
「経営発達支援計画の概要」 

実施者名 

（法人番号） 
 壱岐市商工会 （法人番号 2310005005952） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 地域の小規模事業者が創意工夫のある販路開拓に取り組むことができる支援を 

目指す 

１．地場産品を扱う水産加工業者・焼酎製造業者の都市圏売上高の向上 

２．観光業における閑散期（冬期）の売上高向上 

３．商業サービス業における個社の集客数と売上高向上 

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【指針③】 

  （１）管内の経営者意識・ニーズ調査 

（２）消費者の魅力度アンケートの実施 

（３）長崎県消費者購買実態調査 

（４）業種ごとの景気動向調査 

（５）各種調査情報の提供 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）経営指導員を中心とした巡回・窓口による経営分析の実施 

（２）経営分析セミナー・相談会の開催 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定セミナー・個別相談会の開催（２）事業計画策定の支援 

（３）創業セミナーの開催で、創業予定者の事業計画策定支援の実施 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定後のフォローアップ相談会の実施 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  （１）水産加工品・壱岐焼酎の物産展に来店される顧客アンケート調査 

  （２）宿泊に来られた観光客向け宿泊者アンケート調査 

 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）都市部（福岡市等）での物産展の開催、参加支援 

（２）百貨店バイヤー等との個別商談会の開催、参加支援 

（３）全国商工会連合会や長崎県商工会連合会主催の商談会への出展支援 

（４）商談会・物産展参加事業者へ事前支援・現地支援・事後支援の実施 

（５）観光業（宿泊業・飲食業）のための販路開拓支援 

（６）情報発信による新たな需要開拓の支援（ＩＴ活用支援） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  関係団体との地域活性化協議会の開催 

（１）地域のブランドづくり・情報発信事業 

（２）壱岐市観光アピール事業 

（３）壱岐市商工まつり事業 

連絡先 

〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 490-9 

 TEL 0920-47-6001  FAX 0920-47-1899  

 Email:ikishi@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）壱岐市の現状 

                   ①概要 

壱岐市は玄海灘に面し、福岡県博多港から

郷ノ浦港まで西北 76km、佐賀県唐津東港か

ら印通寺港まで北 42kmの位置にある。 

 南北約 17km、東西約 15km のやや南北に

長い亀状の島で総面積は 138.5ｋ㎡であ

り、島としては全国で 20 番目に大きい島

となっている。 

 昭和の大合併を経て 1970（昭和 45）年

までに郷ノ浦町・勝本町・芦辺町・石田町

の 4町に再編され、2004（平成 16）年 3月

1 日、平成の大合併によりこれら 4 町が合

併し市制施行、壱岐市が誕生した。 

②壱岐市へのアクセス 

  福岡から  ・博多港－郷ノ浦港（高速船７０分、フェリー１４０分） 

        ・博多港－芦辺港（高速船６５分、フェリー１３０分） 

  長崎から  ・長崎空港－壱岐空港（飛行機３０分） 

  佐賀から  ・唐津東港－印通寺港（フェリー１００分） 

 

③人口推移 

 → 1,955年の 51,765 人をピークに 2040年には、2000年の人口と比べ半減し、65    

    歳以上の高齢化率が 50%近くになると予測されている。 
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④歴史遺産 

  【原の辻遺跡】・弥生時代の遺跡としては、登呂遺跡(静岡県)、吉野ヶ里遺跡(佐 

         賀県)に次いで平成 12年 11月 24日に国内３カ所目の国特別史 

         跡に指定された。国内最大級の環濠集落として有名である。 

  ※その他にも多くの文化財があり、日本遺産「国境の島 壱岐・対馬・五島 

～古代からの架け橋～」の認定を平成 27年 4月 24日に文化庁より受けている。 

 

（２）壱岐市の産業 

①産業別就業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 → 就業者数は、農業、水産業が多く、第 3次産業に従事する人が半数以上である。 

 

②小規模事業者の現状 

 商 業 製造・工業 建設業 サービス業 観光業 合 計 

小 規 模 

事業者数 
５０２ １１８ １８８ ４３６ １９７ １,４４１ 

割  合 34.8% 8.2% 13.0% 30.3% 13.7% 100% 

壱岐市の商工業者数の推移・壱岐市の小規模事業者数の推移・業種別構成・増減） 

（上記表は平成 29 年 4月 1日現在） 

    
         （本会調べ）      （平成 29年 4月 1日現在）  

 → 壱岐市の商工業者数は、平成 29年と平成 18年を比べると、7.9％減、小規模事 

    業者数は横ばいである。商業・サービス業・観光業が半数以上を占めている。 

壱岐市産業別就業者状況（平成27年国勢調査産業等基本集計結果）

14,159 13,029
（単位：人）

総数 農林業 うち農業 漁業 総数 建設業 製造業 その他 総数 卸売・小売業 医療福祉業
宿泊業・飲食
サービス業

その他

2,657 1,721 1,698 936 1,945 1,250 683 12 8,427 1,793 1,899 748 3,987

20.4% 13.2% 13.0% 7.2% 14.9% 9.6% 5.2% 0.1% 64.7% 13.8% 14.6% 5.7% 30.6%

※割合は、就業者数に対する割合

労働力人口 就業者数

第一次産業就業者 第二次産業就業者 第三次産業就業者
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          （焼酎出荷量 壱岐市酒造組合調） 

                          （平成 28年長崎県消費者購買実態調査）                      

 → 商業・サービス業は、地元経済循環の要であるが、通信販売利用者の増加などに 

  より島内の購買力が減少している。 

 

③特産品 

  【焼 酎】・・・７社の蔵元があり、個性を活かし技術を競いながら造っている。

H28年度製造数量 2,220kl（全国 3％シェア）。「麦焼酎発祥の

地」として 1995（平成７）年、地理的表示の産地指定を受けた

ものの、2003年頃から出荷量が減少しつづけている。 

     （平成１９年比２９％減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （焼酎出荷量 壱岐市酒造組合調べ）  
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  【海の幸】・・・ウニ・サザエ・アワビ・剣先イカ・シビマグロ等をはじめとす

る海産物とその加工品。壱岐市水産加工品の出荷額は減少し続

けている。（平成 22年/平成 26年 28%減 長崎県商業統計） 

  【山の幸】・・・壱岐米、アスパラガス、苺等の農産物。 

  【壱岐牛】・・・神戸牛や松坂牛など全国銘柄牛の元牛になっているほど、その 

          肉質の良さには定評がある、第一級の国内黒毛和牛のブランド。 

④観光産業 

  博多港から高速船(ジェットフォイル)で約 1時間余、フェリーで 2時間 10分程の 

 好位置にあるレジャーの島として人気を博し、海水浴シーズンは島全体が賑わって 

 いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 → 近年は他の観光地との競合が激化しており、観光客数は平成 3 年をピークに観光 

消費額は、平成 8 年をピークに減少し、客数消費額とも平成 21 年から横ばいで 

推移している。客数、消費額においては、台風等の天候に左右され、来島できな 

くなり影響が大きい。（観光客数と観光消費額の推移）（観光統計より） 
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 → 月別入込客数は、8月をピークとして夏に偏っており 12月～2 月は大幅に減少 

   する。 

 

⑤壱岐市の商工業・小規模事業者の課題・問題点 

・水産加工業者、焼酎製造業者の製品はブランド力が弱く、出荷量や出荷額が低

迷している。 

  ・観光業において、冬場の観光客を獲得できていない。 

  ・商業・サービス業では、人口減少や消費の島外流出によって店舗数や各店の営

業力が低下しており、地元購買率の低下に拍車がかかっている。 

 

⑥壱岐市における産業振興策 

壱岐市では、第２次総合計画（平成 27年 4月～平成 32年 3月）の産業振興分野で

次の基本指針を掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

～産業振興で活力あふれるまちづくり～ 
【１】自然と共生し壱岐に根づく農業の振興 
【２】恵まれた資源の活用による水産業の振興 
【３】活気あふれる商業の振興 

      1)地域商業活性化の推進、企業創業支援、商店街の賑わい創出 
【４】壱岐の個性を発揮する地場産業の振興 

      1)ブランドづくり、農商工連携、6次化産業の推進、福岡都市圏への販路拡大 
【５】魅力ある観光の振興 

1)豊富な地域資源「しまの宝」、日本遺産を活用した交流人口増加 
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（３）壱岐市商工会の現状と課題 

  壱岐市商工会は平成 17年、旧４町が合併して設立。壱岐市唯一の総合経済団体及 

 び小規模事業者支援機関として経営改善普及事業を主に地場産業の育成、経営支援 

 に取り組んでいる。平成 27年から支所を閉所し、１箇所体制となったが、小規模事 

業者への支援サービスが低下しないよう積極的に巡回を行ってきた。支所閉所によ 

って少人数ではあるが高度指導への対応ができるようになった。税務相談では平成 

28年度実績で小規模事業者の 23％にあたる 337事業所に適正な申告を行うよう支援 

を行っている。また、個店のＰＲと売上増を目的に、島内消費者と観光客を対象と 

した一店逸品事業、バル事業を継続して取り組んできた。地域振興事業では、各町 

で開催していた商工まつり事業も 1本化によるスケールメリットを活かし、地域の 

にぎわい創出や、観光客の取り込みなど外貨獲得にも力を入れて、４年目の開催と 

なる。 

  島の基幹産業である漁業を中心とした水産加工業や焼酎製造業に対しては、物産 

 展への参加をすすめ、販路開拓を支援してきたが一部の業者の参加に留まった。観 

 光産業においては、宿泊施設のおもてなしに対する宿泊者の満足度調査による分析

など、観光業者への閑散期に対する指導が不足しているのが実情である。 

  このような中、商工会としては壱岐市の第２次総合計画に沿って、関係団体との 

ネットワークを構築し、基幹産業である水産業に対する支援、より以上の外貨獲得 

意識の醸成、創業支援体制の確立が課題となっている。 

 

（４）中長期的な振興のあり方 

  島内の少子高齢化が加速する中、活力溢れるまちを目指すため、豊かな地域資源

を利用した特産品の島外販売、日本遺産や食による四季の観光振興によって島外か

らの外貨を獲得しつつ、創業や地元商業の活性化によって地元購買率が向上するこ

とを長期目標とする。 

  ①地域資源を活用した商品のブランド化 

新たな需要の開拓、販路開拓とともに、関係機関と連携して、新たな商品開

発を支援し、従来からの物産展や新規物産展や、商談会によって福岡や首都

圏でのブランド化を図る。 

 

②観光産業の活性化 

壱岐の食・歴史・自然の魅力を発信し、冬期の閑散期の集客を増やし、年間

を観光客数の増を推進し、観光産業の売上増をはかる。 

 

  ③小規模事業者の経営力強化 

顧客のニーズを的確に把握し、関係機関と連携して各種施策を活用しながら

経営改善・販路開拓に繋げる。 

 

④創業・事業承継による雇用確保と新展開 

国境離島新法制定に伴い、雇用の創出、創業支援が増加傾向にある。意欲あ

る創業者や後継者が、新規事業や、既存事業を拡大することによって、島内

の雇用確保や新規事業参入が活発に行われる。 
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（５）経営発達支援事業の目標・方針 

 目標１ 地場産品を扱う水産加工業者・壱岐焼酎製造業者の都市圏売上高の向上 

 

 方針  製造業者（水産加工業者・焼酎製造業者）の商品について、壱岐市外への

販路拡大に取り組み、情報発信による需要開拓・商談会・展示会で成約に

結び付けることによって、知名度アップを図る。そして、徐々に積み上げ

た知名度を活かし、ブランド化が実現するよう支援を行う。 

 

目標２ 観光業における閑散期（冬期）の売上高の向上 

 

 方針  冬の美味しい「海の幸」「山の幸」を壱岐市外へＰＲすることによって、 

     観光業における閑散期の顧客取り込みを図り、売上高の向上を実現する。 

     また、冬期の売上高の向上の結果、設備更新・サービスの向上が促進され 

     るため、顧客満足度アップが期待できるように支援を行う。 

 

目標３ 商業サービス業における個社の集客数と売上高の向上 

 

 方針  巡回による事業者ヒアリングにおいて、個社が抱える課題・地域が抱える 

     課題ならびに消費者ニーズに適合した売れ筋商品を把握する支援を行う。 

     また、個社の事業戦略策定や創意工夫を実行・実現化させることによって、 

     地元購買率の向上を目指す。 

 

（目標達成へ向けた方針） 

  ①製造業者（水産加工業者、焼酎製造業者）の商品について、壱岐市外への販路 

  拡大に取り組み、情報発信による需要開拓、商談会、展示会で成約を実現するこ  

  とで知名度が向上し、ブランド化が実現する。 

 

   ②冬のおいしい「海の幸」「山の幸」をＰＲすることで、観光業における閑散期の

顧客の取り込みをはかり、売上高の向上を実現する。 

 

    ③商業サービス業における消費者ニーズ、売れ筋商品等を把握することで、個社の

事業戦略策定、創意工夫を実行・実現化し、地元購買率の向上を目指す。 
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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】 

   ■本事業の目的 

  地域の経済動向（外部環境の変化）をマクロ的に読み取るため、各機関等 

 が発表する情報を集めて整理したうえで、小規模事業者へ情報提供や事業計 

 画策定支援・実施支援に活用することを目的とする。 

 

   ■現 状 

    (1)現在取り組んできた内容 

      ①中小企業景況調査・小規模企業動向調査 

     ②管内企業の状況報告・消費税率引き上げに関する調査 

     ③経済センサス・商業統計調査・消費者購買実態調査への協力 

    

    (2)情報収集の方法・提供 

      経済動向調査は、受動的なものに留まっており、経営支援時に都度情報を 

        集しているが、定期的な情報収集は行っていない。また、提供方法につい 

        ては、情報誌等への掲載はあるが不十分である。 

 

   ■課 題 

    (1)小規模事業者等への経済動向の提供は、あまりなされていない状況であり 

        一部提供したとしても事業者へ具体的分析と補足説明を伴わない資料の提供 

        に留まり、有効活用されていない状況である。 

 

    (2)現在把握しているデータは金融機関のレポートなど限定的なものであり、 

        小規模事業者の経営支援における基礎資料として十分活用されているとは言

えず、壱岐の実情や小規模事業者の経営規模に則した資料を活用していない 

    ないことが課題である。 

   

■本計画において取り組む内容（内容・目的・目標） 

    (1)管内の経営者意識・ニーズ調査 

     管内全商工業者の、ｱ)顧客動向、ｲ)会社の財務状況、ｳ)経済動向、ｴ)顧客 

        ニーズの４点を中心に、年に１回調査を実施する。 

      目標：毎年１回実施する。              （回） 

現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

１ １ １ １ １ １ 
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   (2)消費者の魅力度アンケートの実施 

         管内全商工業者に対して住民が求めるサービスなどのアンケートを実施。 

    個店の魅力、消費者にとって利用し易いお店か（営業時間）などの調査を 

２年に１回実施する。 

      目標：２年に１回実施する。             （回） 

現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

１ １ ０ １ ０ １ 

 

     (3)長崎県消費者購買実態調査 

      長崎県商工会連合会が3年に1回実施している消費者購買実態調査の消費者 

    動向の推移を把握し、管内地区に合わせた加工をして小規模事業者への外部 

        環境資料とする。 

    調査報告から、商品群と買い物場所をクロス集計されたデータを時系列集計  

        ・加工し、地域内の消費者の買い物行動の変化を小規模事業者へ情報を提供 

    する。管内の消費行動の変化を時系列で把握することで、小規模事業者の外 

    部環境資料として需要開拓に活用する。 

     目標：3年に1回実施する。             （回） 

現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

１ ０ ０ １ ０ ０ 

 

     (4)業種ごとの景気動向調査 

       各業種から、２０事業所を選別し、業種ごとの景気動向調査（取引状況、 

        売上動向、販売先状況、財務状況）を１年に１回実施する。 

      目標：１年に１回実施する。             （回） 

現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

１ １ １ １ １ １ 

      

   (5)各種調査情報の提供 

   ①全国商工会連合会実施の小規模企業動向調査（毎月１回） 

   ②長崎県商工会連合会実施の中小企業景況調査（四半期に１回） 

     目標：上記調査をもとに、小規模事業者へ分かりやすく、見やすい 

      チラシ形式にして四半期に１度提供する。     （回） 

現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

０ ８ ８ ８ ８ ８ 

  

 



- 10 - 

 

 

 (1)～(4)の調査結果から収集した情報は、小規模事業者が活用し易いように、エ  

    クセル等で業種別に整理分析を（表・グラフ・図化）随時行い、年6回の商工会 

    会報誌、講習会、セミナー、ホームページなどで随時提供を実施する。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

    ■本事業の目的 

         小規模事業者の持続的発展に向けて、自助努力による経営力向上・経営力 

    強化を図ることを目的に、経営指導員を中心に組織全体で、巡回に取り組み、 

        小規模事業者の経営状況をヒアリングし、経営資源の実態を把握・整理し、 

 経営分析及び分析内容の提供を行うことを目的とする。 

 

   ■現 状 

      小規模事業者等への経営分析結果の提供は、これまで記帳代行を中心とし

た事業者への提供が限られており、加えて金融支援の一環としての活用に留

まっている状況である。 

 

     ■課 題 

     (1)小規模事業者に対しての財務分析データを、十分に事業計画策定に活用さ  

        せていない点が改善課題である。 

 

     (2)現在の巡回訪問においては、金融、税務、労働、記帳など直面する問題に  

        対しての巡回にとどまっており、経営分析は限定的な提供だけに終始し、抜 

    本的な経営改善に活用されていないことが課題である。 

 

      ■本計画において取り組む内容（内容・目的・目標） 

   （対象事業者の選定） 

     これまで取り組んできた支援内容から、経営指導員の今までの支援先、「ネ 

    ットde記帳」を利用している記帳代行先、金融斡旋先、税務申告相談者、ま 

    た、過去の各種調査等を通して対象事業者を選定し経営分析を行う。また、 

    管内の幅広い商工業者にも普及をさせ、経営分析を行う。 

 

   （経営分析の内容・手法） 

  (1)経営状況の実態把握 

       企業情報（取扱商品・取扱サービス・技術・ノウハウ・顧客・販売先・ 

         取引）、財務情報を把握するため、経営実態把握シートを「ツール」と 

         して作成する。このシートを使って、対象事業者の聴き取り調査を行う。 

  分析項目 内  容 

商品・製品状況 取扱商品・商品別売上高分析・顧客・販売先・取引

先の把握 

技術・ノウハウ 独自・特異技術、知的財産 
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従業員数 従業員数について聞き取りを実施 

後継者 後継者の有無について聞き取りを実施 

設備状況 設備状況についての聞き取りを実施 

 

    (2)経営状況・強み・弱み分析（ＳＷＯＴ分析） 

          経営実態把握シートにてヒアリングした情報をもとに、内部環境と外部環 

         境要因分析をし、小規模事業者の強みと弱みを見つける。ＳＷＯＴ分析の 

         結果から導かれた、事業者の強みを活かして、事業計画策定の重点項目と 

         して活用する。 

 プラス要因 マイナス要因 

内部環境 強み 弱み 

外部環境 機会 脅威 

 

       (3)財務状況の分析 

          収益性・効率性・安全性・損益分岐点分析と利益計画 

     必要に応じて外部専門家を交えた課題の抽出・解決策の提案指導を行い、 

        詳細分析を依頼し、「長崎県の統計年鑑」などの業種ごとの比較分析を 

        行う。 

 

         （経営分析の標準指標） 

        ・収益性 

売上総利益率  ＝売上総利益／売上 

    営業利益率   ＝営業利益／売上 

    経常利益率   ＝経常利益／売上 

         ・効率性 

       売掛金回転率  ＝売上／売掛金 

    棚卸回転率   ＝売上原価／棚卸資産 

    買掛金回転率  ＝売上原価／買掛金 

    総資産回転率  ＝売上／総資産 

               ・安全性 

    流動比率    ＝流動資産／流動負債 

    当座比率    ＝当座資産／流動負債 

固定比率        ＝固定資産／自己資本 

自己資本比率    ＝自己資本／総資本 

                ・損益分岐点と利益計画 

変動費率＝売上原価／売上高 

損益分岐点売上高＝固定費／（１－変動費率） 

 

             経営実態把握シートの取りまとめと財務データは、全国商工会連合会

「小規模企業経営支援情報システム」、「経営分析システム」、中小 

 



- 12 - 

 

 

              機構「財務自己診断システム」、日本政策金融公庫「財務診断サービ

ス」等を活用する。 

 

    (1)経営指導員を中心とした巡回・窓口による経営分析の実施 

      経営指導員を主とした巡回・窓口相談を行い、経営分析を経営支援のきっ   

        かけツールとして実施する。 

       目標：経営分析件数                 （件数）  

 現 状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

分析件数 ２８４ ２９４ ３００ ３１０ ３３０ ３５０ 

      

       (2)経営分析セミナー・相談会の開催 

      経営分析に特化したセミナーで、小規模事業者全部を対象として呼び掛け 

        経営分析への興味と自主的に経営分析ができることを目的としたセミナー 

        を開催する。終了後個別相談会を開催し、個別相談対応事業者を対象に経営 

        分析を行う。 

目標：毎年、上半期・下半期に４地区で１回ずつ開催。 

（回、事業者数） 

 現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー回数 １ ８ ８ ８ ８ ８ 

参加者 １５ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ 

      経営実態把握シート・ＳＷＯＴ分析から抽出した経営課題と財務 

データの分析結果をエクセルで加工し、地域の経済動向調査・需 

要動向調査の分析とあわせて事業計画策定支援・事業計画策定後 

の実施支援で活用する。 

 

    ■事業実施の効果 

    (1)壱岐市内の経済動向とあわせて、自社のポジショニング、克服すべき課題  

        等を明確にし、小規模事業者がおかれている外部経営環境、内部資源を明ら 

        かにすることが可能となる。 

 

    (2)タイムリーかつ小規模事業者の経営課題解決に直結するセミナー開催、伴 

        走型経営支援により、小規模事業者の経営改善に対する機運を高めることが 

        期待できる。 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   ■本事業の目的 
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      事業者の経営課題を解決するため、上記１．経済動向調査、２．の経営分

析、下記５．の需要動向調査等の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び長崎

県商工会連合会、よろず支援拠点等とも連携し、伴走型の指導・助言を行い、

小規模事業者の事業の持続的発展を図る。また、事業主の高齢化に伴う廃業

が多い中、新規の事業を行う小規模事業者の育成も図る。 

 

   ■現状と課題 

    (1)これまでの小規模事業者への「事業計画」策定支援は、事案が生じた時の 

        実施に留まっている状況であり、商工会はどちらかといえば受動的な取り組 

        みとなっている。 

 

    (2)現在は金融・税務・労務など対症療法的支援が中心となっており、経営理 

        念や方針等の抜本的段階に踏み込んだ提案型支援ができていない。 

 

    (3)事業計画に関するセミナー、定期的な個別相談会は開催していない。 

 

    (4)事業計画策定に関するアプローチによる意識啓発が実施されていない。 

 

    (5)現在も、創業者の創業相談に継続的に取り組んでいる。 

 

   ■本計画において取り組む内容（内容・目的・目標） 

    (1)事業計画策定セミナー・個別相談会の開催（対象者：経営分析を行った人） 

    需要予測を図る上で、重要な事業計画の策定に興味をもってもらい、セミナ 

        ー終了後に開催される個別相談会で、事業者にヒアリングし、事業計画策定 

        へ導く。 

 目標：毎年、上半期・下半期に１回づつ開催。参加事業者数で目標設定。                

（回、事業者数） 

 現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

開催回数 １ ２ ２ ２ ２ ２ 

参加事業者数 １０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

 

    (2)事業計画策定の支援 

      巡回指導、経営分析、セミナーで意識が高まった事業者の、計画的な経営、 

     売上高の増加、経費削減、収益安定を目指すための計画を立てる。 
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     目標：経営分析を実施した事業者において実施する。        （件数） 

 現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画

策定件数 
９６ １００ １１０ １２０ １２０ １２０ 

 

    (3)創業セミナーの開催で、創業予定者の事業計画策定支援の実施 

          創業予定者を支援することは、商工会にとって、伴走型支援をするうえで 

    重要であり、また、小規模事業者を育成するうえでも必要不可欠であるため、 

創業支援セミナーを開催する。 

     目標：毎年１回開催する。創業予定者において実施する。 

 （回、事業者数） 

 現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業セミナー（回数） ０ １ １ １ １ １ 

出席者（人） ０ １５ １５ １５ １５ １５ 

創業計画策定数（件数） ５ ５ ５ １０ １０ １０ 

      ■事業の実施効果 

      小規模事業者の現状と課題を把握し、自社の方向性を見出し、目標を数値 

        化で確認することができる。また、経営の見直しや需要の堀おこしの取り組 

        みを経営数値に落とし込んだ計画と実績のギャップについて解決策を講じる 

        ことができる。 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   ■本事業の目的 

      事業計画策定後も随時新しい情報を提供、また、四半期に１回、進捗状況

等を確認する事によって、伴走型の指導・助言を行いフォローアップする。 

 

   ■現状と課題 

    (1)これまで小規模事業者への「事業計画」実施後の支援は、作成段階までに  

        留まり、十分なフォローアップができていなかった。 

 

    (2)金融相談、補助金申請相談においても、申請書づくりまでに留まり、抜本 

        的な事業計画策定はもとより、その後の十分なフォローアップ等ができてい  

    なかった。 

 

    ■本計画において取り組む内容（内容・目的・支援方法・支援頻度） 

       事業計画策定後のフォローアップ相談会の実施。 

     事業計画を策定したまま放置しないように、四半期に１回フォローを行う相 
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        談会を実施。評価指標と目標を定めＰＤＣＡサイクルを回し、計画と達成度  

        の乖離を検証する。計画通り実行できていなければ、改善の方法を事業者と 

    一緒に考え、実施の支援を行う。専門的な課題には専門家派遣等も検討する。

また、発達支援資金、経営革新、経営力向上計画、各種補助金の申請へも 

    つなげる。 

     目標：事業計画策定事業者と創業計画策定者へのフォロー回数。 

四半期に1回。2年目の事業所は半期に1回               

                                  （回数） 

 現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定者 １００ ４００ ４４０ ４８０ ４８０ ４８０ 

創業計画策定者 ５ ２０ ２０ ４０ ４０ ４０ 

   ■事業実施の効果 

     (1)事業計画の進捗状況確認と持続的な巡回訪問でのフォローアップにより、  

        小規模事業者のPDCAサイクルへの取り組みを定着させ、新商品・サービス、 

        新事業発掘につなげることが期待できる。 

 

     (2)創業・第二創業後の支援においては、巡回訪問時の税務・金融相談といっ  

        た基礎的支援に加え、専門的な相談業務にも積極的に取り組み、個別のフォ 

        ローアップにより、創業・第二創業時の困難を乗り切ることが期待できる。 

  

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】    

   ■本事業の目的 

     小規模事業者に対して、買い手のニーズを踏まえたマーケットインの考え

方を浸透させるため、商品又は提供する役務の需要動向調査を行う。 

 

     ■現状と課題 

     これまでは個社に特化した需要動向調査は行っておらず、日々の指導の中 

    で新聞等で収集した情報を、個々の職員が、それぞれ経営支援に利用してい 

       るのが現状である。既存店の品揃え、サービス等の分析もせず、具体的な商 

       品、製品、サービス戦略もないまま個社に特化した需要動向調査も実施、活 

    用していない。そのため、市場のニーズを把握して、商品・サービスの開発 

を支援することが課題である。 

 

    ■本計画において取り組む内容 

    (1)水産加工品・壱岐焼酎の物産展に来店される顧客アンケート調査 

     いかや魚の干物などの水産加工品、うに、さざえ、あわびなどの海産物、 

    壱岐焼酎など壱岐市の地域資源を取扱った製造業を支援し、壱岐市商工会が 

物産展来場者に対してアンケート調査を実施する。 
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       アンケート調査は、物産展期間中に実施する。調査内容は、回答者の属性 

        （年代、性別）、来店動機、消費金額、消費者の商品への要望をヒアリング収 

集する。収集したアンケート情報は、商品（水産加工品・海産物・壱岐焼酎） 

ごと、物産展（地域別）ごと、個社ごと、顧客の年代別ごと、季節ごとに、 

集計分析を行う。集計分析は、専門家・調査機関に委託する。物産展に参加 

した製造業者（実事業者１５社、のべ４２事業者）に対して集計分析結果を 

壱岐市商工会が個社に応じた報告書を物産展ごとに策定し、巡回窓口指導時 

にフィードバックし、事業計画策定や販路開拓、新商品開発へ活用する。 

 

 ・調査対象物産展及びアンケート回収数  

物産店名 開催場所 開催時期 回数 回収数 事業者数 

壱岐団地物産展  福岡市 ４月 １回 １１０※１ １１ 

木の葉モール物産展 福岡市 ６、９、２月 ３回 ２７０※１ ９ 

地場産品中元セール 壱岐市 ７、１２月 ２回 １４０※１ ７ 

博多駅前物産展 福岡県 ８月 １回 １００※２ １０ 

日本橋長崎館 東京都 １０月 １回  ５０※２ ５ 

合   計   ８回 ６７０ ４２ 

 ※１回収数は既存の物産展については平成２８年度出店業者数×１０名で算出 

   新規の物産展※２については、予想出店者数×１０名で算出 

   ※物産展ごとに、事業者の主力商品１品目を対象に１０名の回答を得る。 

   ※事業者数合計はのべ事業者数で、実事業者数は１５社。  

      

    (2)宿泊に来られた観光客向け宿泊者アンケート調査 

  宿泊業は、夏をピークにそれ以外の季節は観光客が減少する傾向がある。 

     宿泊客を対象に、リピーターにつながるようにアンケートを実施する。 

       調査内容は、回答者の属性（年代、性別）、宿泊動機、宿泊数、宿泊施設へ 

    の改善要望点、満足度合い。 

調査対象施設は、市内の宿泊施設（旅館４社、民宿４社、ホテル２社）を 

       対象とする。調査サンプル数は、１社あたり２０人をとる。調査は年間２回 

      （７月～８月、１２月）行う。調査したデータは、宿泊施設、季節、顧客（年 

   代別）ごとに集計分析を実施する。 

     調査は、お客様へ宿泊業者が直接聞き取る方法によりアンケートを実施し、 

       壱岐市商工会が、宿泊施設を支援するため、集計分析を調査機関へ委託する。 

    個社に応じた調査報告書を作成し、巡回窓口指導時に、個社（旅館４社、民 

    宿４社、ホテル２社）へフィードバックし事業計画策定や販路開拓、新たな 

       サービス提供のために活用する。 
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 （目 標）                           

目   標 
現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

水産加工品・壱岐焼酎の物

産展に来店される顧客アン

ケート調査人数（延人) 

０ 670延人 670延人 670延人 670延人 670延人 

水産加工品・壱岐焼酎の物産

展に来店される顧客アンケー

ト調査結果提供企業数（社） 

０ 15社 15社 15社 15社 15社 

宿泊に来られた観光客向

け宿泊者アンケート調査人

数（人） 

０ 400人 400人 400人 400人 400人 

宿泊に来られた観光客向

け宿泊者アンケート調査結

果提供企業数（社） 

０ 10社 10社 10社 10社 10社 

 

     ■事業実施の効果 

        小規模事業者に対して、各種動向調査をもとに分析しフィードバックする 

        ことで、 売れ筋商品等の把握ができ、買い手のニーズを踏まえたマーケット 

        インの考え方を浸透させることで、顧客への提案や新商品・新サービス開発、 

        販売促進に活用できるため、サービスや売上向上が期待できる。 

  

 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】 

   ■本事業の目的 

      小規模事業者が直面する最大の課題である需要の創造や掘り起こしに向

け、各種団体が推進する展示会、商談会等への出展、観光関連向けチラシ 

作成、ＩＴ活用を通じた販路開拓を行い、多様な顧客のニーズに合った商 

品・サービスを提供・発信する機会を増大させるために行う。 

 

   ■現状と課題 

      小規模事業者に対する販路開拓については、壱岐市や壱岐市観光連盟と連

携し、福岡県福岡市や豊津市で物産展を開催。また、長崎県商工会連合会主

催の離島巡回商談会で、東京の百貨店からバイヤーを招いて地元産品につい

て商談会を行い、関東地区の販路開拓を行っている。しかしながらすべての

小規模事業者が商品開発を行っても、単独での商談会や物産展へ参加する機

会が少なく、商品の販路拡大が出来ていないため、小規模事業者に対して商

談会、物産展へ参加する機会を与えることと、販路拡大の機会をあたえるこ

とが課題である。 

 

   ■本計画において取り組む内容 

     需要動向調査で支援した水産加工業者、壱岐焼酎製造業者、宿泊業者合計 

    ３５社（水産加工業者８、焼酎製造業者７、宿泊業者１０、飲食業者１０) 
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    に対して、商談会・物産展への参加支援並びに観光業のための販路開拓支援 

    を行う。 

 

   （事業内容） 

    (1)都市部（福岡市等）での物産展の開催、参加支援  

     需要動向調査で支援した水産加工業者８社、壱岐焼酎製造業者７社、宿泊 

    業者１０社、飲食業者１０社に対して支援を行う。 

商工会が主体となり壱岐市、壱岐市観光連盟と連携して、都市部での水産 

加工品、海産物、壱岐焼酎など地域資源を求める一般消費者を対象に実施を 

する。平成28年に、福岡市の博多駅前で開催された壱岐市主催の展示販売会 

では、期間中合計２，０００人の来場と、９社合計で約２５６万円の売り上 

げであった。今後は、前述した「５．需要動向調査に関すること」で実施し 

た調査結果をもとに価格設定・パッケージ・消費者の商品への要望等につい 

て専門家を活用し、消費者の購買意欲を高める商品改良の支援を行っていく。 

 また、告知方法や、テーブルコーディネートの専門家を招き展示レイアウ 

トに改善を加えることで来場者数増加、売上増を図っていく。 

 

    (2)百貨店バイヤー等との個別商談会の開催、参加支援 

     需要動向調査で支援した水産加工業者８社、壱岐焼酎製造業者７社、宿泊 

    業者１０社、飲食業者１０社に対して支援を行う。 

     上記(1)の展示販売会時に、百貨店などのバイヤーも招き、マッチングする

ことで新たな販路開拓につなげるとともに、成約率を高めることが出来るよ

うに個別商談会を実施する。 

    ※個別商談会・・・出展者ごとに今後の販路についての要望を調査し、展示

販売会会場に個別商談ブースを設けて予約型の個別商談

会を行う。事前にバイヤーからの要望について聞いた上

で、事務局にて商談先のマッチングを行う。バイヤーに

は商談だけでなく、今後どのようにすれば売れる商品と

なるか、消費者ニーズはどの様に変化しているか等情報

提供いただき、商品改善に繋げることを目的に開催する。 

 

    (3)全国商工会連合会や長崎県商工会連合会主催の商談会への出展支援 

     需要動向調査で支援した水産加工業者８社、壱岐焼酎製造業者７社、宿泊 

    業者１０社、飲食業者１０社に対して支援を行う。 

     全国商工会連合会や長崎県商工会連合会の商談会開催時には、対象とする

域内事業者へ積極的に出展参加するよう案内しているが、小規模事業者の中

には大手バイヤーとの取引は困難であると出展参加する前にあきらめている

事業者も多いのが実情である。全国商工会連合会や長崎県商工会連合会主催

の商談会は、平均して４０人近いバイヤーの参加があり、小規模事業者が自

社の商品を提案する絶好の機会である。今後は、小規模事業者へ出展する機 
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    会を随時情報提供するとともに、出展前の事前研修、陳列や商談手順、商談

後のアフターフォローなど伴走して指導することによって、参加事業者数を

増やしていく。 

 

 (4)商談会・物産展参加事業者へ事前支援・現地支援・事後支援の実施 

  需要動向調査で支援した水産加工業者８社、壱岐焼酎製造業者７社、宿泊 

 業者１０社、飲食業者１０社に対して支援を行う。 

 

      上記(1)～(3)の参加事業者に対しての事前支援と事後支援を徹底する。 

 事前支援の内容としては、壱岐市や壱岐市観光連盟と連携し、外部の専門 

家等を活用して、事前セミナーの開催（年間２回）を行い、バイヤーの視点 

などの講習を受ける。 

※事前セミナー・・・出展にかかる準備・心構えなどに関するセミナーや 

集客をはかるためのブースディスプレイセミナー 

現地支援の内容としては、現地指導を実施し、商談会等の対応の仕方に 

 ついて支援を受ける。 

※現地指導・・・専門家を活用した、ブースディスプレイ指導や、商談時 

に一緒に専門家に同行してもらい、商談の仕方や接客の 

仕方などの成果確認をして、今後につながるよう指導を 

行う。 

事後指導の内容としては、商談会終了後に、商品評価のモニタリングを行 

い、商品の評価を受け改善点について指導を受ける。また、商談会等の後の 

対応の仕方について、事後指導を受ける。 

また、小規模企業施策の情報提供（需要動向で支援した事業者を中心に、 

    随時施策情報を提供）を行うことで商品化・販路開拓に向けた支援を行う。 

 

(5)観光業（宿泊業・飲食業）のための販路開拓支援 

     観光に関連した宿泊業（１０社:旅館４社、ホテル２社、民宿４社）、飲食 

業（１０社：観光客人気のある地元食材を使った料理を提供する飲食業者）を

対象に、お客様向けチラシのデザイン等専門家を派遣して、チラシ作成などの

個社支援を行う。お客様向けチラシは、行楽シーズンである10月、11月に来島

頂けるように９月に１回、また閑散期（冬期）への顧客の取り込みのため1月

と計２回、福岡市の折込会社を通じて行う。また、現在実施している福岡市壱

岐団地物産展で１回、福岡市西区木の葉モール物産展で３回と、新たに行う福

岡市博多駅前物産展、日本橋長崎館とあわせて６回、計10,000部の配布を行う。 

     チラシの内容は、事業者の名称、サービスの内容、所在地、事業者独自の商 

品・サービスの強みなどを記載したものを作成する。 

 

    (6)情報発信による新たな需要開拓の支援（ＩＴ活用支援） 

     販路開拓に取り組む需要動向調査で支援した水産加工業者８社、壱岐焼酎製 
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       造業者７社、宿泊業者１０社、飲食業者１０社に対して支援をするため、福岡 

       市などの都市圏において新聞社、放送局等に事業者の主力商品などの情報提供 

       をするとともに、ＩＴ（ホームページ更新・ＳＮＳ等の構築推進・セミナー） 

       を活用した小規模事業者の情報発信を支援する。特に、ＩＴを活用した個社の 

       販路開拓支援については、前述の３５社の主力商品を全国商工会連合会が運営 

    するＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」や長崎県商工会連合会が運営する「う 

       まかもんカタログ」、全国商工会連合会の「ＳＨＩＦＴ」への登録を支援し、 

       自社で商品登録ができるように、需要開拓に努める。 

    ※「ニッポンセレクト.com」全国商工会連合会による公式インターネット通販

サイトであり、全国の中小企業・小規模事業者から募った約9,000アイテムを

現在インターネットにて全国販売を行っている。 

    「うまかもんカタログ」長崎県内各地域の商工会会員事業者による地域情報  

       発信型インターネットショッピングモールであり、長崎県内の特産品を紹介す

るサイトである。 

    「ＳＨＩＦＴ」全国商工会連合会連合会によるホームページ作成システムで

あり、自社ページを更新することによって、地域情報に瞬時に掲載が可能とな

る。また、商工会・県連合会サイトにも同時掲載されるため、宣伝の場が一気

に拡大できる。 

 （目 標） 

目   標 
現状 

(28年度) 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

物産展開催回数 

物産展参加事業者数 

物産展会場来客数（人） 

出展者売上合計額（万円） 

６回 

１５件 

7,500人 

850万円 

８回 

１７件 

8,500人 

900万円 

８回 

１９件 

8,500人 

950万円 

８回 

２０件 

9,000人 

1,000万円 

８回 

２０件 

9,000人 

1,000万円 

８回 

２０件 

9,000人 

1,000万円 

商談会開催回数 

商談会参加事業者数 

商談件数 

成約件数 

１回 

５人 

５件 

２件 

２回 

１０人 

１０件 

５件 

３回 

１５人 

１５件 

６件 

３回 

１５人 

１５件 

７件 

３回 

１５人 

１５件 

８件 

３回 

１５人 

１５件 

１０件 

セミナー開催回数 

セミナー参加者事業者数 

２回 

１６件 

２回 

２０件 

３回 

３７件 

３回 

３７件 

３回 

３７件 

３回 

３７件 

観光関連チラシ配布枚数 

観光関連チラシ配布件数 

来店者増大事業者数 

0枚 

0件 

0件 

10,000枚 

５件 

５件 

10,000枚 

５件 

５件 

15,000枚 

10件 

10件 

15,000枚 

10件 

10件 

15,000枚 

10件 

10件 

ＩＴ活用サイトの登録事業者数 
 

ＩＴ活用サイトの登録によって 

売上来店客数が増加する事業者数 

２０件 
 

１６件 

３０件 
 

１０件 

３５件 
 

１５件 

３５件 
 

１５件 

３５件 
 

１５件 

３５件 
 

１５件 

  

  ■事業実施の効果 

     資本力、人材、商品力、販路開拓のノウハウに乏しい小規模事業者が各々 

    個別で販路開拓に取り組むのは、現実にはハードルが高く厳しいものがある。 
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    小規模事業者が集まり、そこに商工会、行政機関、他の支援機関が、セミナ 

    ーの開催、専門家派遣を行い、商品のブラッシュアップをはかること、また、 

    専門家のノウハウなど有益な情報を提供することは、商品開発や販路開拓に 

    おいてのハードルを低くし、需要開拓に結び付く実現性が高まる。また、商 

工会が、展示会等の前から後までのワンストップの支援をすることで、小規 

模事業者が直面する最大の課題である需要の創造や掘り起こしに向け、多様 

な顧客のニーズに合った商品・サービスを提供・発信する機会を増大させる 

効果が見込まれる。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

      関係団体との地域活性化協議会の開催 

   ■現状と課題 

      小規模事業者の経営の改善発達は、地域経済の活性化と一体となって図っ  

        ていく必要があるが、現在、商工祭り等イベントごとに準備のための会議は 

        開催しているものの地域活性化にかかる会議等を開催していない。壱岐市の 

        関係機関が地域の課題を共有できていない。 

     

   ■本事業について取組内容 

       商工会が事務局となり、壱岐市観光商工課、長崎県壱岐振興局、壱岐市観 

        光連盟、ＪＡ壱岐市、壱岐市漁業協同組合長会、十八銀行壱岐支店、親和銀 

    行壱岐中央支店、地域婦人会、公民館連絡協議会、壱岐島内外有識者とで地 

    域活性化協議会を発足、毎年３回開催する。水産加工業者、焼酎製造業者、 

    観光業者の売上高向上、小規模事業者、地域住民の所得向上を目的に、現状 

    と課題、各団体として取り組むべきこと、共同で取り組むことを協議して、 

    今後における当地域の活性化の方向性を検討し、以下の３つの事業を中心に 

    協議会を開催する。 

  

(1)地域のブランドづくり・情報発信事業 

         ６次化産業、農商工連携ファンドの取り組みを増加させ、ＰＲする方策を 

       検討する事業。 

         水産加工業、焼酎製造業のＰＲ（テレビＣＭや雑誌広告、交通広告）を福 

       岡、長崎などの都市圏で実施するために実施し、壱岐市商工会が壱岐市観光 

       連盟と連携して、地元小規模事業者の情報発信・発表の場を支援して活性化 

       につなげる。 

 

(2)壱岐市観光アピール事業 

         壱岐市の交流人口を増加させる方策を検討する。 

       壱岐市の閑散期の交流人口を増加させるために、壱岐市、壱岐市商工会、壱 

       岐市観光連盟と連携して、旅行代理店を活用して冬季モニターツアーを実施 

       し、交流人口の増加を実現する。 
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(3)壱岐市商工まつり事業 

      壱岐市は、第２次壱岐市総合計画における、「活気あふれる商業の振興、  

     地域商業活性化の推進、企業創業支援、商店街の賑わい創出」を掲げて壱岐 

    市の商工業の育成を目指している。壱岐市商工会も「壱岐市商工まつり」を 

       主催し、壱岐市の商業・サービス業・製造業を中心に商工業の育成に繋げる 

       ことを目標とする。各組織及び事業者と意識の共有を図り、地元の地域活性 

    化の方向性について検討、協議し、イベントを開催する。また、地域住民に 

    対して地域の物産品をＰＲするとともに、にぎわいを創出する。 

 

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 

     (1)経営発達支援計画を推進する中で商工会事務局の役割は重要であり、小規   

        模事業者の信頼を得て伴走型支援を高めるには、既存スタッフの専門知識習          

    習得や情報収集力強化等の資質向上が不可欠である。 

 

     (2)全国商工会連合会や長崎県商工会連合会をはじめとする関連組織や、各種   

        支援機関との連携を促進させるネットワーク構築により、外部スタッフや情 

        情報およびノウハウ等を活用する取り組みが不可欠である。 

 

     (3)地元関係機関との定期的な会合が開催されていなかったために、情報の収 

    集が後手になっていた。定期的な会議開催を行うことが必要である。 

 

   ■現状課題を克服するための事業 

    (1)「関係機関合同会議」の開催 

      壱岐市内の支援機関である親和銀行壱岐中央支店、十八銀行壱岐支店、壱   

        岐市観光商工課、長崎県壱岐振興局、壱岐市観光連盟による、小規模事業者 

        支援に重点をおき会議を年に３回開催する。各機関が有する小規模事業者の 

    者の動向、補助・助成制度、金融制度、専門家派遣制度等の情報を共有して 

    各機関のノウハウを生かし、効率的に小規模事業者への伴走型支援を実現す 

    るために実施する。併せて、各機関が実施する、販路開拓にかかる商談会、 

    販促セミナー、展示会などを活用し、合同での取組により、小規模事業者の 

    売上高向上を目指す。 

 

 (2)「壱岐市商工会金融懇談会」の開催 

      日本政策金融公庫長崎支店管内の経済動向、ニーズ等の調査、支援制度の情 

    報交換を目的に会議を年に２回開催する。経営指導員、経営支援員等は全員 

    参加とすることで、情報共有をはかる。壱岐市商工会の管内を管轄する日本 

       政策金融公庫長崎支店からの経済動向、県内、全国の新たな取り組み事例、支 

    援制度の情報交換を行うことで、巡回指導等の経営支援の際に活用が出来る。 
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   (3)「行政との懇談会」を開催する。 

        壱岐市（市長・観光商工課）と商工会（正副会長等）とで情報連絡会議を開 

  催する。壱岐市の総合計画、壱岐市の小規模事業者の諸問題を解決し、小規 

  模業者の売上高向上をはかるための対策を立案実施する懇談会を年１回開催 

 する。 

 

     (4)「長崎県離島地区小規模事業者活性化会議（仮称）」を開催する。 

         新上五島町・五島市・対馬市・壱岐市の４つの離島地区商工会で構成し、離 

       島地区商工会間で情報交換を行い現状課題、離島の抱える問題を共有して支 

    援力向上につなげることを目的に年１回開催する。 

 

  (5)「外部有識者との情報交換会議（仮称）」を開催する。 

     経営発達支援の事業で、小規模事業者の実態を把握した商工会職員が、外部 

   有識者として、支援のプロである長崎県よろず支援拠点との情報、ノウハウの 

  交換を実施。小規模事業者の実態把握により、問題点解決の糸口をはかるため 

   外部有識者である長崎県よろず支援拠点の支援を受け、売上高向上策のノウハ 

  ウを支援に生かすことを目指し、年１回開催する。 

 

 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、核となるのは経営指導員であるが、壱岐 

    市商工会は旧４町地区に各１人経営指導員を配置しており、より以上に地域 

       密着型で推進することが求められる。 

 

    (2)計画の実行性を高めるには、経営指導のみならず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 

       力体制構築も不可欠である。 

 

    (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、経営 

       指導員には小規模事業者の問題解決力等が求められ、問題解決スキル等の経 

       営支援に関する専門知識習得が必要である。 

 

   ■現状課題を克服するための事業 

    (1)「長崎県商工会連合会主催の各種研修会」を受講。 

      長崎県商工会連合会の研修を、経営指導員、経営支援ほか全てが継続して受 

  講する。県内の商工会間の相互交流研修にも経営指導員・経営支援員等を複 

  数受講をさせる。また、県外の支援ノウハウをもつ商工会へも派遣する。 

  県内、県外商工会間の交流研修を通じて、新たな支援方法、販路開拓ノウハ 

  ウを学び壱岐市商工会の経営支援に生かす。 
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   (2)「中小企業大学校主催の各種研修会」を受講。 

    中小企業大学校が主催する研修に本会より１人以上受講させる。研修内容は経 

   営営分析、事業計画策定、創業支援を重点項目とする。それは小規模事業者の 

      売上拡大にはなくてはならない重要な支援分野であるためである。 

     重点項目を学ぶことで、本会職員へのフィードバックも実施し、職員全員が 

      経営分析、事業計画策定、創業支援のノウハウを蓄積可能とし、小規模事業者 

   への普及が効率よくできることを目指す。毎年１人以上職員を受講させる。 

 

    (3)「重点支援項目に絞った外部専門家による研修会」の実施。 

   本会職員の、経営分析、事業計画策定の支援力を高めるために、中小企業診断 

      士等の専門家による研修会を開催する。研修内容は、経営分析、事業計画策定 

   創業支援を重点項目とする。対象は、経営指導員、経営支援員等の全職員とし 

   経営分析、事業計画策定、創業支援を重点項目とした支援力向上を図るために 

   少人数、グループ制、チーム制の演習形式の内容で、小規模事業者の支援をシ 

   ュミレーションした模擬支援形式で、支援手法の蓄積、小規模事業者の売上拡 

   大のためのノウハウを育成し、職員間の情報共有ひいては、職員の支援レベル 

   向上を目指し、半年に１回開催する。 

 

    (4)「職員間の情報共有活動」の実施。 

    職員の経営支援に対する一連のフローを職員間で情報共有するために、「経営 

      指導員会議」、「経営支援員等会議」、「情報共有報告会義」を月に１回開催 

   する。小規模事業者支援を個人で支援するのではなく、情報共有することで組 

   織での支援に拡大できる。また、個人のノウハウを生かして、相談対処方法な 

   どを検証し、情報共有することで、組織での大きな支援が実現する。 

   情報の共有については、商工会の共有フォルダへのデータ入力、カルテに記載 

   することで、職員の異動があっても可能とする。支援内容によっては、経営分 

   析チーム、事業計画策定チーム、創業支援チームなどチームによる支援体制も 

   構築可能となる。 

  

  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ＰＤＣＡサイクルをまわして、評価・検証を行い、それらの結果を次年度 

        事業に取り入れて改善、実行、支援する。 

    (1)事業評価委員会の設置 

 壱岐市、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 

 員会を設置し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

 

    (2)事業評価委員会は毎年１回開催する。 

 

    (3)理事会において事業実施状況を報告すると共に、事業年度後半に評価委員会 
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       の審査結果をもとに、事業見直しの方針を決定する。 

 

    (4)事業の成果・評価・見直しの結果については、総代会で報告するとともに、 

    地域内商工業者へ周知する。 

 

    (5)事業の成果・評価・見直しの結果を計画期間中、壱岐市商工会のホームペー 

       ジ、会報で適宜公表する。 
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〔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：役員、事務局長、事務局次長、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：役員、事務局長、事務局次  

 長、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：役員、事務局長、事務局次長、 

 経営指導員、経営支援員 

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 

（２９年４月現在） 

（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、各経営指導員と経   

 営支援員が担当地区会員と密に接して、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、事務局次長と経営指導員が各月管理 

 を行い、全職員で組織内の情報共有化を図り、確実に実施して行く。また、正副会 

 長との進捗ヒアリングを四半期ごとに行う。 

 〔商工会組織図〕 

会員

総代会

↓

↓

建設業部会 製造工業部会 観光部会 組織財政委員会 金融審査委員会

商業部会 サービス業部会 税務委員会 共済推進委員会

事業委員会 商品券運営委員会

正副会長会

部会 委員会

理事会

 

 
（２）連絡先 

   壱岐市商工会 

   長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 490-9 

   TEL 0920-47-6001  FAX 0920-47-1899 

   E-mail ：ikishi@shokokai-nagasaki.or.jp 

   URL    ：http://www.ikishi.jp 

職 名 事 務 局 経営指導員 経営支援員等 合 計 

人 数 事務局長（１人） 

・行政との折衝 

・理事会への周知 

・会員への周知 

・事務局運営管理 

  （５人） 

（４地区に担当割当） 

・創業支援 

・経営改善支援 

・事業計画策定支援 

・セミナー実施 

   （９人） 

・地域情報把握 

・労働保険相談 

・税務相談 

・収益情報把握 

１５人 
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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 17,200 17,700 18,200 18,700 18,700 

 

Ⅰ.経営発達支援事業 

 1.地域の経済動向調査 

 2.経営状況分析調査 

 3.事業計画策定支援 

 4.事業計画策定後支援 

 5.需要動向調査 

 6.新たな需要開拓事業 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に 

  資する取り組み 

  

Ⅲ.支援力向上のための 

  取り組み 

 1.他支援機関との連携 

 2.経営指導員等の資質 

  向上 

 3.事業評価及び見直し 

3,200 

150 

100 

50 

200 

200 

2,500 

 

13,000 

 

 

1,000 

 

300 

600 

 

100 

3,700 

150 

100 

50 

200 

200 

3,000 

 

13,000 

 

 

1,000 

 

300 

600 

 

100 

3,700 

150 

100 

50 

200 

200 

3,500 

 

13,500 

 

 

1,000 

 

300 

600 

 

100 

4,200 

150 

100 

50 

200 

200 

3,500 

 

13,500 

 

 

1,000 

 

300 

600 

 

100 

4,200 

150 

100 

50 

200 

200 

3,500 

 

13,500 

 

 

1,000 

 

300 

600 

 

100 

 （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、手数料、事業受託料 

 （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）制度資金を活用した事業計画の実行支援 

（３）創業者の掘り起こしと情報共有 

（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 

（５）支援力向上のための情報交換 

連携者及びその役割 

・長崎県 県知事 中 村 法 道 

 〒850-8570 長崎県長崎市江戸町 2-13  ℡095-824-1111（代表） 

・壱岐市 市長 白 川 博 一 

 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 562  ℡0920-48-1111 

 〔役割〕販路開拓支援、創業支援、国、県、市の施策提供 

 〔効果〕販路開拓、創業支援、制度資金・補助金の活用、事業の周知広報 

 

・長崎県商工会連合会 会長 宅 島 壽 雄  

 〒850-0031 長崎県長崎市桜町 4-1 長崎商工会館 8F  ℡095-824-5413 

・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 

       ℡03-6268-0088 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部 本部長 齋 藤   三 

 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町 4-2 サムティ博多祇園 BLDG  

       ℡092-263-1500 

・公益財団法人長崎県産業振興財団 理事長 若 杉 謙 一  

 〒850-0862 長崎県長崎市出島町 2-11 出島交流会館  ℡095-820-3838 

 〔役割〕専門家派遣、地域経済の情報の提供、販路開拓支援、新製品開発支援、特

産品販売支援 

 〔効果〕業界動向の情報収集による経営改善の支援、新製品・特産品のＰＲ 

 

・日本政策金融公庫長崎支店 支店長 鶴 丸 真 介 

 〒850-0057 長崎県長崎市大黒町 10-4  ℡095-824-3141 

・十八銀行壱岐支店 支店長 永 野   厚 

 〒811-5135 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 59-1  ℡0920-47-0018 

・親和銀行壱岐中央支店 支店長 中 路 善 順 

 〒811-5132 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触 643-5  ℡0920-47-1150 

 〔役割〕経済動向調査、小規模事業者への金融支援、創業支援 

 〔効果〕地域経済の情報提供、小規模事業者へのスムーズな金融支援、経営改善の

支援、創業者への創業支援融資 
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・長崎県よろず支援拠点 代表 長崎県商工会連合会 会長 宅 島 壽 雄 

 〒850-0031 長崎県長崎市桜町 4-1 長崎商工会館 9F  ℡095-828-1462 

 〔役割〕専門家派遣、販路開拓、事業計画策定、広報支援 

 〔効果〕中小企業・小規模事業者の問題解決と経営の安定、支援、情報提供 

 

・一般社団法人壱岐市観光連盟 会長 長 嶋 立 身 

 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 683-2  ℡0920-47-3700 

 〔役割〕販路開拓、展示会、セミナーの共催 

 〔効果〕販路開拓先の調査、共同開催、広報支援、小規模事業者への情報提供 

連携体制図等 

 

小規模事業者への持続的な支援体制 
 

Ⅰ－１ 地域の経済動向調査に関すること 
 

 

            情報の提供 

 

       情報の共有化 

 

              巡回訪問時に聞き取り調査を実施し、国や県の 

              各種調査を参考に分析を行い、小規模事業者へ 

              情報の提供及び関係機関と共有化する。 

    

 

 

 

 

 

Ⅰ－２ 経営状況の分析に関すること 
 

              依 頼 

             

  支援          指 導 

                      支 援 

 

 

 
 
 
 

壱岐市商工会 

全国商工会連合会 

長崎県商工会連合会 

長崎県よろず支援拠点 

長崎県、壱岐市 

中小基盤整備機構 

日本政策金融公庫 

地元金融機関 

市内小規模事業者 

壱岐市商工会 
長崎県よろず支援拠点 

日本政策金融公庫 

地元金融機関 

市内小規模事業者 
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Ⅰ－３ 事業計画策定支援に関すること 
 

             聞き取り調査 

 

              連  携    支 援 

 

 

                                    創業者を含めた小規模事業者への聞き取り 

                  調査により、目標を明確にした事業計画を 

                  行う。 

 

 

Ⅰ－４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 
 

                        

 

  依   指     商工業者、創業予定者 

 

  頼   導 

               定期的な巡回訪問による情報の収集により、 

               状況の確認及び連携機関からの情報の提供 

 

 

 

 

Ⅰ－５ 需要動向調査に関すること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  全国商工会連合会が行っている景気動向調査や本会独自の調査をもとに、消費者

をはじめとする地域住民の団体や関係機関を交えて懇談会を開催し、消費者ニーズ

を小規模事業者へ情報を提供する。 

 
 

壱岐市商工会 

長崎県、壱岐市 

長崎県商工会連合会 

長崎県産業振興財団 

長崎県よろず支援拠点 

日本政策金融公庫 

地元金融機関 

創業予定者 

小規模事業者 

壱岐市商工会 市内小規模事業者 

長崎県商工会連合会 

長崎県よろず支援拠点 

日本政策金融公庫 

地元金融機関 

壱 岐 市 

壱岐市商工会 壱岐市観光連盟 

長崎県、壱岐市 

全国商工会連合会 

長崎県商工会連合会 

中小基盤整備機構 

長崎県よろず支援拠点 
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Ⅰ－６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 

 

                情報の収集              情 報 

               斡旋  連携、共催   提 供 

                                      

                          支 援 

 

                          

 

 

  長崎県、長崎県商工会連合会、全国商工会連合会が斡旋する商談会の紹介を行う

と 共に、壱岐市、観光連盟と連携して開催する。 

 

 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 
 

                         壱岐市福岡事務所での PR 

                         市内住民への広報 

 

                 連携   支援 

 

 

            連携・共催            共催    ヒアリング                 

                        

 

   現在行っているイベントを精査検証し、壱岐市、壱岐市観光連盟と連携して 

  交流人口の増加、多くの観光客が訪れるような事業に取り組んで地域活性化を 

  推進する。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

壱岐市商工会 

 

全
国
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工
会
連
合
会 

 

長
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県
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会
連
合
会 

 

長
崎
県
、
壱
岐
市 壱岐市 

壱岐市観光連盟 

 
市
内
小
規
模
事
業
者 

壱 岐 市 

壱岐市商工会 市内小規模事業者 壱岐市観光連盟 


	【壱岐市商工会】計画概要.pdf
	【壱岐市商工会】別表１～４

