
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

「東彼商工会（法人番号 9310005004056）」 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

◎ 小規模事業者の経営力強化 
域内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、企業支援による創業

者輩出等の実現を目指す。 

◎ ３町ごとの産業構造特性を活かした地域力の向上 
「商業の町（川棚町）」「窯業の町（波佐見町）」「農業と交流拠点の町（東彼杵町）」

の特色を活かし、３町行政と連携を図りながら小規模事業者の支援を行い地域力の向上を

目指す。 

◎ ３町連携による交流人口受入れ体制構築による小規模事業者支援 
３町の特色を活かし行政区を超えた地域資源活用や事業者間の連携を促進し、３町周遊

型の交流人口増加による地域経済の発展を目指す。 

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）域内の小規模事業者を対象とした独自景況調査の実施 

（2）官公庁等による各種統計データーの活用 

２．経営状況の分析に関すること 

（1）「なんでも経営相談会」のフォローアップによる経営状況分析企業の掘り起こし 

（2）経理・決算支援の機会を活用した経営状況分析の実施 

（3）経営分析シートを活用した経営状況分析 

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の策定 

（2）経営セミナーを活用した事業計画策定の重要性の浸透と策定事業所の掘り起こし 

（3）３町行政や金融機関等と連携した創業セミナーの開催による創業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

(1) 定期巡回による事業計画実行のフォローアップ 

（2）事業計画をさらに磨き上げ経営革新策定に繋げる 

（3）「小規模事業者経営発達支援融資制度」等を活用した事業計画の推進 

５．需要動向調査に関すること 

（1）小規模事業者の顧客アンケート調査の実施・分析支援 

（2）都市部での展示販売会時の消費者ニーズ調査の実施 

（3）小規模事業者ごとにカスタマイズした需要動向調査の実施 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

(1)都市部での展示販売会の開催 

(2)百貨店バイヤー等との個別商談会の開催 

(3)全国商工会連合会や長崎県商工会連合会主催の展示会・商談会の出展支援 

(4)展示会・商談会参加事業者への事前支援・事後支援の実施 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
  地域の各団体が連携して交流人口の増加に資するイベント等を開催し、地域事業者の 
売上増加などの経済的波及効果拡大を目指す取組を行っていく。 

(1) 域内回遊促進事業  

(2) 賑わい創出事業 

連絡先 

東彼商工会 （本所） 

・住所：長崎県東彼杵郡川棚町百津郷 364-185  

・℡ ：0956 (82)2068 ／ FAX：0956(83)2449 

・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：touhi@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．商工会地区の現状 
 

（１）立地・概要 

 

 当商工会は、長崎県「川棚町」「波佐見町」「東彼杵町」の三行政地区を管轄しており、川棚

町に本所を各町に支所を配置している。地理的に俯瞰すると長崎県のほぼ中央に位置し、大村湾

に面した風光明媚な川棚町と、東彼杵郡の北部に位置し西は佐世保市、南は川棚町、東は佐賀県

武雄市、嬉野市に、北は佐賀県有田町に接する波佐見町、及びお茶とみかんとくじらの町として、

また、人と産物と情報が集まる長崎県の玄関口として知られる東彼杵町で構成されている。 

 

【商工会地区へのアクセス】 

○ハウステンボス（佐世保市）から

川棚町まで 車で 15 分 

  波佐見町まで車で 30 分 

  東彼杵町まで車で 25 分 

○博多駅から 

波佐見町まで高速バスで 75 分

○長崎空港から 

川棚町まで 高速バスで 50 分

東彼杵町まで高速バスで 35 分

○ＪＲ長崎駅から 

川棚町まで 電車で 60 分 

  東彼杵町まで電車で 50 分 

※ 波佐見町     川 棚 町     東彼杵町 

      （車で 20 分）   （車で 20 分） 

①【川棚町】 

「和牛日本一」認定事業所を輩出して H24 年に一躍脚光を浴び、「日本の棚田百選」認定の里山

風景がある等、大村湾に面した温暖な気候を背景とする農業・商工業が盛んな町であり、長崎県

の中央部に位置することから車輌通行量（国道 205 号線）が多く、スポーツ施設完備の大崎自然

公園交流広場等が人気を博している。 

 

②【波佐見町】 

400 年の伝統をもつ全国屈指の「やきものの町」として栄えた経緯があり、全国の一般家庭で

使われている日用食器の約 1３%は波佐見町で生産されている他、今後は長崎キヤノン㈱と 400

年の歴史を有する陶磁器産業、農業や温泉などとの共生を図り、「活力と潤いにみちた陶磁と緑

のまち波佐見」を目指している。 

 

③【東彼杵町】 

基幹産業は、農業であり、特にお茶は栽培面積約 400ｈａで県内の 60％を生産し「そのぎ茶」

の銘柄で知られている。かつては長崎街道の宿場町として、また平戸街道の起点として、たくさ

んの商人や武士、時には外国からの来訪者たちで賑わっていた町である。江戸時代初めから明治

にかけての数百年間は、鯨肉取引の中心地として栄え、町内にはこうした街道や鯨にまつわる歴



- 2 - 
 

史の面影が各所に残されているほか、さらに昔の古墳や遺跡なども数多く見ることができる。 

 大村湾を臨む温暖な気候と、虚空蔵岳から多良山系の山々は、美しい自然の景観と豊かな緑を

育み、中でも、千綿川上流の清流に沿って四十八の淵が連なる龍頭泉は、長崎県を代表する観光

地のひとつに数えられている。 

 

（２）人口の推移 

                                      

①-1 地区別人口推移                                                     （単位：人）

（地区） H2年人口 H7年人口 H12年人口 H17年人口 H27年人口 H27-H2 

川棚町 14,599 15,064 15,325 15,158 14,108 ▲491

波佐見町 15,728 15,565 15,462 15,367 14,938 ▲790

東彼杵町 10,188 10,349 10,026 9,657 8,267 ▲1,921

 （出典：国勢調査）

①-2 地区別推計人口 

（地区） ① H27 年 ② H37 年（予測） ③ H47 年（予測） ③－① 

川棚町 14,108 12,983 11,680 ▲2,428

波佐見町 14,938 14,079 12,998 ▲1,940

東彼杵町 8,267 7,088 5,971 ▲2,296

（出典：国立社会保障・人口問題研究所）

①-3 地区全体の人口推移 

（分類） ① H27 年 ②H37 年（予測） ②－① 

総人口 37,313 34,150 ▲3,163 

生産年齢人口 21,137 17,876 ▲3,261 

老年人口 11,357 12,442 1,085 

年少人口 4,819 3,832 ▲987 

                       （出典：国立社会保障・人口問題研究所）

 

上記の人口推移のとおり、川棚町はH12年をピークとしてそれ以降は減少に転じており、H27

年-H12年は▲1,217人と減少数が多くなっている。波佐見町ではH22年からキヤノン工場（従業員

約1,000人）が操業しているものの、居住人口は一貫して逓減傾向にある。東彼杵町は３町の中

で最も人口減少幅が大きく、H27-H2は▲1,921人減少している。３町とも人口の減少傾向が続い

ており、今後は各町の人口の減少幅が大きくなることが予想されている。 

また、地区（川棚町・波佐見町・東彼杵町）全体の人口を、H27 年と H37 年（10 年後）で比較

すると少子高齢化の進展により高齢化率は下記の②-2 推計高齢化率のとおり 30.40％から

36.40％へ 6 ㌽アップし、H47 年には 38.5％と推計される等、今後益々加速することが予測され

る。このため生産年齢人口は▲3,261 人（▲15.4％）と大幅に減少し、総人口は▲3,163 人（▲

8.5％）減少する。この改善対策として、若年層定住人口拡大による生産年齢人口と年少人口の

増加が必要であり、その実現に向けて雇用の場創出と魅力ある町づくりが不可欠である。 
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②-1 地区別高齢化率の推移 

                                （出典：国勢調査） 

②-2 推計高齢化率 

（地区） ① H27 年 ② H37 年（予測） ③ H47 年（予測） ③－① 

川棚町 30％ 34％ 35％ 5 ㌽

波佐見町 29％ 34％ 36％ 7 ㌽

東彼杵町 34％ 43％ 48％ 14 ㌽

（出典：国立社会保障・人口問題研究所）

H27年度の地区別高齢化率は、東彼杵町34.0％、川棚町29.6％、波佐見町29.3％であり、商工

業等の就労の場が在る川棚町と波佐見町よりも、事業所が少ない東彼杵町は約4㌽高くなってい

る。地域の高齢化率は、長崎県郡部平均と比べても高い状況にある。 

３町とも高齢化率が進んでおり、特に東彼杵町の人口減少と高齢化率の進展が顕著で当地域の

活力が失われてきている。 

 

（３）商工業の概要 

 

■ 規模別業種構成 

（H27 年 12 月 1 日現在）

 総商工業者数の内、小規模事業者が約 9割（87.4％）を占めており、業種構成ではサービス業

（28.4％）が最も多く、次いで窯業（26.0％）、商業（20.0％）、建設業（15.9％）、工業（9.7％）

となっている。 
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■ 組織体別構成 

（H27 年 12 月 1 日現在）

 

 経営体別構成では、総事業所数の内、個人（59％）：法人（41％）で構成されており、業種別

では商業が個人 67％：法人 33％で、約 7割が小規模家族経営となっている。工業は個人 32％：

法人 68％であり、建設業は個人 45％：法人 55％、サービス業は個人 67％：法人 33％、窯業は

個人 61％：法人 39％で構成されている。 

大別すると、商業・サービス業・窯業では個人経営体が多いのが特徴となっている。 

 

■ 地区別業種構成と特徴 

（H27 年 12 月 1 日現在） 

A. 川棚町 

総事業所数 545 所の内、サービス業 267 所（49％）と商業 133 所（24％）の合計 400 所で約 7

割（73％）を占め、商業の町としての特徴があげられる。 

B. 波佐見町 

総事業数 950 所の内、窯業 399 所（42％）が最多で、サービス業 241 所（25％）となっており、

日本を有数の「やきものの町」としての特徴がある。 

C. 東彼杵町 

総事業所数 286 所の内、建設業 96 所（34％）、サービス業 89 所（22％）となっており、４業

種とも事業所数が少ない水準にとどまっており、商業機能は低い状況にある。 
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■ 産業別就業者数 

 

A．川棚町    産業別就業者数の推移（人） 

 

第1次産業は逓減傾向が続

いており、H22はH2に対して

62％（▲231人）水準。第2次

産業は減少幅が大きく、H22

はH2に対して70％（▲839人）

水準となっている。第３次産

業は増加傾向にあり、H22は

H2に対して、126％（933人増

加）となっている。 

 

出典:長崎県統計） 

 

B．波佐見町    産業別就業者数の推移（人） 

 

第1次産業はH17年に一旦

増加したが、総じて減少傾向

にあり、H22はH2に対して

77％（▲116人）となってい

る。第2次産業は陶磁器製造

業の就業者数の減少が大き

くH22はH2に対して64％（▲

1,696人）となっている。 第

３次産業増加しており、H22

はH2に対して135％（1,144

人増加）となっている。 

（出典:長崎県統計） 

                     

C．東彼杵町    産業別就業者数の推移（人） 

  

第1次産業は減少しており

H22はH2に対して61％（▲526

人）水準、第２次産業のH22

はH2に対して、72％（▲424

人）水準まで減少、一方、第

3次産業は増加傾向にあり、

H22はH2に対して115％（335

人増加）水準となっている。

 

 

（出典:長崎県統計） 
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■ 年間商品販売額 （商業） 

 

 地区別状況（H26-H24）では、東

彼杵町▲24百万円減少・川棚町

2,182百万円増加・波佐見町813百万

円増加となっている。 

両町とも増加理由としては、大型

小売店の域内への出店によるもの

と考えられる 

 

 

 

                              （出典：商業統計） 

■ 購買率の推移 

消費者購買実態調査による地元

購買率を（H24 年－H21 年）で比較

すると、川棚町▲15.9 ㌽（28.3％

-44.2％）、波佐見町▲5.3 ㌽（50.3％

-55.6％）、東彼杵町▲5.5 ㌽（21.9％

-27.4％）と推移しており、3地区全

て地元購買率が低下している。Ｈ24

年で見ると、特に川棚町（28.3％）

と東彼杵町（21.9％）は住民の 7～8

割が購買流出しており、地元商業機

能の強化が喫緊の課題となってい

る。この原因として、「品揃え・接

客応対・価格」等で顧客満足を得る

ことができない地元小規模事業者

の脆弱な経営体質があげられる。 

 

（出典：長崎県消費者購買実態調査） 

 

■ 観光産業の現状 

地区名 
日帰り客数 

（単位：人） 

宿泊客実数 

（単位：人） 

日帰り客消費額 

（単位：千円） 

宿泊客消費額 

（単位：千円）

川棚町 306,811 52,326 1,827,059 1,919,727

波佐見町 806,485 2,302 2,867,054 13,978

東彼杵町 46,321 2,328 142,668 29,473

（Ｈ25年度長崎県観光統計）

 「やきものの町」として有名な波佐見町は、窯業体験観光や陶磁器即売市等を目的とする日帰

り客に支持されている。 宿泊消費額は川棚町が最も多くなっており、大村湾が一望できる温泉

露天風呂「しおさいの湯」が人気で、県内は元より福岡県・佐賀県等からの宿泊客に支持されて

いる。 

波佐見町は大型の宿泊施設がＨ27年に２件開業したことから今後増加見込みである。 

東彼杵町の道の駅「彼杵の荘」は年間約100万人超の来店者が訪れている。 
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（４）地区全体の課題と今後の取組 

 

以上、上述の３地区のデータ等の現状を踏まえて、商工会が解決すべき課題は以下の通りで

ある。 

【現在の課題】 ⇒ ◎商業機能低下 

【将来的な課題】⇒ ◎人口減少による地域活力低下 

◎３地区(川棚町・波佐見町・東彼杵町)の活力格差拡大 

 

【課題に対する今後の取組】 

①商業機能低下対策 

・川棚町は元々商業機能が発達していることから、商工会が開催・支援する「100 縁翔店街（100

円商店街）」「街バル事業」「まちゼミ」等の販売促進活動を通じて、地元小規模事業者が有す

る優れた商品やサービスの情報発信を強化し、地元購買率の向上を推進する。 

 

・波佐見町は企業誘致効果により昼間人口が増加しているため、商業機能は活性化の兆しが見ら

れることから、商工会は既存事業の強化と新規創業者の育成により、地元購買率の向上を推進

する。 

 

・東彼杵町は道の駅「彼杵の荘」が核店舗の役割を担うと共に、地元産の農水産直売所を通じて

の漁業者の所得向上を支援し、地域経済好循環の礎となっている。このことから、道の駅「彼

杵の荘」を拠点として、地元小規模事業者と連携を図り、地域全体への回遊性強化に取り組む

ため、市場調査等を実施し地元購買率向上を推進する。 

 

②地域の人口減少に伴う活力低下対策 

・3地区共に少子高齢化が進展しており、地元消費者の潜在購買率は逓減傾向にある。そのため、

従前の事業で作成した 3 町周遊マップや地域資源調査事業で発掘した観光資源を有効に活用

し、交流人口の増加に取り組む。 

 

・町内での消費のみに頼らず域外の需要も積極的に取り込むため、県外で展示会や商談会を実

施する。 

 

③３地区（川棚町・波佐見町・東彼杵町）の活力格差拡大対策 

・３地区の中で人口減少や高齢社会進展による活力低下が、最も危惧されるのは東彼杵町であり、

基幹産業である農業においては「そのぎ茶」という特産品を有しつつも、後継者難や共同化の

遅れが地域経済の活力低下を招いている。今後は小規模事業者の６次産業化の計画策定支援に

より、収益性の高いビジネス開発支援を推進する。 

 

・川棚町「商業のまち」、波佐見町「窯業のまち」、東彼杵町「農業のまち」の３地区の産業構造

特性を活かして、3地区小規模事業者の連携による新商品開発・販路開拓・６次産業化等を推

進する。また、商工会が 3行政地区を管轄していることを活かし、3地区小規模事業所各個店

へ顧客が回遊する仕組みづくりについての研究も進める。 
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２. 商工会の現状について 
 

(1)現状と課題 

 
当商工会は、平成 20年 4月に全国的に稀な行政の枠を越えて 3商工会が合併して設立。行政
合併していない３町行政地区を管轄し、長崎県東彼杵郡の唯一の地域の総合経済団体及び小規模

事業者支援機関として広域的な連携事業をはじめ経営改善普及事業を中心とした地場産業の育

成等、小規模事業者の経営支援に取り組んでいる。 
合併により、３地区小規模事業者のビジネス交流の場が増え、新規取引先の紹介・販路開拓、

ビジネスパートナーの獲得や業界の多くの情報収集等が図れるなどビジネス上の効果がでてき

ている。今後は、３地区の地域資源を活用した事業等に取り組むことにより、交流人口の回遊性

向上等による地区全体の地域活性化が期待できる。また、商工会組織運営においても、業務の効

率化はもとより、理事会・役員会・青年部・女性部等に３地区から優秀な人材を登用できると同

時に、３地区内の小規模事業者に対し、当会に在籍している経営指導員・経営支援員のそれぞれ

の専門分野を活かした支援も可能となり、効果的な事業やセミナー・研修会等の実施に繋がって

きている。加えて、３地区の小規模事業者間の競争意識も芽生え、経営力の向上という合併メリ

ットがでてきている。 
一方、課題としては、各行政の商工業振興の支援制度等において相違があり、既存事業におい

ては、各町の商工業施策に則り、行政支援の下、地域特有の継続事業を各支所単位で展開するな

ど、当商工会組織の経営資源が分散し、商工会合併のスケールメリットをまだまだ十分発揮でき

ていない。これまでも国県等の事業補助を受け、３町の広域観光振興等の連携事業にも取り組ん

できたが、３町行政の商工・観光振興策に隔たりがあり、商工会と３町行政の広域連携における

一体化の醸成までに至っておらず組織上の課題を残している。 
 
(2) 今後の対応 

 

「経営発達支援事業」を進めて行く中において、下記の町行政の振興基本計画に基づき、各行

政と商工会が一体なった広域連携等により、地域小規模事業者の振興をどのように進め、経営力

アップに繋げていくかが当商工会の克服すべき大きな課題である。その為に、今後は３町行政と

の連携会議を定期的（４半期ごとに）に開催し、情報共有を図りながら地域小規模事業者振興に

関する３町支援の一体化を図っていく。 
 
 
 

 

※町行政の基本計画（商工・観光振興） 

 

◆川棚町    ※(第５次川棚総合計画 2011⇒2020 等より引用) 

≪商業振興≫ 

①地元商業の育成： A.商工会と連携し経営体質の改善と経営基盤の強化を促進  

B.中小企業振興資金融資制度の充実  

②商業環境の整備： A.新規開業及び経営革新の支援  

B.魅力ある商店街づくりを促進 

≪工業振興≫ 

①中小企業・地場産業の振興：  

A.商工会と連携し経営体質の改善と経営基盤の強化を促進 

参 考 
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   B.新製品の開発、新分野への進出などを支援 

②企業立地の促進      

③新産業の育成、支援 

≪観光振興≫ 

①観光振興に向けた基盤づくり ②観光資源の整備 ③情報発信・観光ＰＲの推進 

④観光推進組織の育成・支援  ⑤体験型観光の振興 

≪創業支援≫ 

川棚町と当商工会川棚支所に創業相談窓口を設置し、長崎県及び長崎県産業振興財団、日本政

策金融公庫、十八銀行、親和銀行、長崎県信用保証協会を構成員とした「創業支援ネットワーク」

を設け、構成員の連携による創業支援体制を構築する。 

 

◆波佐見町  ※(第５次波佐見町総合計画 2013⇒2022 等より引用) 

≪商業振興≫ 

①商業環境の整備： A.中心商業ゾーンの形成 B.商店街の再生  

②商業経営の近代化：A.商店の競争力の強化 B.人材・後継者育成 C.制度融資の有効活用 

③商店街組織の充実 

≪工業振興≫ 

①窯業環境の整備： 

A.波佐見焼ブランドの確立と多品種 B.波佐見焼知名度アップ C.原料の確保と開発  

D.後継者の育成・確保と技術力・デザイン力の向上 E.異業種交流・融合と新分野の開拓 

F.窯業技術を生かした新産業への転換 G.世界のやきもの生産拠点づくり 

②優良企業の誘致と工業環境の整備 

≪観光振興≫ 

①やきものの町・波佐見の形成  

②体験・滞在型観光の形成  

③はさみ温泉の活用 

④観光ルートの整備充実   

⑤観光イベントの開発とＰＲ   

⑥観光協会等の組織強化 

≪創業支援≫ 

波佐見町と当商工会波佐見支所に創業相談窓口を設置し、長崎県及び長崎県産業振興財団、日

本政策金融公庫、十八銀行、親和銀行、長崎県信用保証協会を構成員とした「創業支援ネットワ

ーク」を設け、構成員の連携による創業支援体制を構築する。 

 

◆東彼杵町   ※(第５次東彼杵町総合計画 2014⇒2023 等より引用) 

≪商業振興≫ 

①地域性を活かした魅力ある商業空間創出： 

A.農林漁業との連携事業の推進  B.起業家やコミュニティビジネスの育成 

C.新しい企業進出等への支援 

≪工業振興≫ 

①生産基盤づくりの推進 

②ものづくりに携われる人材育成の推進 

≪観光振興≫ 

①交流・体験型観光を推進する体制の充実 

②観光における町内、町外の連携強化と戦略的展開 
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≪創業支援≫ 

東彼杵町と当商工会彼杵支所に創業相談窓口を設置し、長崎県及び長崎県産業振興財団、日本

政策金融公庫、十八銀行、親和銀行、長崎県信用保証協会を構成員とした「創業支援ネットワー

ク」を設け、構成員の連携による創業支援体制を構築する。                
 ※各町の「創業ネットワーク」の体系図と具体的業務内容 P36 参照

 
(3) 商工会の役割 

 

①国・県・町等の行政と小規模事業者のパイプ役 

 国・長崎県および商工会地区３町（川棚町・波佐見町・東彼杵町）等が実施する小規模事業者

のための各種支援施策を、地域の商工業者に理解・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町行政区域を超えた事業者同士のパイプ役 

 当商工会は３町行政区（川棚町・波佐見町・東彼杵町）を網羅しており、販路拡大や地域資源

活用型の商品開発等において、行政区域を超えて連携する小規模事業者のパイプ役となる。 

 

③小規模事業者の経営サポート役 

 商工会地区は「商業の町（川棚町）」「窯業の町（波佐見町）」「農業と交流拠点の町（東彼

杵町）」としての特性を有する３町の事業者で構成されており、地域経済を支える小規模事業者

は、業界経済動向に左右されながら、需要の低下、売上減少、経営者の高齢化、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。このため商工会には事

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。 

 

④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、商工会は数多く存在す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、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発揮する。 

 

３.中長期的な小規模事業者の振興のあり方 
当商工会では上述を踏まえて、中長期的な小規模事業者の振興のあり方を設定する。 

 

各行政の理解を得ながら、各町の類似事業の整理・統合を進め、商工会組織の「経営資源の選

択と集中」により、3町行政地区全体をひとつの経営支援地区とみなして、各地域の産業構造の
特性を生かしながら広域的な事業展開を積極的に推し進めて行く。 

 
４.当計画における目標 

 
(1) 小規模事業者の経営力強化 

(2)  ３町ごとの産業構造特性を活かした地域力の向上 

(3)  ３町連携による交流人口受け入れ体制構築による小規模事業者支援 

 

目標を達成するために以下の方針で行う。 
 

 



- 11 - 
 

 

目標 1 小規模事業者の経営力強化 

(方針) 

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、起業支援による創業者輩出等を実現さ

せていく。また、地域産業の振興を通じて雇用の安定と拡大を図れるよう小規模事業者に対して

伴走型の経営支援を展開するとともに、小規模事業者の事業ステージに応じた支援を展開する。

 

目標２ ３町ごとの産業構造特性を活かした地域力の向上 

 (方針) 

「商業の町（川棚町）」「窯業の町（波佐見町）」「農業と交流拠点の町（東彼杵町）」の特色

を活かし、３町行政と連携を図りながら小規模事業者の支援を行い地域力の向上に繋げていく。

 

目標３ ３町連携による交流人口受け入れ体制構築による小規模事業者支援 

(方針) 

３町の特色を活かし行政区を超えた地域資源活用や事業者間の連携を促進し、3町回遊型の交

流人口増加による地域経済の発展を目指していく。それに向けて、従前に取り組んだ地域資源調

査事業結果等を活用し、観光協会等と連携しつつ単町ごとの地域資源の磨き上げを支援してい

く。併せて、県外で３町物産品の展示会や商談会を開催し地域ブランドをＰＲしていく。 

 

             【３町連携による域内回遊イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『川棚町』（食・商業） 
①長崎和牛取扱店 
②100縁翔店街 
③街バル事業等 

北部九州（福岡県・佐賀県・熊

本県等）からの観光客受け入れ 

『波佐見町』（器・窯業）

①波佐見陶器まつり 
②はさみ炎祭り 
③桜陶祭等 

『東彼杵町』（お茶・農産物）

①道の駅「彼杵の荘」 
②そのぎ茶市 
③そのぎ茶畑等

東彼商工会・３町・関係団体

（連携促進・企画立案・情報

発信・受け入れ態勢構築等）

長崎県内（長崎市・佐世保市・ 
ハウステンボス等）からの観光客

受け入れ 

関東・関西圏（バス・ＪＲ・飛

行機等）からの観光客受け入れ

地域内消費者の３町内回遊促

進・消費購買意欲の喚起 

回
遊
促
進

回
遊
促
進

回遊促進 
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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２９年４月１日～平成３４年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

指針① 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、

従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 

指針② 経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、

当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言 

指針③ 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域

の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

指針④ マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、

ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開拓に寄与する事業 

 

 

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】 

 

≪現状と課題≫ 

当商工会は主要業種が異なる川棚町（商業）・波佐見町（窯業）・東彼杵町（農業）の広範囲を

管轄しており地域特性を踏まえた情報が必要であるにもかかわらず、現況では、巡回や窓口相談

時に一般的な景況調査結果等の情報を提供するにとどまっている。 
 
≪改善点≫ 

当商工会でアンケートや実地調査により経済動向について独自調査を行う。また、各種統計デ

ータの情報収集を行う担当者を 1名配置し、官公庁データ等をもとに当地区の経済動向分析を行

う。調査結果については事業計画策定に活用しやすいものに加工をしてレポートにまとめ、巡回

や窓口相談時のみでなく、当商工会ホームページへの掲載や文書の郵送により域内の小規模事業

者に対してタイムリーに提供する。 
 
≪目標≫ 

域内の景況をより詳細に、タイムリーな地域経済動向として把握することで、域内の小規模事

業者に対しても全国と地域を比較したうえで経済状況等の情報を提供できるようにする。そし

て、地域経済状況を踏まえたうえでの支援をすることで、より精緻な販売戦略や財務戦略といっ

た事業計画の策定に繋げることができるようにする。 
 
≪事業内容≫ 

(1) 域内の小規模事業者を対象とした独自景況調査の実施 ≪新規≫ 

域内の小規模事業者を対象に業種別に業況調査を実施する。実施は訪問や郵送により調査を行

ない、収集したデータは当商工会の指導員会議で分析のうえレポートにまとめる。また、まとめ

たレポートは小規模事業者が事業計画策定に活用できるよう巡回・窓口相談時のほか商工会ホー

ムページにも掲載し情報を提供する。 
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【景況調査票様式】        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
【目標数値】 

業種 卸・小売業 サービス業 建設業 製造業 窯 業 合計 実施回数 

調査実施 

事業者件数 
50 件 50 件 30 件 30 件 40 件 200 件 

年１回 
（毎年 1～2月）

※地域の主要産業である窯業については、卸・小売業、製造業に分けて統計をとることとする。 
 
(2) 官公庁等による各種統計データの活用 ≪新規≫  
①経済産業省提供の分析システムＲＥＳＡＳ（リーサス）、地域金融機関や民間シンクタンク

の発行する月報、中小企業白書、小規模企業白書、総務省統計局調査、長崎県や３町行政が

公表している資料を活用し、業種や地域別の産業構造や人口動態、観光の人の流れなどの現

状・実態の把握を行い、小規模事業者の事業計画策定に活用できるデータを収集する。 

 

②年に２回、中小企業診断士等の専門家を招き地域の経済動向分析会議を年２回開催し、収集

したデータを基に当地の現状や当地を取り巻く経済環境等を分析する。分析データをもとに

市場方向性の予測を行うなど、域内小規模事業者の事業計画策定に活用できるようにするた

め、分析結果はレポートにまとめ、域内小規模事業者に郵送や配布、当商工会ホームページ

に掲載することで情報提供を行う。 

【目標数値】 

 

 〔調査の項目〕 〔実施回数〕 
分析結果提供先

事業者数 

調査結果の提供(活用) 

・産業構造 

・人口動態 

・観光の交流実態 

・通行量調査等 

年２回実施 

（毎年6月、12月） 
1,000件/年 

【景況調査の項目】 
 

①業種 
②従業者数 
③業況判断 
④売上高 
⑤採算 
⑥資金繰り 
⑦設備投資 
 
※調査の項目は連続性に配意しつつ、

毎年変更を検討するものとする。 
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２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

 

≪現状と課題≫ 

 現状は、小規模事業者への経営分析は、日本政策金融公庫への小規模事業者経営改善資金（マ

ル経）の斡旋や、小規模事業者持続化補助金等の補助金申請支援の一環として実施するにとどま

っている。 

 

≪改善点≫ 

現状では経理・決算支援を行っているものの、確定申告書類の作成が目的化しており、経営分

析に十分に活かせていない。今後は商工会の経理ソフトである「ネットde記帳」の分析システム

を積極的に活用し経営状況分析を行っていく。また、経理・決算支援を行っていない小規模事業

者に対しても、巡回や窓口相談時に新たに作成する「経営分析シート」を活用し、経営分析に必

要な情報を効率的に収集することで、小規模事業者の経営状況の分析件数を増加させる。加えて、

従前から実施している商工会主催の「なんでも経営相談会」を、現状では経営分析を行う機会と

して十分に活かせていないため、今後はフォローアップを徹底することで経営分析を行う小規模

事業者を掘り起こす機会とする。 

 

≪目標≫ 

 融資斡旋や経理・決算指導にとどまらず、経営分析まで行うことで、小規模事業者ごとの経営

状況を適切に把握し、企業実態に応じた支援ができるようにする。また、経営分析をきっかけと

して事業計画の策定支援に結びつける機会を増やすことに加えて、小規模事業者の経営に対する

意識啓蒙も推進していく。 

 

≪事業内容≫ 

(1)「なんでも経営相談会」のフォローアップによる経営状況分析企業の掘り起こし ≪拡充≫

 当商工会では年に２回、域内の商工業者を対象とした「なんでも経営相談会」を実施しており、

経営指導員と中小企業診断士・税理士・司法書士等の専門家が一体となって、相談された問題等

に答えている。相談には非会員の小規模事業者も来られ、相談内容は経営に関するものが中心で

あるが、現状は、10件程度の相談があるものの、経営状況の分析に至る件数は半分程度である。

今後は相談のあった小規模事業者に対し、会員・非会員を問わずフォローアップを徹底し、経営

分析を実施する企業の掘り起こしの機会とする。 

 なお、経営状況分析支援時には、後述する「経営分析シート」を活用する。 

【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

なんでも経営相談会フォロー 

アップによる経営分析件数 
5 10 13 16 19 22

※当件数は、後述する(3)経営分析シートを活用した経営状況分析の件数に含まれる。 

 

(2)経理・決算支援の機会を活用した経営状況分析の実施 ≪拡充≫ 

 商工会の経理ソフトである「ネットde記帳」を用いた経理・決算支援を約80件の小規模事業者

に対して行なっているが、現況では確定申告書類の作成が目的化しており、経営分析に活用する

件数は３分の１程度にとどまっている。今後は、当システムの機能を十分に活用し、各種経営指

標を把握し財務分析を推進していく。また、財務分析結果を踏まえて、ＡＢＣ分析による売れ筋

商品の定量的な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することを目

標とする。 
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【目標数値】   

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

経理・決算支援の機会を活用

した経営分析件数 
30 40 50 60 70 80

 

(3)経営分析シートを活用した経営状況分析 ≪新規≫  【経営分析シート様式】 

 今回、新たに「経営分析シート」を作成し、      

巡回や窓口相談時に活用することで、(2)で記

載した経理・決算支援を行っていない小規模

事業者についても経営状況分析を積極的に行

っていく。シートの内容としてはＳＷＯＴ分

析（強み・弱み・機会・脅威）、３Ｃ分析（自

社、市場・顧客、競合）が行え、経営課題の

抽出ができるフォームとする。そして、小規

模事業者ごとに現状のあるべき姿と実状との

かい離を埋めるための課題を明確化し小規模

事業者と商工会で課題を共有化することで事

業計画策定に繋げていく。                               

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 
【目標数値】   

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

経営分析シートを活用した

分析件数 
0 100 110 120 130 140

 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

経営状況分析事業者数 

【総計】 
30 140 160 180 200 220

※(1)の件数は(3)に含まれているため、当件数は(2)と(3)の件数の合計値となる。 

 

３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

 

≪現状と課題≫ 

上述「２.経営状況の分析に関すること」の現状と課題同様、事業計画の策定支援においても、

現状は創業資金の融資斡旋時や小規模事業者持続化補助金の申請支援を機会として実施するに

とどまっている。また、域内の小規模事業者においても事業計画の策定支援の重要性が浸透して

いる状況にない。 

　競合先企業：

　企業規模や特徴

・今後の経営プラン（事業戦略等）

【弱み】 【脅威】

・顧客について

　現在の主な顧客層（特徴なども含めて）

　今後開拓の可能性のある顧客層

・競合について

・御社について

（内部環境） （外部環境）

【強み】 【機会】

・商工会への要望等

経営分析シート

・事業所名 創業年
　　　　Ｍ　・　Ｔ　・　Ｓ　・　Ｈ　　　　　　年

・代表者名 生年月日
　　　　Ｓ　・　Ｈ　　　　　　年　　　月　　　日

平成　　年　　月　　日

・業種 （具体的な事業内容）

・従業員数　　　　　人　（家族従業員　　　人　、　正社員　　　人　、　パート　　　人）

・御社の企業理念

・経営上の問題点等

【経営分析シートの記入項目】 
①企業情報 
②経営上の問題点 
③当会への要望等 
④企業の強み・弱み・機会・脅威 
⑤顧客情報 
⑥競合について 等
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≪改善点≫ 

今後は、事業計画策定の重要性を啓蒙し、融資斡旋時や補助金申請支援の機会に限らず、巡回

や窓口相談時の機会を積極的に活用し事業計画の策定支援事業者数を増やしていく。 

 

≪目標≫ 

小規模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とともに、事業計画策定によ

り中長期計画に亘る経営支援を行う。また、小規模事業者から持ち込まれた金融・税務・労働問

題等の対症療法的な経営指導に終始することなく、抜本的な経営指導に繋げていく。 
 

≪事業内容≫ 

(1)経営分析結果を踏まえた事業計画の策定 ≪拡充≫ 

経営状況の分析を実施した小規模事業者を重点的事業計画策定支援の対象とし、前述の地域の

経済動向調査結果や、後述の需要動向調査の結果を踏まえて、経営分析で把握した強み・弱み・

機会・脅威や、経理・決算支援時の財務分析結果を基にして事業計画策定支援に繋げる。また、

経営者の年齢や後継者の有無により、必要に応じて円滑な事業承継にも配意した事業計画の策定

を行う。経営状況分析を行っていない先についても、窓口相談時等に事業計画策定の必要性を把

握した時は、まずは経営分析行ったうえで、事業計画の策定に繋げていく。 

【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

経営分析結果を基にした事

業計画の策定支援件数 
20 40 50 60 70 80

 

(2)経営セミナーを活用した事業計画策定の重要性の浸透と策定事業者の掘り起こし≪拡充≫ 

従前は、会員を対象として、ＳＮＳを活用した販路開拓や、商品のラッピングセミナー、動画

を商品ＰＲ方法など戦術や手段を学ぶためのセミナーが中心であった。今後は、従前の個別具体

的なセミナーに加え、事業計画策定に繋がる経営セミナーを、非会員の小規模事業者へも開放し

て開催する。 

【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

事業計画セミナーの開催 0 2 2 2 2 2

セミナー参加小規模事業者数 0 20 20 20 20 20

セミナー参加事業者のうち事

業計画策定支援件数 
0 5 5 5 5 5

 

(3)３町行政や地域金融機関等と連携した創業セミナーの開催による創業計画策定支援 

≪新規≫ 

３町（川棚町・波佐見町・東彼杵町）の行政が国へ申請をした創業支援事業計画と連動して、

３町各町との連携を密にし、商工会が創業セミナーを開催して当商工会地区で創業する場合の支

援策等説明や創業計画の策定支援を行う等、活発な創業支援事業を展開する。 
また、東彼商工会各支所と３町行政（川棚町・波佐見町・東彼杵町）が創業相談窓口を設置し、

地域特性に適合可能な創業支援を展開する。加えて、長崎県及び長崎県産業振興財団、日本政策

金融公庫、十八銀行、親和銀行、長崎県信用保証協会を構成員とした「創業支援ネットワーク」

を構築し、各機関の連携強化により創業計画策定支援を推進するために、連絡会議を実施する。
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   創業予定者 
    創業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

創業セミナー開催回数 0 2 2 2 2 2

創業計画策定支援件数 10 14 15 16 17 18

※創業セミナーは３町合同で年２回実施 
 
 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

 

≪現状と課題≫ 

 現状は、主に小規模事業者持続化補助金申請時等に事業計画を策定しているが、フォローアッ

プは補助金事業を適正に実行しているかにとどまり、事業の成果検証は十分行えていない。また、

フォローアップを行っている場合でも、場当たり的なものとなっており、計画性を持った事業計

画策定後の支援が行えていない。 

 創業者への支援も同様であり、事業計画の進捗等に関して十分なフォローアップが行えていな

い。 

 

≪改善策≫ 

今後、ＰＤＣＡサイクルを意識し、定期的（3ヶ月に1回以上）に巡回訪問を行い、事業計画策

定後も小規模事業者ごとの経営戦略を踏まえた伴走型の支援を行っていく。 

支援内容としては、まず、事業計画策定が目的化することなく計画に基づき実行がなされてい

るかを確認する。次に、計画を実行していても、受注や売上は増加しているか、収益性は改善し

ているか等の成果が出ているかを検証する。そして、成果検証結果によっては計画の見直しにつ

いても支援していく。 

尚、創業者に対しては、事業計画の進捗状況を把握するために、創業後１年間は１ヶ月に１回

以上巡回訪問し、下述の事業内容に基づき、きめ細かい支援を行っていく。 

 

 

≪創業支援ネットワーク体制≫ 

創業相談窓口 創業相談窓口 

波佐見町・川棚町・東彼杵東彼商工会

親和銀行・十八銀行 長崎県産業振興財団 

長崎県 

長崎県信用保証協会 

日本政策金融公庫佐世保支店 
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【事業計画策定に関するＰＤＣＡサイクル図】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・網掛け部分を、４．事業計画策定後の実施支援に関するプロセスで実施する 

 

≪目標≫ 

 従前の補助金獲得や融資の借入自体を目的化することから脱却し、事業計画策定後もＰＤＣＡ

サイクルを意識して事業計画策定後の定期継続的な支援を行う。また、事業計画の実行支援にと

どまらず、成果検証や必要に応じて計画の見直しについても支援することで、小規模事業者の収

益性を高め持続的な発展に繋げていく。 

 

≪事業内容≫ 

(1)定期巡回による事業計画実行のフォローアップ ≪拡充≫ 

事業計画策定支援にとどまらず、策定後も３ヶ月に１回以上、巡回訪問しフォローアップを行

い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する。成果確認項目としては、受注

や売上高が増加しているか、収益性が改善しているかに加え、事業計画で挙げたターゲット層か

らの売上や利益貢献度等についても分析していくものとする。 

また、創業者に対しては、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、事業計画の進捗状況を細かくチェックした上で、計画と

の差異を早めに解消するように努めるとともに、記帳・税務等に関する支援や、従業員雇用に際

しての労務に関する支援等も行う。２年目以降は、計画の進捗度合いに応じてフォローアップ頻

度を検討し、計画達成レベルを高める。加えて、創業後間もない経営者は、ネットワークの乏し

いことが多いことから、創業３年未満の事業者を対象に、商工会主催で年に１回交流会を開催し、

ネットワーク構築の場を提供する。 

なお、フォローアップにより把握した企業実態は経営カルテに記録・管理することで、職員間

での共有や人事異動時等にも対応できるようにし、長期継続的な支援が行えるものにする。 

【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

既存事業者の事業計画策定後の

成果検証事業者数 
0 20 45 55 65 75

創業事業者の事業計画策定後の

成果検証事業者数 
0 10 14 15 16 17

事業計画後成果検証事業者数 

【合計】 
0 30 59 70 81 92

※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件とした。 

※30 年度以降の目標値は、「３事業計画策定支援に関すること」であげた(1)～(3)の目標件数を、次年度

に成果検証することを想定して計上した。 

 

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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(2)事業計画をさらに磨き上げ経営革新計画策定に繋げる ≪新規≫ 

 事業策定後のフォローアップする小規模事業者の中で、既存事業とは異なる新たな取り組みを

実施する事業者については、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す。 

 

(3)小規模事業者経営発達支援融資制度、マル経制度等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。 

 

 

５．需要動向調査に関すること 【指針③】 

 

≪現状と課題≫ 

 現状、需要動向調査は定期的に実施しておらず、詳細な調査は県が３年に１回実施している「消

費者購買実態調査」のみであり、域内小規模事業者の市場への適合度合いが不明なままとなって

いる。そのため、販路開拓や商品開発支援を行う際も、一般的なデータの活用に留まり、地域特

性や業種特性を踏まえた支援は限られている。また、小規模事業者においても、顧客アンケート

等により自社商品等への評価や意見を得ることは、消費者の需要動向に適合した新サービスや新

商品の開発に大いに活かせるものとなるが、管内で実施している小規模事業者はほとんどない。

 

≪改善点≫ 

 今後は、域内外で調査の実施・分析を行い、タイムリーに詳細な需要動向を把握することで小

規模事業者が需要動向に即した販路開拓や商品開発を行え、個社の売上に直結する調査を実施し

ていく。 

 

≪目標≫ 

 消費者ニーズと小規模事業者の提供する商品やサービスにミスマッチが生じないよう、現状、

多く見られるプロダクトアウトから脱却しマーケットインの考え方を浸透していく。また、地域

特性や都市部での需要動向を的確かつタイムリーに把握し、消費者ニーズを踏まえた事業計画の

策定や販路開拓、商品開発に繋げることを目標とする。 

 

≪事業内容≫ 

(1)小規模事業者の顧客アンケート調査の実施・分析支援 ≪新規≫ 

 小規模事業者が、顧客の評価を的確に把握し、ニーズに応じた新サービスや新商品の開発でき

るよう顧客アンケートの実施・分析支援を行う。主に、小売やサービス業の小規模事業者を対象

としてアンケートの設計や、エクセルを活用した集計方法の指導等を行う。 

 なお、アンケート項目としては、支援先事業者ごとにカスタマイズするが、基本的には「年齢、

性別、住所、利用頻度、来店理由、当店以外に利用する店やサービス、欲しい新商品やサービス、

改善して欲しい事項」等について調査する。収集方法についても、業態によって電子メールやイ

ンターネット、郵送調査等の活用も検討し、顧客がアンケートに回答しやすいよう工夫する。ま

た、単純集計だけでなく、来店日時や人数、天候、購入金額等を踏まえたクロス分析も実施して、

より精緻に小規模事業者が顧客ニーズを把握できるよう支援する。 
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【（参考）アンケート様式及び分析シート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

顧客アンケート調査の実施・分

析支援事業者数 
0 10 20 30 40 50

※５年後の 33 年度には経営指導員１人あたり年間 10 事業者のアンケート調査実施・分析支援を行う。 

※１事業者あたり 50 件程度のアンケートを収集し、分析することを想定する。 

 

 (2)都市部（首都圏や福岡等）での展示販売会時の消費者ニーズ調査の実施 ≪拡充≫ 

 都市部で開催する波佐見焼を中心とした東彼３町の物産品の展示販売会において、消費者ニー

ズを踏まえた販路開拓や商品開発に繋げることを目的に、地元物産品全体的なことだけでなく、

出展事業者（個社）の商品や試作品についても来場者（消費者）を対象にアンケートによる消費

者ニーズ調査を実施する。 

収集したアンケート結果を基に、経営指導員と外部から中小企業診断士等の専門家を招き、消

費者ニーズの分析会議を実施する。分析結果は資料化して出展した小規模事業者を中心に提供

し、事業計画の策定や商品開発、販路開拓に活かせるようにする。 

【目標数値】 

※地元物産品全体に関する調査は、会場出入り口等で来場者全員にアンケート回答サイトのＱＲコードや

ＵＲＬ付きの用紙を配布して回答を求める。（回収率を高めるため地元商品等の提供を検討する） 

※出展商品や出展者の試作品については、改善の必要な点や価格、量目、デザイン、機能性、味等ににつ

いて、50 人程度から回答を得ることを想定。 

 〔調査の項目〕 

都市部での消費者ニーズ調査

及び分析会議 

・購入商品と金額 

・購入理由 

・価格について（高い、安い） 

・地域産品を選ぶ時に重要視する点 

・東彼３町の物産品に求めるもの 

（商品内容、販売場所、価格、量目、種類等） 
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 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

消費者ニーズ調査を活用した事

業計画策定件数及び新商品（サ

ービス）の開発件数（合計） 

0 5 10 15 20 25

 

(3) 小規模事業者ごとにカスタマイズした需要動向調査の実施 ≪新規≫ 

経営状況分析を行った小規模事業者を中心に、日経テレコン、日本統計センターの市場情報評

価ナビ、業界紙（陶業時報など）、家計調査・消費者動向調査などの２次データを業種、事業所

別にデータベース化、リスト化し蓄積する。収集した情報は対象顧客を起点とした４Ｐ（Product

（商品）、Price（価格）、Place（販路）、Promotion（販促））により分析を行ったうえ、選定し

た Target(対象顧客)の妥当性を検証する。そして、調査結果を商品開発や販路開拓に活用でき

るよう、小規模事業者ごとにカスタマイズし提供する。 

 

Product 

（商品） 

小規模事業者が提供する、商品やサービスについて業界紙等を活用し情報

収集し、類似品、トレンド、機能等について競合企業の商品と比較を行う。

（ポジショニングマップを作成する） 

Price 

（価格） 

商品やサービスの価格設定に際して、日経 POS 情報等を活用し、市場価格

の推移等の価格分析を行う。 

Place 

（販路） 

異業種も含めた他社の販路など参考事例を提供し、既存販路以外の販路開

拓についても調査する。 

Promotion 

（販促） 

日本統計センターの市場情報評価ナビ（MieNa）等による地域別統計データ

の活用の他、実施した販促の効果も検証し、より効果的な販売促進方法を

導き出す。 

 

 

 

Target(対象顧客)を再検討する 

【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

カスタマイズした需要動向調査

の分析結果提供件数 
0 10 15 20 25 30

 

 

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】 

 

≪現状と課題≫ 

 川棚町の長崎和牛、波佐見町の陶器、東彼杵町のお茶と東彼３町には特産品を有しており、地

域全体として製造の地としては強みを持っているが、販路については中規模以上の商社等に依存

するところが多く、結果として収益性が乏しくなる実情がある。 

 また、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。 

 加えて、当会においても、新たな需要開拓のため、展示会、商談会への積極的な参加を呼び掛

けているが、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。 
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≪改善策≫ 

現状においても商工会が主体となり、域外需要の取り込みと域内需要喚起のために各種イベン

トを開催し、一定の売上額を確保し成果をあげているが、今後はさらにパブリシティやＳＮＳを

有効に活用し３町の知名度を高め来場者数を増やすことで、より一層の域内外の需要獲得に取り

組む。また、全国商工会連合会や長崎県商工会連合会等が主催する展示会や商談会についても、

単なる参加案内にとどまることなく、今後は、商談資料の準備・商談の進め方・提案方法等の事

前支援及び参加後のフォローアップを徹底し、後述(1)～(4)の事業内容により新たな販路の開拓

に繋がるまで伴走型の支援を行なっていく。 

 

≪目標≫ 

出展事業者のイベント期間中の売上額増加はもとより、新たな需要を開拓するための事業（後

述）を実施することで、産地や個店の認知度向上も見込まれ、最終的には事業終了後も各事業者

の売上増加に寄与していくものとする。 

 

≪事業内容≫ 

(1) 都市部（福岡市等）での展示販売会の開催 ≪拡充≫ 

H26 年度から、商工会が主体となり都市部での波佐見焼の展示販売会を町行政の他、波佐見焼

振興会、長崎県陶磁器卸商業協同組合、波佐見陶磁器工業協同組合などの窯業関係団体と連携し

開催している。H27 年度は当展示販売会に域内の窯業事業者 30 社が参加し、期間中合計約 6,000

人の来場と 30 社合計で約 990 万円の売上があった。 

今後は、前述「5.需要動向に関すること」で実施した調査結果等を出展者にフィードバックし、

売れる商品づくりに向けて専門家派遣を活用し、商品改良等の支援を行っていくとともに、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

と売上の増加を図る。また、川棚町や東彼杵町の行政や関係団体とも連携し、陶磁器の販売のみ

でなく東彼３町の物産（そのぎ茶、長崎和牛、農産物加工品等）の販売も同時に行い、集客力を

高めるなどして新たな需要開拓に向け東彼３町全体で取り組んでいく。  
【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

展示販売会開催回数 1 1 1 1 1 1

出展事業者数 30 35 40 40 40 40

会場来客数（人） 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500

出展者売上合計額（万円） 990 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500

※過去の来場者属性等を分析し、各出展事業者の売上が前年比 5％以上向上することを目標とする。 

 

(2)百貨店バイヤー等との個別商談会の開催≪新規≫ 

(1)の展示販売会時に百貨店や雑貨店等のバイヤーも招き、マッチングすることで新たな販路

開拓に繋げるとともに、成約率を高められるよう個別商談会も実施する。 

【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

商談会開催回数 0 1 1 1 1 1

商談件数 0 15 18 20 22 24

成約件数 0 6 7 8 9 10
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(3)全国商工会連合会や長崎県商工会連合会主催の展示会・商談会の出展支援 ≪拡充≫ 

 全国商工会連合会や長崎県商工会連合会の展示商談会開催時には、該当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取引してもらうの

は困難と出展参加する前に諦めている事業所も多いのが実情である。今後は、小規模事業者でも

大手との取引開拓に成功した事例等も合わせて案内するなど、小規模事業者が不安なく出展参加

する環境を整え、参加事業者数を増やしていく。 

【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

展示商談会参加事業者数 10 12 14 16 18 20

成約件数 1 6 7 8 9 10

 
(4)展示会・商談会参加小規模事業者への事前支援・事後支援の実施 ≪拡充≫ 

上述の(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、パンフレットやカタログなどの販促ツールの作成支援を行い、効果

的な商品・サービスのＰＲが行えるようにする。また、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

支援を行うなど、ＩＴを活用した販売促進支援を行い、取引先企業の信頼感を高め、商談がより

スムーズに進められるよう支援する。 

事後支援の内容としては、可能な限り経営指導員が展示会・商談会に同行し、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する。そして、販路開拓に

繋がらなかった場合においても原因が、価格、量目、パッケージ等何であったのかを、バイヤー

の意見を踏まえて検証し、その結果を商品改良や新商品開発に活かせるよう支援する。検証及び

改良等には、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。期待した結果が得られなかった場合は経営計画の妥

当性を検証し、計画の見直しも行う。 

【目標数値】 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

展示・商談会出展参加事業者に

対する支援件数 
15 47 54 56 58 60

※(1)～(3)の展示会等へ参加する全小規模事業者への事前・事後支援を徹底するため、目標数値は 

(1)と(3)の参加事業者数の合計値とする。 

 

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、長期的には人口の減少と高齢化率の上昇が不可避の状況であり、地域の衰

退を避けるためには交流人口の増加が必要となる。よって、地域の各団体が連携して交流人口の

増加に資する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増加などの経済的波及効

果拡大を目指す。また、最終的には地域の知名度向上や地域ブランドのＰＲに繋げイベント開催

期間以外の地域活性化にも繋げていく。 

 

≪事業内容≫ 

１.域内回遊促進事業 ≪新規≫ 

川棚町・波佐見町・東彼杵町の３町の行政、各町の観光協会、地域金融機関、商工会で構成す
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る「商工会地区活性化会議」を行い、３町全体の経済活性化の方向性について検討する。現状で

は、各町で開催されるイベント等は開催地の町のみで完結しており、来訪者の３町の回遊は限定

的であり他２町への波及効果は乏しい。今後、当会議でイベント時の回遊性の向上や観光ルート

開発、地域ブランド確立等に向けて検討を進めていき、交流人口拡大により３町の地域活性化に

繋げて行く。 

 

（1）イベント交流人口の域内回遊促進 

波佐見町は「やきものの里」としての知名度が高く、「波佐見陶器まつり」等には県内外の広

範囲からリピーターが訪れているが、開催期間中に会場地区が賑わう程度にとどまっており、イ

ベントの集客効果を十分に地域経済に反映させるには至っていない。 

今後は波佐見町の窯業者のみならず、多様な業種の販促機会ととらえると共に、近隣地区（川

棚町・東彼杵町）との連携により、商工会全域への回遊促進策を講じることで、域内小規模事業

者の販売促進を支援する。 

（2）一般交流人口の域内回遊促進 

当地区は、国内有数のテーマパークの「ハウステンボス（佐世保市）」から車で３０分圏内の

距離と近く、交通の拠点である当地区は通年に亘って交流人口が訪れる地区であるため、受け入

れ態勢整備により滞留時間と回遊性の向上を図る事で、地元宿泊・飲食業者、土産品店等の小規

模事業者支援を推進する。 

 

【域内回遊促進事業連携イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

『川棚町（商業の町）』連携体 
①川棚町役場 ②川棚町観光協会 
③長崎和牛飼育農家 ④和牛取扱店 
⑤かわたな栄町集栄会 ⑥川棚町飲食業組合

『波佐見町（窯業の町）』連携体 
①波佐見町役場 ②波佐見町観光協会 
③長崎県陶磁器卸商業協同組合 
④波佐見焼振興会 

『東彼杵町（農業の町）』連携体 
①東彼杵町役場 ②東彼杵町観光協会 
③道の駅「彼杵の荘」 
④茶市実行委員会 ⑤ＪＡながさき県央茶業部会

⑥そのぎ茶振興協議会 

『川棚町』（食・商業） 
①長崎和牛取扱店 
②100縁翔店街 
③街バル事業等 

『波佐見町』（器・窯業）

①波佐見陶器まつり 
②はさみ炎祭り 
③桜陶祭等 

『東彼杵町』（お茶・農産物）

①道の駅「彼杵の荘」 
②そのぎ茶市 
③そのぎ茶畑等 

【域内回遊促進】 
連携体：東彼商工会・３町の行政・ 

３町の観光協会・関係団体 
取組内容：連携促進・企画立案・情報

発信・受け入れ態勢構築等
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２.賑わい創出事業 ≪拡充≫ 

（1）川棚町 

● 商店街販促事業「100縁翔店街（100円商店街）」開催   

川棚町の中心商店街の活性化を目的に、商工会と「かわ

たな栄町集栄会」が共催で、年3回（6月・10月・2月）商店

街販促事業「100縁翔店街」を開催する。 

イベントには、地域金融機関や地域警察署などからも参

加を募り、地域が一体となり、賑わい創出事業に取組む。 
 ※「１００縁翔店街」とは、ＪＲ川棚駅を中心とした栄町商店
街を一つの１００円ショップに見立て、商店街の各個店で１００

円コーナーを設けて販売するという住民参加型の商店街活性化

事業。（平成23年度10月より実施）  

※「かわたな栄町集栄会」＝川棚栄町地区商業者と栄町地域住民で構成 
 

 

● 飲食店活性化事業「街バル」の開催         

飲食店の活性化を目的に、平成27年度より商工会が

主催で、「商工会、川棚町、川棚料飲業組合等」で街

バル実行委員会を形成し、街バルを開催している。平

成27年度は、第1回目の開催であったが、町内の47店

舗が参加し、町内外から約350名近くの来場者があり、

新規顧客の獲得に繋がるなど、飲食店の活性化と夜の

街の賑わい創出をもたらした。今後は、イベントの反

省点を踏まえ出店事業者数の増加やイベント周知方

法等の協議会で再検討し来場者数の増加を図ってい

く。 
※「街バル」とは、街並みと飲食店という地域資源を活用

したイベ ントで３～５枚綴りの前売りチケットを販売し、

参加店舗を飲み歩いてもらう飲食店・商店街活性化事業。
（平成27年度より実施） 

 

 

上記の両事業を通じて、商工会は、出店事業者の経営改善支援を行いながら個店の活性化を図

るとともに、川棚町や川棚町観光協会等と連携し、町内外に個店、イベントの魅力を情報発信し

ながら、誘引客増加に繋げ地域活性化を図っていく。  

 

（2）波佐見町 

●「波佐見陶器まつり」開催 

商工会、波佐見町役場、波佐見町観

光協会、波佐見焼振興会、長崎県陶磁

器卸商業協同組合、波佐見陶磁器工業

協同組合等で「波佐見陶器まつり実行

委員会」を形成し、イベントの開催を

行なっている。また、実行委員会に加

え、波佐見町観光ガイド協会や町内旅

行業者で計12回「地域連絡協議会」を

行い、「波佐見陶器まつり」の運営方
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法等に反映させる。今後、県外旅行代理店へのＰＲや期間中の駐車場の増設による渋滞緩和、観

光バス受け入れ態勢の整備を進め来場者数の増加を図っていく。 

また、地域事業者の売上増加に繋がるよう、イベント開催以外にも地域団体と連携して、波佐

見焼の認知度向上に取り組んでいく。 
※「波佐見陶器まつり」は、波佐見町「やきもの公園」を本会場として、毎年 4月 29 日～5月 5日 

（7日間）に開催され、町内の窯元・商社約 130 件が出展する販促イベントで、約 28 万人の来場者がある。

 

（3）東彼杵町 

●そのぎ「茶市」開催 

商工会が事務局となり、東彼杵町、商業

者等で茶市実行委員会を形成し、毎年5月の

第2金・土・日（3日間）に開催している。3

～5月に5回茶市実行委員会にて会議を行

い、そのぎ茶市の運営方法等を検討する。

今後は、開催前に高速道路のサービスエリ

アでのお茶の振る舞いによるＰＲやＳＮ

Ｓ・チラシを活用した告知を強化していく

ことで、来場者数の増加を図っていく。ま

た、地域事業者の売上増加に繋がるよう、

イベント開催以外にも地域団体と連携し

て、そのぎ茶の認知度向上に取り組んでい

く。 
 

※「茶市」は東彼杵町本町商店街を歩行者天国にして、約90店舗の様々な露天商が店を開き、臨時市を

開催し、約２万人の来場者がある。 

 

（4）３町共通で開催 

●「まちゼミ」の開催 

 商工会が主催で、地域の一般消費者を対象に「まちゼミ」

を開催している。16 事業所がゼミを開講し、受講者（消費

者）数は 38 名であった。今後は参加事業者数を増やすとと

もに、商工会や参加事業者が一体となり、ＳＮＳの活用や

チラシの配布により受講者数を増やし、地域の活性化と地

域小規模事業者各店舗の地域内での認知度向上に取り組ん

でいく。 

 
※「まちゼミ」とは域内の事業所が講師となり消費者にプロなら

ではの専門知識や情報を伝えるもの。（平成 26 年度より実施） 

 

 

【目標数値】 

 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

まちゼミ実施事業所数 16 17 18 19 20 21

受講者数（消費者） 38 45 50 55 60 65
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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  

 
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 

 

（1）地域金融機関等との情報交換 ≪拡充≫ 

①３町（川棚町・波佐見町・東彼杵町）の地域金融機関（親和銀行・十八銀行各支店）、日

本政策金融公庫佐世保支店、長崎県信用保証協会を構成員とした，「東彼地区金融懇談会

（平成25年度より年１回実施）」を開催し、地域経済の各種経済動向について総合的に情

報交換を行う。平成28年からは、３町行政も構成員となり、地域経済動向の情報交換に加

えて、域内小規模事業者の経営力アップに繋げる事を目的に経営発達支援事業に関する情

報交換の時間を新設し、支援ノウハウ、支援の現状、支援体制強化策等について情報交換

を行う。 

 

②３町（川棚町・波佐見町・東彼杵町）の創業支援事業計画（産業競争力強化法に基づく）

により、３町行政、３町内の地域金融機関と連携を図りながら空き店舗情報や創業支援策

など情報共有を行うとともに、創業者の創業計画策定支援はもとより、創業後のフォロー

アップを徹底していくため、伴走型の指導・助言の支援ノウハウの情報交換を行う。年２

回、情報交換会を実施する。 

 

（2）経営支援連携会議によるノウハウの共有及び蓄積 ≪新規≫ 

県内の小規模事業者に対する支援ノウハウが豊富で経営支援事例が蓄積されている、長

崎県産業振興財団、長崎県よろず支援拠点、長崎県商工会連合会、専門家（中小企業診断

士、税理士等）を構成員とした「東彼地区経営支援連携会議（仮称）」を新たに立上げ、

支援事例等の情報交換を行うとともに、各機関の支援ノウハウを学び、域内小規模事業者

の伴走型の支援に活かしていく。併せて、各機関と連携強化を図りながら相談からフォロ

ーアップまで一貫した経営支援体制を確立し、各機関が得意とする支援を地区内の小規模

事業者に提供しながら新たな販路開拓等に繋げられるよう支援ノウハウの蓄積・共有を図

る。東彼地区経営支援連携会議は年１回開催する。 

 

（3）行政等との情報交換 ≪拡充≫ 

①経営発達支援事業の円滑な実施に向けて、３町行政合同による担当者との連絡会議を年２

回実施し、各町の振興計画に基づく商工振興事業及び各町の施策等について情報交換を図

るとともに、３町で共有を図り、域内小規模事業者の支援体制の強化を図る 

②九州北部税理士会との連絡会議等により事業承継や小規模事業者の経営支援ノウハウ支

援について情報交換を行う。 

③域内の商業・窯業・農業等各団体と年２回情報交換会や、必要に応じて課題解決に向けた

調査実施を連携して行い、域内小規模事業者の地域資源を活用した新たな事業創出や農商

工連携事業の推進を行う。 

  

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1) 全国商工会連合会や長崎県商工会連合会が主催する経営指導員、経営支援員研修会への参

加に加え、他の支援機関が主催する「経営セミナー」や「経営支援研修」に経営指導員・

経営支援員が年間２回以上参加を行い、学んだ結果を小規模事業者の売上げや利益確保に

繋げられるよう支援ノウハウの習得及び支援能力の向上を図る。 
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（2）長崎県商工会連合会が、年２回主催する経営支援員研修の参加に加え、テーマ別の委員会

等に参加することで、他商工会での取り組みやノウハウを吸収し当商工会での支援レベルの

向上に繋げる。 

 

（3）支援能力向上と経営支援に係る業務改革を目的に、経営指導員・経営支援員が４人１組で

３年に１回のローテーションで県内及び九州管内の先進商工会等で実地視察研修を行い研

修で学んだ結果について職員会議を通して発表し、支援ノウハウの共有を図る。 

 

(4) 各地域の小規模事業者の需要の動向、支援ノウハウ等に関して情報交換する事により、当

地域内の小規模事業者の新たな需要の開拓に結び付けていく事を目的に、年１回開催され

る県内の県北地区商工会職員研修会（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・松浦市福鷹商工会・東彼商工会）」に参加し、支援能

力向上を図る。 

 

（5）日本政策金融公庫佐世保支店管内の商工会（９商工会）、商工会議所（３会議所）合同で

年１回開催される「経営改善貸付資金（マル経）協議会」に参加し、長崎県の北部地域全域

の経済動向及び各商工会等の支援ノウハウ、支援体制等について情報交換を行う。 

 

（6） 週１回当商工会の３支所の経営指導員が集まる連絡会議において、経営発達支援事業にお

ける小規模事業者の経営改善事例や経営情報等を持ち寄り、３地区の小規模事業者の経営内

容等の共有を図りながら、様々な経営支援に対応できる支援ノウハウを確立し、経営指導員

等が３地区の相互支援ができるよう支援体制と支援能力を高めていく。また、経営指導員連

絡会議で共有した経営情報等や支援ノウハウについては、各支所の経営支援員にも伝達し、

職員一体となり支援能力向上を図るとともに、小規模事業者に対する支援体制の強化に努め

ていく。 

 

※事業の進捗状況については、ガントチャートやグラフでビジュアルに示し、商工会事務

所内に掲示する事で全員の意識共有化を推進するとともに、全職員が事業・支援内容を

掌握できるよう、指導員会議及び支所別会議で通じて支援ノウハウ等を学び、迅速に小

規模事業者の支援ができるよう能力向上を行う。 

 

（7）専門家派遣による事業所支援の際に経営指導員等が同行し、情報収集方法や助言内容等に

ついて支援能力向上を図るとともに、指導員会議及び月１回開催される経営支援員の連絡会

議で発表する等全員で共有化を図り、支援ノウハウを高めていく。 

 

（8）組織内研修では、全職員勉強会を年４回開催し、経営支援能力の高い職員や専門家を講師

として実施し、知識及び支援ノウハウの習得を図る。また、若手職員への指導育成について

は、支援能力の高い経営指導員・経営支援員が、現場で必要なスキルを個別に指導を行い、

組織全体の職員の資質の向上と平準化を図っていく。 

さらには、質の高い経営支援を目的に、全職員に国家資格等の取得を積極的に推進していく。

 

 ※上記（1）～（8）の実施により職員間で共有した経営情報や支援ノウハウ等については、常

に職員が小規模事業者等の経営支援に繋げられるよう、経営支援内容をデータ化し、見える化

により当商工会の経営支援ノウハウとして蓄積していく。 
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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

を行い、必要に応じて見直しを行う。 

 

(1) 月に１回、全経営指導員で会議により現況の把握の共有化を行ったうえで、年４回の理事

会開催時に本計画の進捗状況や取組成果報告等の内部審査を行う。 

（2）事業評価委員会設置：商工会（正副会長）、外部有識者として長崎県商工会連合会、行政

担当者、金融機関、中小企業診断士等で委員会を構成し、事業の実施状況、成果の評価・

見直し案の提示を行う。（年１回） 

（3）理事会において、評価・見直しの方針を決定し、青年部・女性部等各種部会に周知する。

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

（5）事業の成果・評価・見直しの結果を東彼商工会のホームページ 

（http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/tohi/ ）で計画期間中公表する。 

 

【経営発達支援事業のＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ（計画）＝【経営発達支援計画作成】 
①担当者：全経営指導員 
②３支所別産業構造特性分析 
③小規模事業者の現状分析 
④経営分析・需要動向調査事業計画策定・創業支

援・販路開拓・支援力向上等目標件数設定 
⑤前年度の評価見直し結果を新年度事業に反映 
⑥事業計画を HPで公表

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・新たな目標の設定 
⑤未達成要因の分析

Ａ（改善）＝【次年度に向けた改善事項】

①担当者：事務局長・全経営指導員・支援員

②改正数値目標設定 
③事業の運営方法改善 
④事業運営組織の改善 
⑤事業予算の改善 

Ｄ（実行）＝【事業進捗状況確認】 
①担当者：事務局長・全経営指導員・支援員

②アンケート調査分析結果の反映 
③各事業進捗状況確認 
④想定外事態への対応 
⑤スタッフ交代後のスムーズな事業引継ぎ
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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 

（１）組織体制        
  

 

 

 

 

 

≪経営支援体制≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本所は川棚支所併設。本所経営支援課は川棚支所兼務。総務課経営指導員は東彼杵支所兼務。 

※網掛け部分＝経営発達支援計画実施部署。経営発達支援事業の総括は本所経営支援課。 

※情報収集は経営支援課の１名が担当する。（P12 参考） 

（２）連絡先 

本所・川棚支所 
・長崎県東彼杵郡川棚町百津郷 364-185
・電話番号：0956(82)2068、 FAX 番号：0956(83)2449 
・メールアドレス：touhi@shokokai-nagasaki.or.jp 

波佐見支所 
・長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷 2220-1
・電話番号：0956(85)2069、 FAX 番号：0956(85)2103 
・メールアドレス：hasami@shokokai-nagasaki.or.jp 

東彼杵支所 
・長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷 483
・電話番号：0957(46)1700、 FAX 番号：0957(47)1173 
・メールアドレス：h-sonogi@shokokai-nagasaki.or.jp 

 

職名 事務局長（１名） 経営指導員（６名） 経営支援員等（８名） 職員合計

 
担当業務 

・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 

経営発達支援事業全般
・各種調査事業 
・経営改善支援 
・事業計画策定支援 
・創業支援 
・セミナー実施  等 

・地域情報把握
・労働保険相談 
・税務相談 
・収益情報把握 

 
 
１５名

【総代会】 
（120名） 

【監事】

（2名） 

【会 員】（1,006名） 
波佐見町、川棚町 
東彼杵町 

【理事会】 
会 長（1名） 
副会長（2名） 

 理 事（30名） 

会長 

【本 所】 
事務局長 
（1名） 

【波佐見支所】 
経営指導員 ２名 
経営支援員 ２名 
一般職員  １名

【東彼杵支所】 
経営指導員 １名 
経営支援員 ２名 

【総務課】 
経営指導員 １名（兼務）

経営支援員 ２名 

【経営支援課】 
経営指導員 ３名（兼務）

経営支援員 １名（兼務）

（28 年 9 月末日現在） 

【川棚支所】 
経営指導員 ３名 
経営支援員 １名 
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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） 

 
２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

 

 

1.【経営発達支援事業】 

（1）地域の動向調査 

（2）経営状況の分析 

（3）事業計画策定支援 

（4）事業計画策定後実施支援 
(5) 需要動向調査 

（6）新たな需要開拓 

 

2.【地域経済の活性化に関する取組】 

（1）商店街販促事業 

（2）茶市事業費 

（3）域内回遊促進事業 

 

 

3.【支援力向上のための取組】 

（1）他支援機関との情報交換 

（2）経営指導員等の資質の向上 

（3）事業評価及び見直し 

 
 

 

 

 

（9,650）

200

250

500

200

500

8,000

（5,000）

1,500

3,300

200

（350）

100

200

50

（9,650）

200

250

500

200

500
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調達方法 

 

 

県補助金、町補助金、県連補助金、全国連補助金、県連助成金、会費・手数料等、 

事業受託料 
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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 

「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）域内回遊促進事業による３町の地域活性化 

「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 

 

・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 若杉 謙一 
〒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 

 

・㈱親和銀行川棚支店  支店長 里 正広 
〒859-3608 東彼杵郡川棚町栄町56       （℡）0956-82-3141 

・㈱親和銀行波佐見支店 支店長 橋本 哲也 
〒859-3715 東彼杵郡波佐見町宿郷632-3    （℡）0956-85-3010 

・㈱親和銀行彼杵支店  支店長 古賀 政孝 
〒859-3808 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1878-1 （℡）0957-46-0010 

・㈱十八銀行川棚支店  支店長 山口 康祐 
〒859-3608 東彼杵郡川棚町栄町34         （℡）0956-83-3118 

・㈱十八銀行波佐見支店 支店長 黒岩 圭一 
〒859-3711 東彼杵郡波佐見町井石郷2228-  （℡）0956-85-3018 

・㈱十八銀行東彼杵支店 支店長 氏原 数博 
〒859-3808 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1714-  （℡）0957-47-0088 

 

【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、町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 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 
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・川棚町 町長 山口 文夫 

〒859-3692 東彼杵郡川棚町中組郷 1518-1   （℡）0956-82-3131 
・波佐見町 町長 一瀬 政太 

〒859-3791 東彼杵郡波佐見町宿郷 660      （℡）0956-85-2111 

・東彼杵町 町長 渡邉 悟 

〒859-3806 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 1850-6 （℡）0957-46-1111 

 

【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 

 

 
・川棚町観光協会 会長 宮崎 光 

〒859-3618 東彼杵郡川棚町小串郷 272      （℡）0956-82-2661 

・波佐見町観光協会 会長 濱田 一夫 

〒859-3711 東彼杵郡波佐見町井石郷 2255-2 （℡）0956-85-2290 
・東彼杵町観光協会 会長 渡邉 悟 

〒859-3806 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 1850-6 （℡）0957-46-1111 

・㈱彼杵の荘 代表取締役 岡崎 省三 

〒859-3806 東彼杵郡東彼杵町宿郷 747-2   （℡）0957-49-3311 

 

【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、３町連携による受け入れ体制構築・情報発信 

 

 

・長崎県陶磁器卸商業協同組合 理事長 小柳 吉喜 

〒859-3701 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445   （℡）0956-85-2648 

・波佐見陶磁器工業協同組合 理事長 石丸 慶太 

〒859-3711 東彼杵郡波佐見町井石郷2239     （℡）0956-85-3003 

・波佐見焼振興会 会長 児玉 盛介 

〒859-3711 東彼杵郡波佐見町井石郷2255-2   （℡）0956-85-2214 

 

【役 割】波佐見焼の振興、波佐見焼の展示販売会・商談会、商品開発・改良についての情報交換、

地域の経済動向についての情報交換 

 

・長崎県窯業技術センター 所長 佛田 正博 

〒859-3726 東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2  （℡）0956-85-3140 

【役 割】波佐見焼の商品開発・改良についての情報交換、技術・ノウハウ等の活用支援 
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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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・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 

専門家 

【
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。

【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、親和銀行・十八銀行・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 

 
・日本政策金融公庫佐世保支店 
・親和銀行 ・十八銀行 
・長崎県信用保証協会 

【小規模事業者】 

東彼商工会 

東彼商工会

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」 

 
※連携体制図では「波佐見町」だけ記載しているが、「川棚町」「東彼杵町」も同様の位置付けとなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【連携者の役割・内容】（川棚町・波佐見町・東彼杵町） 
 行政としての支援策を取り纏め、他の市町との差別化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。各行政に創業相談窓口と創業融資制度を設置し、商工会と連携を

密にして創業者の支援に取組む。 

【連携者の役割・内容】（十八銀行・親和銀行・日本政策金融公庫・県信用保証協会） 
 商工会地域内における金融機関等として、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と連携し、国・県・町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）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」 

 

①陶磁器関係の販路拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

②展示会・商談会への参加促進とフォローアップ支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・長崎県 
・波佐見町  
・波佐見町観光協会 
・長崎県陶磁器卸商業協同組合 
・波佐見陶磁器工業協同組合 
・波佐見焼振興会 
・長崎県窯業技術センター 

東彼商工会 

【小規模事業者】

【連携者の役割・内容】 
 基幹産業である窯業を支援すべく、波佐見焼の消費者向け広報や事業者向け周知を広く行い、集

客イベント等を展開することで、やきものの里としての魅力アップを図ることが可能となり、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 

【連携者の役割・内容】 
 商工会と連携して、特産品の販路開拓に向けて、展示会・商談会への出展促進及び出展事業者の

フォローアップを行うことにより、小規模事業者の新たな販路開拓に繋げる 

 
・全国商工会連合会 
・長崎県商工会連合会 
・専門家 

【小規模事業者】 

東彼商工会 

連携者 
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（5）域内回遊促進事業による 3町の地域活性化＝「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 

ための取組み」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連携者の役割・内容】 
 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

上増につなげる。 

 
◎川棚町、川棚町観光協会 
◎波佐見町、波佐見町光協会 
波佐見焼振興会 
◎東彼杵町、東彼杵町観光協会 
道の駅「彼杵の荘」 
◎親和銀行・十八銀行 

東彼商工会 

【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 
・近隣商工会・商工会議所 
・長崎県中小企業診断協会 
・九州北部税理士会佐世保支部 
・長崎県産業振興財団 
・３町行政（川棚町、波佐見町、東彼杵町） 
・親和銀行（川棚支店・波佐見支店、東彼杵支店）

・十八銀行（川棚支店・波佐見支店、彼杵支店）

・日本政策金融公庫（佐世保支店） 
・長崎県信用保証協会（佐世保支所） 

連 携 者 

連 携 者 

情報交換・共有

【小規模事業者】 

経営支援、情報提供 

東彼商工会 

【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。 


