻ドレッシング、ガンガゼサプリメント開発研究） 

H24 全国展開支援事業 ①地域素材を活用した海藻ドレッシング、魚の燻製製

品等の開発 ②東京ビッグサイト展示会へ出展 

H26 県連提案公募型事業 「長崎国体」開催に向けた販路開拓等の研究 

H27 松浦市共通商品券の発行事業 市と連携して消費喚起、商工業振興を目的としてプレ

ミア商品券を発行 

H28 県連提案公募型事業 交流人口の増加、外貨獲得のための観光振興について

研究 

  これまで、補助事業を活用して小規模事業者の商品開発、食の開発等の支援に取り組み一定の成

果はあったが、商品価格面や消費者ニーズ等に合わずに、事業内で商品開発支援した商品が継続で

きていないなど問題点も多い。今後は、開発商品のブラッシュアップと販路開拓に向けたフォロー

アップが重要である。 

 

（９）松浦市の商工業振興ビジョン『重点的に取組むべき事業』（2014年～2018年） 

                             （資料：松浦市策定計画より抜粋） 

①雇用を担う中小企業の振興 ～松浦を元気にする「ものづくり産業」の強化～ 

 ＜数値目標＞ 商工業 1事業所あたりの年間販売額の増加率 10％ 

  110百万円（平成 25年度）＝121百万円（平成 30年度） 

 

②雇用を創り出す新規分野の開拓 ～松浦の恵みを活かした起業と新商品開発～ 

 ＜数値目標＞ 新創業・第二創業支援 10件／新商品開発ブランド化 50 品（平成 30年度） 

 

③新たな雇用を生み出す企業の誘致 ～松浦の強みを活かした企業誘致～ 

＜数値目標＞ 誘致企業 5社 雇用人数 300人（平成 30年度） 

 

④暮らしを豊かにする商業の振興 ～高齢化社会に向けた新たな商業の振興～ 

 ＜数値目標＞ 商業 1事業者あたり年間販売額の増加率 10％ 

  90百万円（平成 25年度）＝99百万円（平成 30年度） 

 

⑤地域における「人・もの・情報」の連携 ～地域を元気にする組織の活性化と人を育てる～ 

 ＜数値目標＞ ネットワーク構築数 3件 
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≪広域行政合併「松浦市」誕生後の「商工会地区」の位置付け≫ 

 

Ａ．東の玄関口 

松浦市の中心部を管轄する商工会議所地区が、佐世保市や平戸市等の長崎県と隣接しているの

に対して、商工会地区は唐津市や伊万里市等の佐賀県と隣接しており、福岡県や佐賀県と松浦市

をつなぐ「東の玄関口」としての役割が期待されている。 

 

Ｂ．商工会地区の魅力的な観光資源 

   福島町の「土谷棚田火祭り」、鷹島町の「元寇」「鷹島神崎遺跡」等は全国的に知名度が高く、

観光客誘致の拠点となっており、これらの観光拠点に訪れた観光客を旧松浦市（会議所地区）に

回遊させることにより地域経済の活性化を推進し、広域行政合併のメリットを発揮することが望

まれる。 

 

Ｃ．商工会地区と会議所地区間の小規模事業者の交流促進 

   過去においては、行政区ごとに経済活動を展開してきたが、新「松浦市」誕生後は交流促進を

図り、商工会地区と会議所地区の小規模事業者が連携して、集客イベント開催、販路開拓、商品

開発等を推進することで、広域行政合併のメリットを発揮することが望まれる。 

 

 

２.中長期的な小規模事業者の振興のあり方 

 

 当商工会地区の少子高齢化・過疎化は、今後も加速度的に進展することが推察され、消費活動の低

下や労働者確保難が予想される。加えて、小規模事業者が持続的に発展していくためには、消費者ニ

ーズに応えうる魅力ある店舗づくりや、より付加価値の高い商品開発・サービスの提供をはじめ、地

域の魅力を向上させながら、地域外の資金の獲得が不可欠である。 

上述を踏まえ、当商工会は、中長期的な小規模事業者の振興のあり方を以下のとおり設定する。 

 

（１） 地域資源の活用による新たな付加価値創出 

・地域資源を活かした新商品・役務の開発及び販路拡大を支援し、小規模事業者の所得向上

を目指していく。 

 

（２） 地域ブランドの確立及び交流人口の拡大 

・地域の特性を活かして他の同種の商品・サービスとの差別化を図ることにより、消費者の

認知を高めるとともに、地域自体のイメージを向上させ、地域外の資金を呼び込み地域経済

の活性化を図っていく。 

 

（３） 新規起業や商業者の業種・業態変換を含めた第二創業の推進 

   ・新規創業者の掘り起こしと育成に努めるとともに、既存の小規模事業者の活力の回復・向

上を促すため、業種転換や新事業・新分野に進出する第二創業を推進していく。 

 

  以上の３項目を通じて地域振興発展に寄与させていく。 

 

 

３.本計画における目標 

 

 地域の現状と課題を踏まえ、小規模事業者の持続的発展と新たな事業展開に向けて、伴走型の

支援を行いながら、地域活性化に繋げていくことを目標とする。 
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（１）小規模事業者の経営力強化 

 ① 小規模事業者の経営改善課題に対し、商品力や販売力、管理力や経営力アップを図る対策

を講ずることによって、小規模事業者の経営改善・経営革新を実現させていく。また、小規

模事業者の事業ステージに応じた伴走型支援を展開する。 

 
（２）地域産品の開発とブランド化の推進及び交流人口の拡大 

 ① 豊富な農林水産資源や伝統的技術などの地域資源を活用して、小規模事業者の商品開発や

サービス、販路開拓の経営支援に取り組み、小規模事業者の売上向上に繋げる。 

② 広域行政のメリットを生かし、商工会地区と会議所地区の小規模事業者の連携を促進し、

集客イベントの開催、販路開拓、商品開発等の取り組みを支援し交流人口の拡大に繋げる。 

 
（３）地域経済の新陳代謝を推進 

 ① 地区内経営者の高齢化に伴い廃業者が多くなっている状況に対して、松浦市・商工会議所

と連携して創業セミナーを実施し、創業希望者を掘り起こし・創業者の開業支援や後継者の

いない小規模事業者とのマッチングを行い、地域経済内の新陳代謝を図る。 

 ② 農商工連携による六次産業化への取り組みを推進し、新たな事業拡大を支援することによ

り、地域の所得向上と雇用創出に繋げる。 

 

 

４.目標達成に向けた方針 

 

(１)  地域の総合的経済団体として小規模事業者の経営発達に資する内容を重点的に取り組んで

いく。具体的には、小規模事業者の自らの強みを活かした利益や売上の確保を追求し、経営が

安定するまで伴走型で丁寧な支援を実施する。 

 

(２) 小規模事業者、地域振興の様々な課題解決に向けて、専門家をはじめ他の支援機関と連携を

図り、持続的発展をサポートしていく。 

 

(３) 上記の小規模事業者の支援を確実に実行するにあたり、職員の資質向上を図りながら、より

きめ細かい伴走型支援を実施し小規模事業者の売上向上を目指す。 

 

【支援項目】 

小規模事業者を創業者支援、成長事業者、成熟事業者の３段階に分類し、地域経済の新陳代謝を

図り、経営レベルに沿った伴走型支援に取り組む。 

 

① 地域経済の新陳代謝支援 

 

A.≪創業者支援≫ 

  H29 年-H18 年で商工業者が福島地区▲23 者（▲20％）、鷹島地区▲49 者（▲28％）減少してお

り、開業者を転廃業者が大きく上回っていることから、農業漁業等の団体と連携を図り、6 次産業

化を含めた幅広い分野における創業支援により、地域活性化を推進するべく以下の取り組みを推進

する。 

・創業補助金、創業融資制度など創業時に必要な資金の案内。 

・創業計画書策定支援。創業後の伴走型によるフォローアップ 

・業界情報の提供。 
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B.≪成長事業者支援≫ 

  鷹島町の石工業や養殖業、福島町の農海産物加工業等、現在の商工会地区を牽引している小規模

事業者の更なる経営力向上を支援するべく、以下の取り組みを推進する。 

 

・財務基盤強化策として資金繰り計画作成、設備投資資金調達計画作成等の支援。 

・長期的展望における事業計画策定支援。 

・設備投資や販路開拓に関する補助金の活用支援。 

 

 

C.≪成熟事業者支援≫ 

  経営者の高齢化や市場ニーズの変遷等により、経営力が低下している小規模事業者に対して、優

れた経営資源を活かす方法で第二創業や新分野進出等を探索する。70歳以上の経営者で後継者難に

陥っている者が 50％超存在する等、止む無く廃業を決断する小規模事業者に対しては、廃業による

地域経済への影響を最小限にとどめるため、事業承継者とのマッチングや営業権譲渡等のコーディ

ネート等、以下の取り組みを推進する。 

 

・経営革新計画作成支援を元に経営革新サービスや経営革新技術開発の支援。 

・事業承継、第二創業支援。 

・円滑な転廃業支援。 

 

 

② 地域資源の強みを発揮して交流人口拡大による地域経済活性化支援 

 

 西九州自動車道の延長に伴い、福岡・佐賀商圏との交通利便性が向上したことを好機と捉え、伊万

里湾に囲まれ海産資源と歴史遺産に恵まれた地域の強みを活かして、地元産品を域外市場へ拡販、域

外市場の観光客誘致および受入態勢強化を通じて、外貨獲得産業の活性化支援の推進し、地元小規模

事業者の経営発達を支援する。 

 

・地域資源（農海産物・歴史遺産・食文化等）活用型商品開発、ブランド化、域外市場へ流通

経路構築、販売促進。 

・旧松浦市、福島町、鷹島町の連携による賑わい創出、観光客誘致。 

・地域ぐるみの「受入れ態勢」、「おもてなし体制」充実による観光消費額増大。 

 

 

③ 地域住民を対象とする「生活直結型産業」の活性化支援 

 

 高齢者が多い限界集落の発生や買物弱者対策等への対策が求められる中、持続可能な地域社会づく

りに向けて、住民、地方公共団体等と一体となった地域コミュニティを支える事業を推進する。 

 

・少子高齢化、過疎化が進展する中で「持続可能な社会づくり」に寄与する商工業者の新サービ

ス、新製品開発支援。 

・農商工連携による新商品開発および地域内循環型流通構造の推進。 

・高齢者および女性の社会参加促進による地域商業活性化支援。 
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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３０年４月１日～平成３５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】  

（事業内容） 

（1）各種経済動向調査結果の収集、分析及び情報提供  ≪拡充・新規≫ 

 

【現状と課題】 

これまでの地域経済動向については、四半期毎に実施される中小企業庁の「小規模企業景況調

査」・全国連の「中小企業景気動向調査」により把握していたが、対象事業者への報告及び内部

の基礎資料としての活用に留まり有効活用されていなかった。 

 

【改善点】 

地域内の経済動向を調査、分析することで地域内外の経済動向に関する情報の収集、調査、分

析を実施し、的確な支援施策の展開に活用する。 

 

【内容・手段】 

  巡回訪問による定期的ヒアリングを実施し、各業種の経済動向の調査、情報収集、分析を実施

する。調査対象は７業種分類により選出し、対象項目を「売上高、売上単価、仕入高、仕入単価、

客数、採算、資金繰り、業況」等とする。 

  また、日本政策金融公庫が発行している「全国小企業月次動向調査」や長崎県商工会連合会が

発行している「小規模企業景気動向調査」、その他行政機関が発表する統計情報等を取りまとめ、

管内小規模事業者向けに分かりやすく加工し情報提供を行う。 

 

【期待できる効果】 

小規模事業者に市場環境適合の重要性を認識させ、柔軟な経営への転換が期待できると共に、

業界内における自社のポジショニングと経営状況が比較でき、今後の事業計画策定の基礎資料と

して活用できる。 

 

【目標】 

  調査は毎年４回実施し、ホームページ等で情報を提供する。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

定期聞取事業所数 ０ ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

調査及び情報提供 ０ ２回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 ※平成３０年度は調査に関する準備等により、２回の調査を実施する。 

 

（2）経営者意識調査の実施  ≪新規≫ 

 

【現状と課題】 

経営者の高齢化と後継者不足が深刻化しており、これまで経営者を対象とした調査は実施して

こなかったため、将来的に小規模事業者の環境がどのように変化していくのか見通しが付かない

現状にある。 
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【改善点】 

経営者を対象とした調査を実施することにより、将来的に小規模事業者の環境がどのように変

化していくのか地域経済動向情報の共有化を図る。 

 

【内容・手段】 

  会員だけでなく地域小規模事業者を対象とした経営者の意識調査を実施する。 

  調査内容は、①後継者の有無、②経営継続の予定期間、③マッチング希望の有無、④経営革新

計画の予定等、経営者の事業継続意識を中心とした調査を実施する。 

  調査内容については、外部専門家の意見を参考にして作成する。 

 

【期待できる効果】 

この調査を実施することにより、将来的な小規模事業者の環境がどのように進行していくのか

をいち早く情報を入手し、将来的に増減する業種をはっきりと把握し、創業計画等の基礎資料と

して活用し、地域にとってバランスのとれた経営支援を図ることができる。  

また、経営者のマッチング計画や経営革新計画等の経営支援の推進を図ることができる。 

 

【目標】 

  ２年に１回実施し、調査結果は会報やホームページで情報提供を行い、小規模事業者の経営支

援のツールとして活用する。 

 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営者意識調査 ０ １回 ０ １回 ０ １回 
 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 巡回訪問、セミナーの開催、窓口相談業務により分析の対象となる小規模事業者のピックアッ

プを行い、経営状況を把握し、必要に応じて専門知識を有するよろず支援拠点等と連携することで

財務、販売、商品戦略等の項目を元に経営分析を行う。 

  

（事業内容） 

（1）経営状況分析の実施  ≪拡充≫ 

 

【現状と課題】 

商工会の経理ソフトである「ネットde記帳」を用いた記帳・決算支援は、Ｈ28年度31件の小規

模事業者に対して行っているが、主として確定申告書作成の事務処理で活用する傾向が強く、財

務データを活用した経営分析は、過小にとどまっており、個別的な商品の調査、分析等も殆ど行

っていない。これまでは、経営状況の分析は特殊なケースとして対応してきたため、今後は通常

の対応として経営実態の把握ができる仕組みづくりが求められる。 

  

【改善点】 

  ネットde記帳の個別データの分析により、各種経営指標を把握し財務分析を推進していく。 

併せて、財務分析結果を踏まえて、ＡＢＣ分析による売れ筋商品の把握や商品ごとの利益貢献度

等にまで踏み込んだ定量分析を実施していく。さらに、小規模事業者のニーズ調査には共通の経

営分析シートを使用し、当会内部の情報の共有化を図るとともにＳＷＯＴ分析(強み・弱み・機

会・脅威)、３Ｃ分析(自社、市場・顧客、競合)等の定性分析も同時に行い、経営状況分析の精
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度を高め、事業計画策定に繋げていき、専門的な課題等についてのより深い経営分析が必要な場

合は、専門家派遣等により効果的な支援を行っていく。 

 

◆定量分析の内容 

 

①総合力分析⇒ ・総資本利益率 

 

  ②収益性分析⇒ ・売上高総利益率 ・売上高営業利益率 ・売上高経常利益 

   

  ③安全性分析⇒ ・流動比率  ・当座比率  ・固定比率  ・自己資本比率 

 

  ④損益分岐点分析⇒ ・損益分岐点売上 

 

⑤成長性分析⇒ ・売上高成長率 ・営業利益成長率 ・ＡＢＣ分析 ・利益貢献度分析 等 

  

◆定性分析の内容⇒経営分析シートを活用した経営状況分析 

   

※ 経営分析シートは使用状況に応じ項目等を変更する。 

記入項目は企業情報の記載の他、売上状況、販売先、 

仕入先情報、企業の強み・弱み・機会・脅威、経営方針、 

問題点、顧客情報、競合先等、及び今までに取り組んだ 

事業内容（補助金、経営分析、事業計画策定、販路開拓）、 

商工会への要望等とする。 

 

【期待できる効果】 

経営状況の分析を通じて、小規模事業者の自己研鑽とポジショ 

ニング確認を促し、経営課題の抽出、解決策等の取組を啓発する 

ことが期待できるとともに、小規模事業者と商工会で課題を共有 

化することで事業計画策定に繋げる事ができる。 

 

 

【目標数値】 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析件数 ３件 １２件 １４件 １６件 １８件 ２０件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（事業内容） 

 

Ａ.既存事業者の事業計画策定支援 

 
（1）経営分析結果を踏まえた事業計画策定支援  ≪拡充≫ 

 

【現状と課題】 

事業計画策定は金融・税務・労務等の対症療法的支援と小規模事業者持続化補助金等の申請支

 

平成　　　年　　　月　　　日

《 □ 福島地区 ・ □ 鷹島地区》

◆代表者 ◆生年月日

◆会社名 ◆創業年月日

◆電話番号 ◆業　種

（家族従業員） 名

◆従業員数 （正社員） 名 （合計　　　　　名）

（パート／アルバイト） 名

◆主な売上内容 （売上割合）

◆販売先 （具体的内容） ◆仕入先 （具体的内容）

◆経営方針

◆貴社の問題点

◆お客様からの意見・要望

◆今までに取り組んだ事業内容

補助金申請 事業内容 経営分析 事業内容

（　有　・　無　） （　有　・　無　）

計画策定 事業内容 販路開拓 事業内容

（　有　・　無　） （　有　・　無　）

◆商工会への要望

経営相談ヒヤリングシート

（具体的な売上内容）

◆貴社の特徴（強み） ◆貴社の特徴（機会）

◆貴社の特徴（弱み） ◆貴社の特徴（脅威）
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援を機会として実施するにとどまっている。また、当地域の小規模事業者において事業計画策定

の重要性が浸透していない。 

 

【改善点】 

上述「２.経営状況の分析に関すること」で経営状況の分析を実施した小規模事業者を対象と

して、本事業で実施する地域経済や需要動向調査等の結果も連動させ、経営分析で把握した定

量・定性分析結果を基に事業計画策定支援に繋げる。また、必要に応じて円滑な事業承継、廃業

等にも配慮した事業計画の策定を行う。 

 

【期待できる効果】 

事業者ごとの経営資源の強み・弱み、外部環境の機会と脅威等を把握し、企業の実態に則した

事業計画策定を支援することで、経営基盤の強化が期待できる。併せて、事業計画策定により中

長期に亘る経営支援を行うことができ、経営の健全化が推進できる。 

 

Ｂ．創業・第二創業者の事業計画策定支援 

 域内小規模事業経営者の高齢化が進展し、後継者難等を背景に転廃業者が創業者を上回る状況が

続く中で、地域経済の新陳代謝促進に向けては、創業や第二創業の推進が不可欠であり、最重要課

題として取り組む。 

 

（1）創業塾開催による創業・第二創業事業計画策定支援  ≪拡充≫ 

 

【現状と課題】 

松浦市の支援を受け、松浦商工会議所と当会が創業塾（アカデミー）を開催している。このセ

ミナーを受講した事業所は市の特定創業事業者に認定され、松浦市独自の創業支援のメリットが

受けられるが、当地域内の創業件数は年間１件程度にとどまっている。 

 

【改善点】 

今後は松浦市や各支援機関と連携を図って創業塾を開催し、起業家支援・次世代経営者の育成

を図るとともに、創業希望者を掘り起し、後継者のいない企業とのマッチング等にも取組む。 

また、「松浦市・松浦商工会議所・松浦市福鷹商工会・金融機関等」で構成される創業支援連

携支援会議を開催し、創業支援並びに創業者の発掘支援に対する協議を継続する。 

 

【期待できる効果】 

創業塾を通じて、松浦市や農水産業団体等幅広い分野からの創業希望者を募ることが可能とな

り、６次産業化や新商品の開発への取り組みが期待できる。新規創業者に対する事業計画策定支

援を積極的に展開し、高齢者・女性経営者・第二創業事業の創業事業所の開拓を目指す。 

 

【目標数値】  

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析結果を基にした事業計画 

策定件数 
３件 ６件 ７件 ８件 ９件 １０件 

創業・第二創業計画策定件数 １件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

※松浦市創業アカデミーは「松浦市・松浦会議所・松浦市福鷹商工会により基礎学習コース（全７回）、ランクアッ

プ学習コース（全４回）開催(変更あり)。一定要件を満たした者に対して創業資金等の支援を行う。 

（平成２９年度現在） 

※創業支援連携会議は「松浦市・松浦会議所・松浦市福鷹商工会・金融機関等」の構成員で開催し、創業者支援及び

創業者の発掘支援に対する協議を行う。 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】  
  

（事業内容） 

（1）フォローアップ計画書による定期的な支援  ≪新規≫ 

 

【現状と課題】 

事業計画策定小規模事業者を対象とする巡回訪問は設定しておらず、一般的な巡回訪問にとど

まってきた。また、これまでは金融相談や補助金申請時など、必要に迫られて事業計画策定する

段階にとどまっており、申請後のフォローアップは相談が発生した時点でしか実施していない。 

 

【改善点】 

事業計画策定事業者を対象に四半期に１回以上の巡回訪問日を設け進捗状況の確認を行う。 

進捗状況の確認は、フォローアップ計画書を作成し、成果が確認できるまで事業計画の見直し

や成果検証を継続していく。加えて、事業計画のブラッシュアップが必要な事業所や新商品開発

など事業計画実施のために、必要に応じて専門家による具体的支援を行う。フォローアップによ

り把握した企業現況については、経営カルテに記録・管理し職員間での共有を図り、長期継続的

な支援が行えるものにする。 

また、フォローアップする支援事業者の中で、新たな取り組みを実施する者については、事業

計画をさらに磨き上げ、経営革新計画の県知事承認を通して、経営レベルの向上を目指していく。 

 

【事業計画策定に関するＰＤＣＡサイクル図】 

 

 

 

 

 

 

 

  

※網掛け部分を、事業計画策定後に関するプロセスで実施していく 

 

【期待できる効果】 

事業計画の進捗状況確認に加え、継続的な巡回訪問によるフォローアップを実施する事で、小

規模事業者のPDCAサイクルを定着させつつ、新たな商品、サービスの掘り起しにつながることが

期待できる。 

 

 

(2)小規模事業者経営発達支援融資制度・マル経制度や各支援機関の支援策を活用した 

事業計画の推進  ≪拡充≫ 

 

事業計画策定後のフォローアップを行う中で資金需要を把握した時は、日本政策金融公庫の

「小規模事業者経営発達支援融資制度（新設）」、「マル経融資制度」等の低利融資制度の活用に

よる資金繰り支援を通じて、事業実施のサポートを行う。併せて、国・長崎県・松浦市・各支援

機関等が行う支援策の広報案内を通じて、フォローアップを実施する。 

 

 

 

 

計画策定支援（Plan） 

 

計画見直し・修正（Action） 

 

計画実行支援（DO） 

 

計画と実行の検証(Check） 
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（3）創業計画策定支援後のフォローアップ  ≪拡充≫ 

 

【現状と課題】 

創業計画策定支援に基づく、融資先事業所のアフターフォローは通常の巡回時に実施している

程度で伴走型のフォローアップは実施してこなかった。 

【改善点】 

創業計画策定支援後は先輩経営者との意見交換会や同業者活動への参加推進、事業が軌道に乗

るまでは密なフォローアップが必要なため、創業後１年間は１ヶ月に１回以上巡回訪問し、事業

計画の進捗等に関してフォローアップを行うとともに、併せて、記帳・税務や労務に関する支援

通も行っていく。２年目以降は、事業計画の進捗状況に応じてフォローアップ頻度を検討し、事

業計画達成レベルを高めながら経営が安定するよう伴走型の支援を行う。 

 

【期待できる効果】 

創業計画策定支援後も巡回訪問時における税務、金融、労務等の基礎的支援を実施するととも

に、専門的相談業務にも取り組み、必要に応じて支援機関との連携により専門家派遣等を行うこ

とで、創業期の経営難を克服し経営安定につながることが期待できる。 

 

  

【目標数値】 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定に対する 

フォローアップ延べ回数 
０ ２４回 ２８回 ３２回 ３６回 ４０回 

創業計画策定に対する 

フォローアップ延べ回数 
０ ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 

※現状もフォローアップは行なっているものの、明確に事業計画策定後の成果検証という位置づけでは実施できてい

ないため、現状は 0とした。 

※30年度以降のフォローアップの目標値は、「３事業計画策定支援に関すること」であげた目標計画件数を基に、フォ

ローアップを行うことを想定して計上。延べ回数＝（事業計画策定件数×四半期に１回以上）、創業者については

月 1回以上を想定。 

  

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（事業内容） 

（1）観光客向け「宿泊アンケート調査」・「飲食アンケート調査」の実施  ≪新規≫ 

 

【現状と課題】 

  需要動向調査については、これまで、長崎県が３年毎に実施し、平成２８年度は長崎県商工

会連合会が実施した「消費者購買実態調査」の結果を会議等での報告や一部の事業者に提供す

るに留まっている。また、消費者購買実態調査は、地域消費者の購買動向調査となっており、

町外者の消費動向の把握ができないため、観光関連のサービス業の小規模事業者に対して最新

の情報提供ができていない。 

 

【改善点】 

今後は、外貨獲得に向けて、観光客を対象に「宿泊アンケート調査」及び「飲食アンケート

調査」を実施し、観光関連事業者や飲食業者が提供する商品・サービスの課題や改良点、マー

ケティングの方向性について、専門家を招聘し分析して事業計画策定等へ活用し、該当小規模

事業者の売上拡大につなげていく。 
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【内容・手段】 

  福島地区と鷹島地区の旅館、民宿に宿泊する観光客を対象に「宿泊アンケート調査」、また、

飲食を利用する日帰り観光客等を対象に「飲食アンケート調査」を実施する。宿泊業者、飲食

業者が提供する商品・サービス・価格面の課題や改良点、マーケティングの方向性について、

専門家を招聘し、調査分析して該当小規模事業者の事業計画策定や需要開拓へ活用していく。 

 

《宿泊アンケート調査》 

  ■実施時期  ８月頃予定（宿泊観光客ピーク期） 

  ■調査対象事業者  観光客利用の地区内宿泊業（福島地区２社、鷹島地区３社） 

   ■調査票数  ２００ （１社あたり４０部想定） 

   ■調査方法  外部機関に調査実施・回収委託 

          宿泊観光客を対象とした聞き取り調査 

■調査項目  ①属性 （性別、年齢、住所、利用頻度等）、②宿泊先の料金設定、 

③食事内容、④サービス内容、⑤情報入手手段、⑥改善点・要望等 

   ■活用方法  宿泊メニュー、料理メニュー、価格設定、接客、広報手段等の改善や 

          設備改修の検討 等 

 

《飲食アンケート調査》 

   ■実施時期  １２月頃予定（飲食店利用が多い時期） 

■調査票数  ２００ （１社あたり４０部想定） 

■調査対象事業者  地元海産物を食材にした定食等を提供する地区内飲食業 

（福島地区２社、鷹島地区３社） 

   ■調査方法  外部機関に調査実施・回収委託 

          観光客（宿泊・日帰り）等を対象とした聞き取り調査 

■調査項目  ①属性 （性別、年齢、住所、利用頻度等）、②提供食事の料金設定、 

③食事内容、④サービス内容、⑤情報入手手段、⑥改善点・要望等 

   ■活用方法  料理メニュー、価格設定、接客、広報手段等の改善や設備改修の検討 等 

 

※上記の２調査に係るアンケート調査項目は支援先事業所ごとにカスタマイズして行う。 

 

【期待できる効果】 

顧客の評価を的確に把握し、顧客ニーズに応じた新サービスや地元食材を活用した新メニュ

ーの開発に繋がるとともに、ハード面においても顧客の要望等を把握することにより改善に繋

げることができる。また、事業計画の見直しや顧客の需要に応じた営業により、売上、利益の

確保に繋がる。 

 

【目標数値】   

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

宿泊アンケート調査回数 ０ １回 １回 １回 １回 １回 

調査分析結果提供数 

（宿泊業） 
０ ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

飲食アンケート調査回数 ０ １回 １回 １回 １回 １回 

調査分析結果提供数 

（飲食業） 
０ ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 
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（2）特産品販売状況調査の分析及び情報提供  ≪新規≫ 

 

【現状と課題】 

  特産品の販売状況は、一部の農海産物が中心であり品揃えができていない。しかも、これま

で特産品販売に関する顧客調査は行っていないため、各事業所において販売状況を把握してい

る状態にすぎず、タイムリーな顧客ニーズ情報が不足している。また、当地は豊富な地域資源

に恵まれており、以前より特産品開発に取り組んできたが、製造コストや販売価格の問題等を

はじめ、買い手のニーズを把握できずに、販路拡大まで至っていない現状である。 

 

【改善点】 

特産品の製造販売を行う小規模事業者の新たな販路の開拓や新商品開発に活かせるような買

い手のニーズ、市場動向等の調査を行う。この調査により、売れ筋商品及び特産品のブラッシ

ュアップ対策、新商品開発のヒントを追求し売上向上と販路拡大につなげる。 

 

【内容・手段】 

当商工会管内で一番多くの観光客や町外の一般消費が訪れる、鷹島地区「道の駅 鷹ら島」で

商品販売している、当地の地域資源を活用した水産加工品、農産加工品、菓子類等の特産品に

限定したアンケートによる消費者ニーズ調査を実施する。 

＜道の駅 鷹ら島・具体的な販売品目例＞ 

 とらふぐの加工品、干物、つくだ煮、ドレッシング類、阿翁石加工品、菓子類など。 

 その他、鮮魚、野菜などの一次産品も販売している。 

 

収集したアンケート結果を基に、外部専門家を招聘し分析会議を実施する。分析した結果に

ついては、資料化して特産品製造販売業者に情報提供し、商品のブラッシュアップや商品開発、

事業計画の策定、新たな需要開拓に活用していく。 

併せて、必要に応じて、専門家派遣により商品のパッケージデザインの改良や商品の改良・

開発の支援を行っていく。 

 

 《消費者ニーズ調査》 

   ■実施時期  上半期（８月頃）、下半期（１２月頃）の２回 

   ■調査票数  １００×２回 

   ■調査方法  外部機関に調査実施・回収委託 

          観光客等の消費者を対象としたアンケート調査 

■調査項目  ①属性 （性別、年齢、住所、利用頻度等）、②購入商品と金額 

③購入理由、④価格（高い、安い）、⑤味、⑥容量・サイズ 

⑦商品パッケージデザイン、⑧地域産品を選ぶ時に重視する点 

⑨商品の改善点・要望等 

   ■活用方法  パッケージ、容量・サイズ、価格設定等の改善や新商品開発 等 

 

【期待できる効果】 

品目別の調査分析結果を製造業者等へフィードバックすることで、買い手のニーズを踏まえ

た、地域特産品のブラッシュアップと新商品の開発が可能となり、「売れる商品づくり」に繋

がる。併せて、売れる商品づくりにより、新たな販路拡大や展示会の出展が可能となり、売上・

利益拡大を図り、更なる成長戦略に繋げることができる。 
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【目標数値】  

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

消費者ニーズ調査 ０ ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

調査分析結果提供数 

（特産品製造販売業者） 
０ ５社 ６社 ７社 ８社 ９社 

   

 

 

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】 

 

地域における小規模事業者の販路開拓支援のため、各種団体が推進する展示会、商談会等への出 

 展の斡旋を実施する。また、各団体や異業種による意見交換会を開催し、商品開発や販路開拓、６ 

次産業化の推進に取り組む。 

 

（事業内容） 

（1）展示・商談会への出展による需要の開拓  ≪拡充≫ 

 

【現状と課題】 

これまで、全国展開支援事業等を活用し、地元産品を使った料理や土産品等の商品開発を行い、

新たな需要開拓に取組んできたが、製造コストや販売価格の問題等により、多くの商品が新たな

販売展開には至っていない。現状は一部の小規模事業者が長崎県や業界団体主催（共催）による

物産展等へ出展している程度に留まっており、商談会の参加もない。小規模事業者の中には、出

展に際してのハードルが高いと感じ展示・商談会への出展を諦めている事業者も多いのが実情で

ある。また、商工会も出展参加者に対する事前・事後の十分なフォローアップが行えていない。 

 

【改善点】 

これまで以上に、域外の需要を取り込むため、長崎県商工会連合会やその他の機関が主催する

展示会や商談会等への参加勧奨を行い、個社商品の認知度アップと新たな取引先の販路開拓支援

を行う。併せて商品のブラッシュアップと販路開拓等に向けての支援及び参加後のフォローアッ

プを実施する。 

 

【内容・手段】 

展示会については、県、市や関係機関が主催する展示会等へ出展参加勧奨を行い、主に水産加

工品、農産加工品を扱う小規模事業者の売上増と利益の確保を図るための支援を行う。 

商談会については、長崎県商工会連合会主催の「ながさき商談会（Ｈ28実績：招聘バイヤー19 

社、来場バイヤー38社）」、長崎県の「食の商談会（Ｈ28実績：招聘バイヤー13社）」の案内を

中心とし、その他各種団体が実施する商談会への出展を斡旋する。 

また、参加事業者に対して、展示方法、パンフレット、販促ツールの作成等や商談資料の準備・

商談の進め方・提案方法等の事前支援を行う。展示会・商談会後は、販路開拓に繋がらなかった

要因や改善点について、バイヤーの意見を踏まえて検証し、商品の価格、量目、パッケージデザ

イン等における課題を抽出し、課題解決のためアドバイスを行う等の事後支援を行っていく。 

さらに、事前・事後支援の徹底を図るために、展示会・商談会等には、可能な限り経営指導員

が同行し、小規模事業者の顧客への対応、顧客の意見や反応から、良い点や改善すべき点を把握

し、必要に応じて長崎県よろず支援拠点との連携やパッケージデザイナー、中小企業診断士等の

専門家派遣制度を有効に活用する。 
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【期待できる効果】 

展示会・商談会への積極的な参加に繋げ、出展する小規模事業者の売上増大と販路拡大に期待

できるとともに、産地や個社の認知度向上に繋がる。 

また、地域資源活用型商品を全国市場向けに拡散する取組みは、域内の６次産業化を推進し、 

雇用創出に繋がることが期待できる。 

 

【目標数値】 

 支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

展示会、商談会出展者数 ０ ２社 ３社 ４社 ５社 ５社 

商談成約件数 (1社あたり成約件数) ０ １件 ２件 ２件 ３件 ３件 

 

(2)ネット販売による需要の開拓 ≪拡充≫ 

 

【現状と課題】 

小規模事業者における経営者の高齢化を背景として、小規模事業者の多くが販促ツールや自

社のホームページを持っていないため、情報発信力に乏しく、新たな販路開拓に結び付いていな

い。インターネット通信販売事業で成功している小規模事業者は過少な状況にある。 

 

【改善点】 

展示会・商談会出展予定の事業者をはじめ、自社のＨＰ等を持たない小規模事業者も多くある

ため、全国商工会連合会が開発した簡易ＨＰ作成ツール等を活用したＨＰの立ち上げの支援を行

う。ＩＴを活用した販売促進支援により、通信販売による需要の拡大を目指すとともに、取引先

企業の信頼感を高め、商談等がよりスムーズに進められるよう支援していく。 

 

【内容・手段】 

  商工会ホームページ「ＳＨＩＦＴ」の活用により、小規模事業者のホームページ作成支援を促 

進し、域内外市場に向けての情報発信を活発に行う。また、情報発信による販売促進が見込まれ 

る事業者をリストアップして「長崎うまかもんカタログ」への商品を出品し通信販売の支援を実 

施する。 
※「長崎うまかもんカタログ」は、長崎県のお土産、名物、特産品を取り寄せできる長崎県商工会連合会が 

運営するショッピングモール。 

 

【期待できる効果】 

大量生産には適さない、此処ならではの地域資源や逸品が存在するため、ホームページで広く

告知することにより、縮小傾向にある地域内市場以外への販路拡大や全国的な情報発信など、地

域内で販売する以上の効果をもたらすことが期待できる。 

 

【目標数値】 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ホームページ作成支援事業者数 ３件 ５件 ６件 ７件 ８件 ９件 

上記の内「長崎うまかもんカタ

ログ」販売展開支援事業者数 
１件 ２件 ３件 ４件 ５件 ６件 

ネット販売による新たな取引販

売件数(１社あたり件数) 
１件 ３件 ６件 ９件 １２件 １５件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

【現状と今後の方向性】 

 当商工会地区では、人口減少と高齢化率の上昇が不可避の状況であり、地域の活力低下を避けるた

めには交流人口の増加が必要である。しかしながら、近年は、商工業者が主体となるイベントは参画

者の高齢化をはじめマンパワー不足で困難となっている。このため、今後は、行政や地域の各団体等

と連携して交流人口の増加に資するイベントや町内外の消費者の購買意欲喚起を目的としたイベン

ト等を開催し、イベント期間中の地域事業者の売上向上など地域経済の活性化を目指していく。 

 

（事業内容） 

◎地域産業間（農・漁業と商工業間）及び地域活性化グループ、地域住民等連携による交流人口

増大・地域活性化等に寄与するイベントへの協力推進及び開催。 

 

◎広域行政合併のメリットである地域資源の強みを生かし、松浦市、松浦市福岡事務所、まつう

ら観光物産協会、松浦商工会議所との連携により、松浦ブランド商品の研究開発・拡販、地元開 

催イベントを企画・実行すると共に、地元情報を長崎県は元より佐賀県・福岡県の広範囲に発信

し、交流人口増大を図る。 

 

（1）地域活性化イベント事業 《拡充》 

 

①福島地区 

⦿ 9月 土谷棚田火祭り(動員:約6,000人) 主催：ふくしまおいどんが町づくり会（自治会） 

（青年部・女性部出店） 

⦿10月 ふるさと祭り(動員:約2,900人)   主催：ふるさと祭り実行委員会（女性部出店） 

⦿ 3月 つばき祭り(動員:約700人)    主催：つばき会（女性部出店）       

 

②鷹島地区 

⦿毎週土曜日に道の駅にてマグロの解体ショー(動員:100人) 主催：鷹島物産(株)《道の駅》    

⦿10月 モンゴル祭り(動員:約3,500人) 主催：モンゴル祭り実行委員会（青年部・女性部） 

⦿「おとこ飯」メニュー開発事業：商工会飲食部会（有志7件加盟） 

※モンゴル村は、現在、休園状態であるが、モンゴル祭りについては継続実施している。 

 

       

〔福島地区：土谷棚田火祭り風景〕        〔鷹島地区：モンゴル祭り風景〕 

  

両地区の各イベントには島外（県外）からのお客様が多数来場されているが、地域活性化への貢献度

は一部の飲食店、宿泊業者、小売業者にメリットがある程度にとどまっているので、今後は、各団体と

連携しながら地域資源等を活かしたイベントを開催し「儲かる地域づくり」に取り組んでいく。 
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《地域活性化イベントの連携図》 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）域外市場展開型ブランド化事業 ≪拡充≫ 

 

【現状と課題】 

 当地域は、地域資源は海産物を主として豊富であり、これまで、商工会が支援して地域資源を活

用した商品開発に取り組んできたが、市場拡大に至らず一過性に終わった商品も多い。また、地域

関係機関を交えた販路開拓や開発商品の結果検証も行われておらず、域外においての地域ブランド

としての商品の認知度も低い。 

   

【主な地域資源と開発商品】 

①『福島地区』 

･自生椿の実を原材料とする「椿油」「椿石鹸」 

・福島コシヒカリ（日本銘柄米）等の農産物 

・チリメン・イリコ・クルマエビ（品質日本一）等の海産物加工品 

・観光資源⇒「土谷地区の棚田」 

 

②『鷹島地区』 

・養殖ふぐ、養殖マグロ 

・「マテ焼酎」「マテ煎餅」「フグ蒲鉾」「海藻ドレッシング」等 

・地元産「阿翁石」を素材とする石工製品 

・観光資源⇒国史跡の海底遺跡「鷹島神崎遺跡」 

 

 

【改善点】 

特産品等に関する商品開発や販路開拓方法における関係者会議を行政と商工会が主体となり

開催し、地域における課題を共有し解決を図っていく。また、「道の駅」をはじめ、松浦市、ま

つうら観光物産協会、松浦商工会議所等と連携して、地元情報発信を強化して特産品開発と観光

開発に取り組み、地域ブランド化に繋げていくとともに、海産資源と歴史遺産に恵まれた地域の

強みを活かして、地元産品を域外市場へ拡販、域外市場の観光客誘致および受入態勢強化を通じ

て、外貨獲得産業の活性化支援を推進し、地元小規模事業者の経営発達を支援する。 

 

 

 

【地域イベント連携体】 

◆松浦市・まつうら物産協会⇒情報発信 

◆農協・漁協 

◆地域活性化グループ、道の駅 

◆地域住民 

儲かる地域づくりの確立 

 

福鷹商工会 

青年部・女性部 
イベントの実施 

事業の結果・検証 
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【事業内容】 

（１）地域資源活用に関する関係者会議の開催  

   ＜目的＞ 

   地域内関係機関が一体となって連携し、地域資源を活用した商品開発、観光開発に取り

組み、地域活性化に繋げていく。 

   ＜構成メンバー＞ 事務局：松浦市・食と観光のまち推進課（平成２９年４月新設） 

    松浦市、商工会、松浦商工会議所、まつうら観光物産協会、関係事業所等 

 

（２）地域特産品の開発及びブランド化に向けた支援  

 

 ① 道の駅と連携して、売れ筋商品や価格帯等を調査し、消費者のニーズや人気商品の傾向分 

析し、調査の結果は、特産品製造業者や販売業者に提供し品揃えや商品開発に寄与させる。  

② 特産品ブランド化に向けて、福岡地区において、松浦市福岡事務所の協力を得ながら、試

食会やアンケート調査などを通して、消費者の反応を知るためのテストマーケティング等

を行い、小規模事業者の売れる特産品開発をサポートする 

 ③ 松浦市福岡事務所、まつうら観光物産協会、旅行会社等と連携し、主に福岡地区をターゲ

ットに地域の魅力を発信しながら、観光客誘致を図り、地域ブランド力の向上を図ってい

く。 

 

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 

１． 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 

 

【現状と課題】 

行政及び他団体、金融機関、専門家等との連携を図りながら経営改善普及事業の推進を行って

いる状況にある。しかし、当地域は人口減少、少子高齢化、購買力の流出等、経営環境はたいへ

ん厳しい状況に置かれているため、より一層、他の支援機関等との連携が求められている。 

 

【内容・手段】 

(1) 長崎県商工会連合会の支援機関を対象とする「職員研修（指導員年３回）・（支援員年１回）」 

において、支援ノウハウ、支援の現状、改善課題等について情報交換をする。 

 

(2)「長崎県商工会連合会県北地区勉強会（松浦市福鷹商工会・宇久町商工会・小値賀町商工会・

佐々町商工会・佐世保市北部商工会・平戸市商工会・東彼商工会）」（約50人）を年１回開

催し、他商工会職員との連携を図り、商工会組織全体で職員の資質向上、情報の共有化を推

進する。 

 

(3)日本政策金融公庫が開催する長崎県北部地区管内の商工会を対象としたマル経協議会及び、 

一日公庫を活用した金融懇談会を通じ、県内の国内の景気動向、商工会地区における資金需

要等の状況について情報交換を行う。 

 

  (4)労働基準監督署及びハローワーク、各自治体及び商工団体による長崎県北部地区管内の雇用

対策情報交換会において県内及び管内の雇用情勢、労働環境、地域雇用対策への取り組み等

について情報交換を行う。 

 

  (5) 長崎県商工会連合会組織内の中小企業診断士で構成される広域指導センターと連携して経 

営支援のノウハウを共有する。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

【現状と課題】 

（1）経営発達支援計画を実行する上で、当地区は経営指導員が福島本所と鷹島支所地区を１人で兼

任する体制であり、経営支援員数も今年度より１名削減となっている。 

 

（2）経営発達支援計画の実行性を高めるには、商工会事務局スタッフへの任務割り当て、進捗状況

把握等の管理能力が重要となり、商工会各部会の協力体制構築が不可欠である。 

 

 

（3）伴走型小規模事業者支援により経営発達支援計画の成果を高める上で、商工会職員の小規模事

業者の課題解決力等が求められ専門知識の習得が必要である。 

 

【内容・手段】 

（1）全国商工会連合会が主催する研修の参加に加え、長崎県商工会連合会が主催する「指導員研修

会」や中小企業大学校の主催する研修に経営指導員が年間３回以上参加することで、売上げや利

益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

 

（2）自主運営の「長崎県商工会連合会県北地区勉強会（松浦市福鷹商工会・宇久町商工会・小値賀

町商工会・佐々町商工会・佐世保市北部商工会・平戸市商工会・東彼商工会）」（約50人）を年

１回開催し、他商工会職員との連携を図り、商工会組織全体で職員の資質向上、ノウハウの共有

化を推進する。 

 

（3）平戸税務署管内商工団体（松浦市福鷹商工会・平戸市商工会・松浦商工会議所・平戸商工会議

所）職員（約15人）で、経営支援員を中心とした年２回の勉強会を開催して税務に対する職員の

資質向上を図る。 

 

（4）当会は福島本所から鷹島支所までの距離が約40㎞離れており、他県を経由して往来しなければ

ならいことから、細かな情報の共有化が困難な状況にあるため、３ヶ月に１回の頻度で職員連携

会議を実施する。また、共有フォルダによる支援データの共有化と基幹システムを利用した経営

カルテによる対応履歴や支援情報の蓄積を図る。 

 

(5)各種支援事業において専門家による指導が行われる際は、職員が帯同し支援ノウハウの習得に 

努める。 
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３．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 

 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。 

 

(1)経営発達支援計画の進捗状況を職員連携会議により事業の修正、改善を図る。 

(2)理事会開催時に経営発達支援計画の進捗状況を報告し、必要に応じて改善策を講じる。 

(3)事業評価委員会の設置：商工会役員、長崎県商工会連合会、外部中小企業診断士等で構成する 

事業評価委員会において、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

(4)理事会において、事業実施状況を報告するとともに、事業年度後半に評価委員会の審査結果を 

元に、事業見直しの方針を決定する。 

(5)事業の成果・評価・見直しの結果については、総会へ報告し承認を受ける。 

(6)事業の成果・評価・見直しの結果を商工会ホームページ及び会報に掲載し情報を発信する。 

 
 

〔経営発達支援事業ＰＤＣＡサイクル〕 

 

 

 
Ｐ（計画）＝【経営発達支援計画作成】 

①担当者：検討委員会（専門家、市担当課、商工会

役員 7 名、経営指導員、経営支援員） 

②地域経済動向調査及び需要動向調査実施計画 

③経営計画セミナー開催計画 

④展示会・商談会の斡旋計画 

⑤各種計画の目標設定 

⑥前年度の評価見直し結果を新年度事業に反映 

Ｄ（実行）＝【事業進捗状況確認】 

①担当者：経営指導員、経営支援員 

②各種調査の実施・分析 

③各種セミナーの開催・専門家派遣等 

④事業計画書の作成指導 

⑤展示会・商談会への出展斡旋 

 

Ａ（改善）＝【次年度に向けた改善事項】 

①担当者：検討委員会、経営指導員、支援員 

②改正数値目標設定 

③各事業の運営方法改善点抽出 

④組織の改善 

⑤予算の改善 

Ｃ（評価）＝【数値目標達成状況確認】 

①担当者：事業評価委員会 

②各事業の数値目標達成状況確認 

③事業成果の検証 

④達成要因・新規導入事項の抽出 

⑤未達成要因の分析 

⑥数値目標の妥当性検証 
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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２９年１０月１日現在） 

（１）組織体制 

経営発達支援事業は、当商工会の事務局が主体となって実施し、経営指導員が地域の小規模事

業者と常にコミュニケーションを図り、事業の数値目標を達成する。経営発達支援事業は当商工

会の事業計画に連動させ、他の部署との連携等により全体的に推進する。経営発達支援事業の進

捗管理については、経営指導員と経営支援員が各月管理を行い、確実に実施して行く。また、3

役との進捗ヒアリングを四半期ごとに行う。 

〔商工会組織図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※網掛け部分が経営発達支援計画の実施部署 

 

（２）連絡先 

メールアドレス：fukutaka@shokokai-nagasaki.or.jp 
ＨＰアドレス ：http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/fukutaka/ 

職名 事務局長 経営指導員 経営支援員 合計 

人数 （指導員が兼任） 

 

・マネージメント 

・行政との折衝 

・理事会への周知 

・会員への周知 

１人 

（本所・支所兼務） 

・創業支援 

・経営改善支援 

・事業計画策定支援 

・セミナー実施 

３人 

（本所２人・支所 1 人） 

・地域情報把握 

・労働保険相談 

・税務相談 

・収益情報把握 

 

 

４人 

 

〔支所名〕 〔住所〕 〔電話番号〕 〔ﾌｧｯｸｽ番号〕 

松浦市福鷹商

工会福島本所 

長崎県松浦市福島町塩浜免 679番地 0955(47)2152 0955(47)3273 

鷹島支所 長崎県松浦市鷹島町中通免 1892番地 2 0955（48）2117 0955（48）3490 

  

会長 

理事会 

事務局（福島本所） 

TEL:0955-47-2152 

FAX:0955-47-3273 

青年部・女性部 

会員 

監事 総会 

評価委員会 
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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 

                                  （単位 千円） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 
5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 

 

Ⅰ.経営発達支援事業 

1.地域経済動向調査 

 

2.経営状況分析事業 

 

3.事業計画策定支援事業 

 

4.事業計画後の実施支援事業 

 

5.需要動向調査事業 

 

6.新たな需要開拓事業 

 

Ⅱ.地域経済の活性化 

  

 

Ⅲ.支援向上の見直しのための 

取組 

1.事業評価委員会の開催 

 

250 
 

150 
 

250 
 

250 
 

1,200 
 

850 

 
2,500 

 
 
 

150 

 

250 
 

150 
 

250 
 

250 
 

1,200 
 

850 

 
2,500 

 
 
 

150 

 

250 
 

150 
 

250 
 

250 
 

1,200 
 

850 

 
2,500 

 
 
 

150 

 

250 
 

150 
 

250 
 

250 
 

1,200 
 

850 

 
2,500 

 
 
 

150 

 

250 
 

150 
 

250 
 

250 
 

1,200 
 

850 

 
2,500 

 
 
 

150 

 

（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。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、手数料収入 

 

 

 

（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 

（1）専門家派遣・個別指導による高度・専門的支援 

「2.経営状況の分析」「3.事業計画策定支援」「4.事業計画策定後の実施支援」 

「5.需要動向調査」 

（2）制度資金を活用した事業計画の実行支援 

「3.事業計画策定支援」「4.事業計画策定後の実施支援」 

（3）創業者の掘り起こしと情報共有 

「3.事業計画策定支援」「4.事業計画策定後の実施支援」 

（4）特産品開発と販路開拓による小規模事業者の経営力アップ 

「6.新たな需要の開拓に寄与する事業」 

（5）地域活性化事業 

「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組」 

（6）支援力向上のための情報交換 

「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」 

 

連携者及びその役割 
（平成２９年１０月１日現在） 

・中小企業基盤整備機構九州本部 本部長 齊藤 三 
〒812-0038 福岡市博多区祇園町4-2 サムティ博多祇園BLDG. （℡）092-263-1500 

【役 割】国の施策の情報提供、ミラサポによる専門家派遣による助言 

 

・長崎県産業振興財団  理事長 田川 伸一 

〒850-0862 長崎市出島町2 番11 号出島交流会館6･7 階 （℡）095-820-3838 

【役 割】各種施策の情報提供、創業者の支援、専門家派遣事業による助言、支援ノウハウの 

情報提供 

 

・長崎県中小企業団体中央会 会長 石丸 忠重 
〒850-0031 長崎市桜町4-1 長崎商工会館9 階 （℡）095-826-3201 

【役 割】各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言 
 

・長崎県中小企業診断士協会 会長 前田 慎一郎 
〒850-0056  長崎市大黒町3-1 交通会館5階  （℡）095-832-7011 

【役 割】各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言、地域の経済動向についての情報交換 

支援ノウハウの情報提供 

 

・九州北部税理士会佐世保支部 支部長 本村 泰人 
〒857-0044 佐世保市相生町2-2  （℡）0956-22-3322 

【役 割】各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言、支援ノウハウの情報提供 
 

・全国商工会連合会 会長 石澤 義文 
〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目7-1有楽町電気ビル北館19階  （℡）03-6268-0088 

【役 割】各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言、中小企業景況調査の分析支援、販路 

開拓についての情報交換及び支援、経営指導員等の資質向上支援 
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・長崎県商工会連合会 会長 宅島 壽雄 
〒850-0031 長崎市桜町4-1 長崎商工会館8 階  （℡）095-824-5413 

【役 割】各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言、中小企業景況調査の分析支援、事業 

計画策定セミナー及び個別相談会の開催支援、商品開発研究会の開催支援、地域の経済動向 

についての情報交換、販路開拓についての情報交換、経営指導員等の資質向上支援 

 

・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） 

〒850-0031長崎市桜町4-1 長崎商工会館9 階  （℡）095-828-1462 

【役 割】各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言、需要動向についての情報交換、販路

開拓についての情報交換、支援ノウハウの情報提供 

 

・㈱日本政策金融公庫佐世保支店 支店長 長瀬 昭一 
〒857-0043 佐世保市天満町2-21  （℡）0956-22-9155 

【役 割】金融制度支援の情報提供、地域の経済動向の情報提供、小規模事業者経営発達支援融資制

度等の活用助言、創業支援、支援ノウハウの情報提供 

 

・長崎県信用保証協会佐世保支所 支所長 川場 稔裕 
〒857-0053 佐世保市常盤町2-17  （℡）0956-23-3295 

【役 割】金融制度支援の情報提供、地域の経済動向の情報提供、制度融資等の活用助言、創業支援、

支援ノウハウの情報提供 

 

・㈱親和銀行松浦支店  支店長 片岡 敏明 
〒859-4502 松浦市志佐町里免栗毛田342-1  （℡）0956-72-0131 

・㈱親和銀行伊万里支店 支店長 小林 雅裕 
〒848-0047 伊万里市伊万里町甲366     （℡）0955-22-2121 

・㈱十八銀行松浦支店  支店長 中嶋 晴雄 
〒859-4501 松浦市志佐町浦免1489-13     （℡）0956-72-4118 

・伊万里信用金庫黒川支店 支店長 松園 正範 
〒848-0121 伊万里市黒川町塩屋230-1    （℡）0955-27-1111 

・㈱佐賀銀行伊万里支店  支店長 牟田日出光 
〒848-0047 伊万里市伊万里町甲614        （℡）0955-23-3111 

 

【役 割】金融制度支援の情報提供、地域の経済動向の情報提供、県市融資制度等の活用助言、 

創業支援、支援ノウハウの情報提供 

 
 

・（一社）まつうら観光物産協会 代表理事 小松 英史 

〒859-4501 松浦市志佐町浦免 1038-3 松浦交通センター内   （℡）0956-76-8822 

 

・新松浦漁業協同組合   代表理事組合長 志水 正司 

〒859-4302 松浦市鷹島町阿翁浦免 637    （℡）0955-48-2555 

 

・ながさき西海農業協同組合 代表理事組合長 田淵 敏視 

〒859-6326 佐世保市吉井町立石 12-1    （℡）0956-64-3141 

 
【役 割】各地区の地域活性化イベント支援、地域資源を活かした交流人口拡大支援、特産品の

販路開拓支援、６次化産業化の支援、情報発信 
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 ・長崎県 知事 中村 法道 
〒850-8570 長崎市江戸町 2-13  （℡）095-824-1111 
【役 割】各種施策の情報提供、創業者の支援 

 
 ・松浦市 市長 友広 郁洋 

〒859-4598 松浦市志佐町里免365      （℡）0956-72-1111   

 

・松浦商工会議所 会頭 高橋 博之 
〒859-4598 松浦市志佐町里免1807      （℡）0956-72-2151   

【役 割】地域経済の経済動向についての情報交換、創業者の支援、地域資源を活かした交流人

口拡大支援、特産品の販路開拓支援 

 

連携体制図等 

（1）専門家派遣・個別指導による高度・専門的支援＝「2.経営状況の分析」「3.事業計画策定支

援」「4.事業計画策定後の実施支援」「5.需要動向調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）制度資金を活用した事業計画の実行支援＝「3.事業計画策定支援」「4.事業計画策定後の実

施支援」 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家 

商工会 

 

◆中小企業基盤整備機構 

◆長崎県産業振興財団 

◆長崎県中小企業団体中央会 

◆長崎県中小企業診断士協会 

◆九州北部税理士会佐世保支部 

◆長崎県商工会連合会 

◆長崎県よろず支援拠点 

【
小
規
模
事
業
者
】 

【連携者の役割・内容】 

 商工会職員が対応困難な高度かつ専門的な課題解決のために、対象小規模事業者の現状と目指す

経営の実現に向けて、最適な専門家を選定し派遣すると共に、連携者の得意分野を活かした個別指

導を行う。また、商工会が行う伴走型支援と組み合わせることにより、きめ細やかな支援を展開す

ることが可能となる。 

 

◆日本政策金融公庫佐世保支店 

◆親和銀行 ◆十八銀行 

◆佐賀銀行 ◆伊万里信用金庫 

◆長崎県信用保証協会 

【小規模事業者】 

商工会 連 携 者 

連 携 者 

連携 
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（3）創業者の掘り起こしと情報共有＝「3.事業計画策定支援」「4.事業計画策定後の実施支援」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆長崎県 

◆長崎県産業振興財団 

◆日本政策金融公庫（佐世保支店） 

◆十八銀行（松浦支店） 

◆親和銀行（松浦支店） 

◆親和銀行（伊万里支店） 

◆佐賀銀行（伊万里支店） 

◆伊万里信用金庫（黒川支店） 

◆長崎県信用保証協会 

【連携者の役割・内容】 

 商工会と日本政策金融公庫が連携して、「小規模事業者経営改善資金」や「小規模事業者経営発達

支援融資制度」などの制度融資の普及を図ると共に、制度融資を活用して事業を策定した小規模事

業者の円滑な事業計画実行支援を行う。また、地域金融機関、県信用保証協会と連携し、町制度融

資制度を活用して、域内の小規模事業者の事業計画実行支援を行う。 

連 携 者 

創業アカデミー開催 

（創業者支援） 

【主催】 

商工会 

松浦商工会議所 

松浦市 

【連携者の役割・内容】 （松浦市・松浦商工会議所） 

行政としての支援策を取り纏め、創業支援内容を明確に広く周知することで、地域内における創業

者を増やすことに繋がるとともに、公的立場からの創業支援により、公正さと事業の健全さをアピ

ールすることができる。 

  

【連携者の役割・内容】（日本政策金融公庫・十八銀行・親和銀行・佐賀銀行・伊万里信用金庫・ 

県信用保証協会） 

 松浦市内における金融機関の認定支援機関等として、商工会が支援を行なった創業予定者への創業

資金の実行に加え、創業予定者に対して商工会議所と連携し、国・県・市の施策を活用しながら、計

画づくりの支援や創業後のフォローアップを行うことで、創業者の持続的な経営に繋げる。 

【連携者の役割・内容】（長崎県・長崎県産業振興財団） 

 創業予定者に対して商工会と連携し、創業者向けのセミナーや創業者の個別相談会等の開催し、県

の施策を活用しながら、計画づくりの支援や創業後のフォローアップを行うことで、創業者の持続的

な経営につなげる。業者の持続的な経営に繋げる。 
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（4）地域資源活用型特産品開発と販路開拓による小規模事業者の経営力アップ＝「6.新たな需

要の開拓に寄与する事業」 

 

 

 

 
 

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）地域活性化事業（・食のブランド化事業・集客イベント開催・交流人受入れ体制強化事業） 

  ＝「Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組」 
 

①福島町地区 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
②鷹島町地区 

 

 

 
 

 

 

 

【連携者の役割】 

 ・土谷棚田火祭り（9月）  主催：ふくしまおいどんが町づくり会  (青年部・女性部出店) 

 ・ふるさと祭り（11 月）   主催：ふるさと祭り実行委員会     (女性部出店) 

 ・つばき祭り（3 月）    主催：つばき会            (女性部出店) 

 

 

 

【連携者】 

◆主催者団体との連携 

 

商工会 

（出店） 

小規模事業者 

【連携者の役割】 

・モンゴル祭り(10月)    主催：モンゴル祭り実行委員会   (青年部・女性部出店) 

【連携者】 

◆主催者団体との連携 

商工会 

（出店） 

小規模事業者 

 

商工会 

・販促支援 

・ブランド品 

 開発 

【小規模事業者】 

【連携者の役割・内容】  

 ・松浦市福岡事務所との連携による福岡地区への需要開拓 

 ・松浦市ガイドブック及びパンフレットによる販路開拓 

 ・農商工連携ファンドの活用による６次産業化の推進 

 

 

◆長崎県 

◆松浦市 

◆松浦商工会議所 

◆まつうら観光物産協会 

◆JA ながさき西海 

◆新松浦漁業協同組合 

◆長崎県商工会連合会 

 

連 携 者 
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③松浦市福鷹商工会・旧松浦市地区 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
（6）支援力向上のための情報交換＝「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

めの取組み」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 

・研修会 

・研究会 

・連絡協議会 

【連携者】 

◆長崎県商工会連合会 

◆松浦市 

◆十八銀行（松浦支店） 

◆親和銀行（松浦支店） 

◆親和銀行（伊万里支店） 

◆佐賀銀行（伊万里支店） 

◆伊万里信用金庫（黒川支店） 

◆松浦商工会議所 

◆近隣商工会、商工会議所 

 

小規模事業者 

（加盟店） 

【連携者の役割】 

・福鷹地区特産品のブランド化 

・連携して実施する事業について、消費者向け広報や事業者向け周知を広く行うことで、事業

の魅力アップを図り、集客イベントの展開を通じて交流人口増加に寄与すると共に、小規模

事業者の売上増に繋げる。 

 

 

 

 

【連携者の役割・内容】 

 研修会・研究会・連絡会議等において、景況動向・企業状況・施策活用事例などの情報を共有す

ることで、小規模事業者支援の多様化につなげることができる。 

【小規模事業者】 

経営支援、情報提供 

【連携者】 

◆長崎県 

◆松浦市 

◆まつうら観光物産協会 

◆JA ながさき西海 

◆新松浦漁業協同組合 

◆長崎県商工会連合会 

◆松浦商工会議所 

 

商工会 
地元の農水産物を活

用した事業の推進 
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