
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 有明町商工会(法人番号 4310005005224) 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

1.小規模事業者への各種支援による経営力強化  

2.創業及び事業承継に対する支援 

3.関係団体との連携強化 

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)中小企業景況調査・小規模企業景気動向調査の活用 

(2)各金融機関が発行する情報誌の活用 

(3)農産物統計資料の活用 

(4)独自の景気動向調査の実施 

２．経営の分析に関すること【指針①】 

  (1)事業計画の策定支援に関するセミナー・相談会の開催 

  (2)ヒアリングシートの作成・活用 

  (3)経営分析の実施 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

(1)事業計画の策定支援 

(2)創業支援・事業承継支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 (1)事業計画策定支援者に対するフォローアップ 

 (2)創業者へのフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 (1)飲食店来店者アンケート調査の実施 

  (2)畜産品加工食品の需要動向調査の実施・分析 

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)食品製造業に関連する商談会・展示会出展支援 

(2)SNSを活用した販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  (1)「アリアケフェスタ」の内容拡充 

  (2)「島原ふるさと産業まつり」への出店支援 

  (3)SQ制度(島原市特産品認定制度「島原スペシャルクオリティ」)の認定支援 

連絡先 

有明町商工会 

〒859-1415 長崎県島原市有明町大三東戊 1427-3  

 ・Ｔel：0957-68-0255 ／ fax：0957-68-0223 

 ・E-mail：ariake@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）有明町商工会（以下「当会」）地区の概要 (出典：島原市 HP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島原市有明町（以下、当地区と表示）は島原市北部に位置し、平成 18年 1月 1日に旧有明町

と旧島原市が合併して、現在の島原市が誕生した。島原市は商業や官公庁などの都市機能が集積

している南東部の中心市街地（中心市街地ゾーン）と、生産性の高い農業を営む北部及び南部の

農業地域（農業振興ゾーン）、及び平成新山、眉山、舞岳などからなる西部の山岳地域（自然環

境保全ゾーン）に分けられる。また、これらのゾーンをまたいで、火山、史跡・景勝、公園、温

泉、湧水、スポーツ施設、グリーンツーリズムなどに係る観光資源の点在する地域（観光交流拠

点）がみられる。  

なお、島原港からは熊本、大牟田の２方面にフェリー並びに高速船が就航し、隣接する雲仙市

国見町の多比良港からは熊本県長洲港へフェリーが就航しており、九州の東西を結ぶ主要な交通

ルートとなっている。 

 

 

（２）商工会地区小規模事業者の概要（出典：商工会基幹システムデータ） 

 小規模事業者の従業員数別・業種別・経営組織別構成をみると、建設業・製造業・小売業・卸

売業・飲食業・サービス業等が主となっており、業種別に次の様な状況となっている。 

①建設業は下請が主体で、従業員を雇用していない一人親方が多く、長崎市内は元より、福岡県・

佐賀県・熊本県等の現場に出張している。 

②小売業は当地区商圏内に中央資本のディスカウントストアやコンビニエンスストアが相次い

でオープンしており、中山間地の個人商店は現経営者の代で転廃業する事態が危惧されてい

る。 

③食品や海産物加工業者および飲食業者には個性的で、有望な事業所が散見される。 

④農業は長崎県内有数の生産地であり、農商工連携等の推進が期待できる。 
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当地区における小規模事業者数は、直近 8年間の比較で 31件減少している。事業主の高齢化、

後継者不在、経営悪化に伴う廃業が主な要因となっている。 
 

 
 

平成 29 年 6 月末現在、当地区の小規模事業者数 316 件のうち従業員 5 人以下の事業所が 290

件（91.8％）で、業種構成ではサービス業・建設業・小売業が 70 件代後半でほぼ同数となって

おり、この 3業種で全体の約 72%を占めている。経営組織は個人 235件（74.4％）：有限会社 44

件（13.9％）：株式会社 29件（9.2％）：その他 8 件（2.5％）で構成されている。 
 

 

（３）商工会地区の項目ごとの詳細（人口・産業等） 

 

①人口統計（出典：H22年度国勢調査、島原市HP） 

Ａ．人口と高齢化率の推移 
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平成18年（2006年）1月1日に旧有明町と旧島原市が合併して現在の島原市が誕生した。当地区

（旧有明町）の人口は、1985年の12,396人から減少が続いており、2017年5月は10,687人（▲1,709

人）となっている。一方、高齢化率は右肩上がりの状態が続いており、1985年の15%から2017年5

月は30％へ15㌽上昇している。今後も人口減少及び高齢化が進み、九州経済調査協会によると、

2025年の人口は10,230人に減少し、高齢化率は39.5%に上昇すると予測されている。 

 

②交通・情報基盤の整備(出典：島原市HP) 

Ａ．道路網の整備 

島原市では、高規格幹線道路「九州横断自動車道」へ連絡する地域高規格道路「島原道路」が

建設中であり、市内では既に「島原深江道路（国道251号線）」と「がまだすロード」の区間が

共用され、現在は「島原中央道路」4.5㎞の建設が進んでいる。この完成により、島原市から諫

早市までの所要時間は、現在の約90分から約40分に短縮される予定である。 

当地区においては「がまだすロード」が市内中心部等への移動に利用されており、開通以前と

比較して利便性が高い。「島原道路」が完成すれば諫早市内への所要時間が大幅に短縮され、利

便性も高まる。 

 

Ｂ．公共交通の整備 

 主要交通機関には「島原鉄道」や「バス」「高速船」「フェリー」等があり、島原鉄道はJR

長崎本線諫早駅を起点として、島原半島東部の代表的な旅客ルートとなっているが、人口減少や

モータリゼーションの進展等により、利用者が減少している。 

 有明町においては、主に学生や高齢者等が島原市や諫早市への通学、通院、買物等に「島原鉄

道」や「バス」を利用している。 

 高速船は島原港と三池港間を1日5往復便、フェリーは島原港と熊本港間を1日17往復便、多比

良港と長洲港間を1日16往復便が就航。乗込人員は年々減少し、島原港と熊本港間の乗降車両台

数はH14年の27.4万台、多比良港と長洲港間はH17年の68.6万台をピークに減少を続けている。 

 当地区においては、主に福岡県や熊本県への建設業の下請け作業や買い物等に「高速船」及び

｢フェリー｣が利用されている。 

 

③農林業の現状と課題（出典：島原市HP）  

 
 島原市は長崎県内総生産の農業部門の約１割を生産する有数の農業地帯であり、「大根」「人

参」「白菜」「西瓜」等の野菜・果樹から、「鶏卵」「豚」「牛乳」「肉用牛」等の畜産物、近

年では「菊」等の花卉に至るまで、季節を問わず様々な農産物を全国に供給している。 

 平成17年（2005年）の農業労働力は、農家戸数1,735戸、農業就業人口2,999人であり、ともに

昭和55年（1980年）の約半数に減少している。本市の農業は生産性が高く、農家一戸当たり、耕

地面積当りの生産額は、県内でもトップクラスの水準にあり、経営規模も大きく売上高が1,000

万円超の農家が約3割に達している。また、近年は｢地産地消｣志向の高まりに伴う地元農海産物

の価格上昇や農業回帰の高まりも見られる。 
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 今後は、TPP締結に伴う農産物価格の低迷や円安に伴う生産資材の価格高騰による所得低下が、

新規就農や規模拡大に負の影響を及ぼす事が考えられるため、生産農業所得を上昇させ安心して

農業経営を営める販売戦略が求められる。森林は防災機能や国土保全・水源涵養機能等の多面的

機能を持つだけでなく、自然と触れ合うことのできる貴重な市民活動の場であるが、平成17年の

林業家数は120戸で年々減少し、近年は担い手不足のために私有林の荒廃が進んでいる。 

 当地区においても島原市同様に農業が基幹産業であり、比較的大規模な野菜農家や「鶏卵」｢豚｣

｢肉用牛｣等の畜産農家が存在する。 

 

④商工業振興の現状と課題(出典：商工会内部データ) 

 Ａ．卸売業 

島原市は農水産業が盛んなことや、市内に食品製造業が立地していることもあり、農畜産物・

水産物や食料・飲料卸の割合が大きくなっている。近年は地元小売業の縮小を受けて、事業所数、

年間商品販売額ともに減少傾向にある。卸売業は単価の安い食料品を扱う割合が大きいため、安

定しているが成長性に乏しく、経営効率は県平均と比べて低くなっている。 

当地区においても島原市と同様の傾向である。 

 

 Ｂ．小売業 

 島原市は食料品や衣料品等を扱う店舗が多く、地域インフラとしての小売業機能を発揮してき

たが、近年は大型店の出店や消費者購買行動の変化、福岡県や熊本県の大型商業集積への購買流

出、観光業の低迷により、地元資本の小売業は危機に直面している。更に、人口減少による市場

縮小が、危機的状況に拍車を掛けるものと推察される。 

当地区では地元小売業者は小規模個人経営が多く、隣接する島原市郊外や福岡県及び熊本県の

大型商業集積への購買流出、事業主の高齢化や小資本等を背景に商業機能が魅力に乏しく衰退及

び減少危機にある。また、経営基盤が脆弱であり、従業員規模別商店数は2人以下の零細商店が

半数近くを占めているおり、零細商店では廃業を検討している事業所も多い。また、店舗は地区

内に点在し集積性がなく中山間地域の地元小売店の衰退が顕著であるため、高齢者等の交通手段

に苦慮する買い物弱者が増加している。 

 

Ｃ．製造業 

 島原市では食料品製造業や衣服・その他繊維製品製造業等の生活関連型の製品を取扱ってお

り、ほとんどが零細・中小事業所で構成されている。日用品を生産する生活関連型業種の市場は

安定しているものの、急速な需要拡大が見込めないため成長性に乏しく、新たな設備投資が起こ

り難いため、生産性が低くなっている。 

 当地区においても同様の傾向だが、食品加工業においては自社ブランドを有する事業所が存在

する。 

 

 Ｄ．サービス業 

 当地区では理美容業や自動車整備業、飲食業等の事業所が多く、ほとんどが零細・中小事業所

で構成されている。理美容業については島原市内に低額料金の事業者が在り、飲食業については

全国展開する大手チェーンストアが進出し、厳しい価格競争が続いている。なお、飲食業につい

ては自社ブランドを有する事業所が存在する。 

 

⑤観光業の現状と課題(出典：島原市HP) 

 島原市の観光産業は普賢岳噴火災害以降は復調傾向にあったが、平成15年以降再び減少に転じ

ている。島原市は歴史的に培われた風土や情緒に加え、温泉や火山、湧水等の多様な観光資源を

持っており、観光地としてのポテンシャルは高いものの、観光地としての印象が薄く、観光資源
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に見合うだけの十分な集客は得られていない。宿泊客数の月別推移を見ると、ツアー客の減少や

近隣観光地の台頭もあり、かつて来訪の多かった卒業旅行シーズン、ゴールデンウィーク、夏休

み、秋の行楽シーズンに該当する月で宿泊客数の減少が顕著である。国内旅行客が減る中で、外

国人旅行客は急増しており、平成20年には9,567人が訪れていることから、今後は急増する外国

人旅行客向けのサービスの充実が求められている。 

当地区の観光施設「有明の森フラワー公園（物産館）」では自家用車やバスで訪れる観光客が

増加しており、「舞岳山荘」は長期休暇シーズンに合宿等で多くの学生に利用されている。 

 

⑥新規起業・就業支援の現状と課題(出典：商工会内部データ) 

 「15歳～24歳」までの若者の市外流出が大きいものの、「25歳～29歳」世代がUターンで戻っ

てくる傾向がある。また、55歳以上になるとリタイアした市外在住者のUターンがみられ、年齢

層が上がるほどこの傾向が強くなっている。一方、雇用の場は事業所数減少に伴い縮小しており、

新設事業所数も年々減少する傾向にあるため、今後ますます雇用の場づくり対策が求められる。

方向性としては、地産地消を積極的に推進し、農林水産物の地域内流通販売に注力すると共に、

地元農漁業者と商工業者が共同で、商品開発等に取組む農商工連携等を推進し、地元食材を利用

した「特産品開発」、「ブランド化」による地元小規模事業者の底上げが望まれる。さらに全国

市場への展開を推進すべく地元出身者とのネットワークづくりやアンテナショップ等による情

報発信による販売促進策や、地元産の農水産品を原料として利用できる食品製造業や、雇用の大

きい製造業、現在の産業集積との相乗効果が期待できる製造業等を十分に選択しながら、企業誘

致を図ること等が望まれる。 

 当地区でも旧島原市同様にUターン希望者が多いため、農商工連携等を通じた「特産品開発」

や「ブランド化」に取組み外貨獲得に努める。併せて創業支援に取り組んで、雇用の場を確保す

ることが望まれる。 

 

 

（４）島原市「第６次島原市勢振興計画」（Ｈ２５年から概ね５年間）  

① ～『農漁商観』が融合した活力ある産業をつくる～ 

（産業分野） （振興策） 

「農林業」 

⦿農業は基幹産業であ

るとともに、観光資源と

なる商材を生産する重

要な産業。 

◦農地集積の促進と生産基盤の整備（重点事業） 

◦体験型農業の推進（重点事業） 

◦畜産の産地化と環境にやさしい農業の推進（重点事業） 

◦多様な担い手の確保・育成 

◦多様な販路の開拓・確保 

◦長崎ヒノキの産地化と特用林産の振興 

「水産業」 

⦿漁獲量の減少による

所得低下を防ぐため、引

き続き漁場の回復を図

るとともに、継続して養

殖業を支援。 

◦水産資源の回復（重点事業） 

◦養殖技術の開発・事業化（重点事業） 

◦漁業者の確保・育成 

◦養殖施設の改良・更新 

◦漁業環境の改善 

◦漁業協同組合の組織基盤強化 

◦ブルーツーリズムの推進 
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「商工業」 

⦿活性化を図るため「中

心市街地活性化基本計

画」の見直し、商店街の

共同事業について関係

団体と協議・検討を行

う。工業については、生

産性を向上させ、事業を

高度化させるため、地場

企業に対して商品開発

支援や金融支援を行う。 

◦中心市街地活性化基本計画の見直し（重点事業） 

市街地を形成する中心商店街の活性化を図るため、平成 14 年に

策定した「中心市街地活性化基本計画」の見直しを進め、意欲や創

意を持った個々の商店経営や、住民とのふれあいを重視した活動を

支援するとともに、中心商店街付近への住宅、学校・病院といった

公共公益施設などの機能の集積を図る。 

◦拠点機能を持った卸売業の育成 

本市は、島原半島の卸売業の拠点として重要な役割を果たしてい

るが、今後更なる拠点機能を果たすため、施設改善による経営効率

の改善を進める。 

◦地場企業の育成  

地場企業の新規事業創出に向けて、市場・製品・生産技術等の情

報 発信の強化に努める。また、地域資源を生かした商品開発を行

う地場企業を育成する。更に生産性向上のため、生産設備の更新に

対する金融支援を検討する。 

「観光業」 

⦿観光地島原の復権に

向け、リピーターや滞在

型観 光客の獲得に力を

入れる。まず、市民一人

ひとりの観光客に対す

る「もてなしの心」を醸

成する。 

◦島原半島ジオパークの推進（重点事業） 

◦火山観光の推進（重点事業） 

◦魅力的な観光施設の整備（重点事業） 

◦体験型観光事業の推進と観光資源の連携による観光商品の提供

（重点事業） 

◦観光資源の開発（重点事業） 

◦観光圏と観光ルートの設定（重点事業） 

◦観光客にとって快適な環境の整備 

◦観光地島原の PR強化 

◦観光施設の管理・運営方法の検討 

◦外国人向けサービスの向上 

 

 

（５）有明町商工会のこれまでの取組 

年度 事業名 内容 

H4 中小商業活性化事業 有明町の基本構想策定、商業振興策の検討 

H7 商店街リフレッシュ事業 街路灯整備事業 

H15～ 

H16 
地域振興活性化事業 

・青少年育成と地域振興講演会の開催 

・4県有明町の物産販売、交流 他 

H19 地域貢献アピールプラン策定事業 

・地域経済活性化の検討 

・地域資源を活用した地域づくりへの貢献

の検討 

・地域社会との連携による地域貢献の検討 

・商工会広域連携による地域づくりの検討 

H24 地域貢献アピールプラン策定事業 

・地域資源を活用した有明ブランドづくり

の検討 

・地域社会との連携による住み良いまちづ

くりの検討 

・地域経済活性化の検討 
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（６）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 当地区では、小規模事業者数は地域住民への商品・サービスの提供をはじめとして、雇用やコ

ミュニティの場として貴重な役割を果たしてきたが、近年は事業主の高齢化や業績不振に伴う廃

業でそのような機能が失われつつあり、地域の衰退が危惧される。 

 そこで、当地区並びに当地区小規模事業者の持続的発展を図るために、中長期(概ね 10年間)

で下記の振興目標を定める。 

 

 ①小規模事業者の経営力強化に努めて、売上額及び利益率の向上を図って経営を安定させるこ

とで、当地区小規模事業者の持続的な発展を目指す。 

 

 ②積極的な創業支援・事業承継支援を通じて、当地区における小規模事業者数の減少防止を図

り、雇用の確保や地区外への購買力流出防止を目指す。 

 

 ③当地区の基幹産業である農業者と小規模事業者の積極的な連携を促進して、農畜産物並びに

農畜産物加工品の販売促進を通じて、ブランド化や付加価値向上を目指す。 

 

 

（７）経営発達支援事業の目標 

 当会では上記(６)の中長期的な振興のあり方に沿って、小規模事業者並びに地域の持続的発展

のために下記の目標を設定する。 

 

①小規模事業者への各種支援による経営力強化 

 小規模事業者への巡回・窓口相談時に徹底したニーズの収集に努めて、伴走型の経営支援に活

かし、小規模事業者の売上及び利益の増加に直結する支援を実行する。 

 経営課題解決のために、各種統計や資料を収集・分析し、分析後は小規模事業者へ情報提供を

行う。また、事業計画策定や経営分析等を実施して、小規模事業者個々の経営課題を抽出・解決

して経営力の強化を図る。 

 

②創業及び事業承継に対する支援 

 当地区では近年廃業が創業を上回っており、年々小規模事業者数が減少している。これ以上の

小規模事業者の減少防止のために、積極的に創業及び事業承継に対する支援を実施する。創業塾

の開催、創業者に対する伴走型の支援、事業承継支援を通じて当地区の持続的な発展を図る。 

 

③農業との連携強化 

 当地区の基幹産業である農業者と積極的に連携して、6次産業化や農商工連携に取り組み、外

貨獲得や地域活性化を図る。取り組みにあたっては、島原市や島原雲仙農業協同組合等の関係機

関と連携して支援を実施する。 

 

（８）目標達成に向けた方針 

 当会は、職員４名の小規模商工会である。そのために日常業務に追われ、受身で保守的な取り

組みが多く、小規模事業者に対して積極・提案型の支援が不十分であった。そこで、今後は前述

の目標を達成するために、下記の方針で取り組む。 

 

①本会は、地域の経済総合団体として小規模事業者の経営の発達に資する内容に取り組んで

いく。具体的には、小規模事業者が自らの強みを活かした利益や売上の確保が可能となるま

で伴走型の支援を実施する。 
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②小規模事業者の課題解決にあたり、専門家や行政及び金融機関等の各種支援団体と連携して

伴走型の支援を実施する。 

 

③上記①と②の実行にあたり、当会の業務内容を見直すと共に職員の資質向上を図る。これま

での商工会は確定申告や金融支援を実施する団体とのイメージが強かったと思われるが、経

営発達支援計画実施を通じて、小規模事業者並びに当地区の持続的な発展を実現する。 
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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 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

 当会では地域の経済動向調査については、長崎県や県内市町等が公表する各種統計データを

収集して、小規模事業者に対する情報提供を実施してきた。 

 しかしながら、上記の取組みだけでは地域の経済動向を把握するためのデータとしては不十分

と思われる。また、これまでは当地区内の詳細な経済動向調査を実施してこなかったために、

小規模事業者への経営支援に対して効果的な情報提供が出来なかった。 

 

（改善策） 

 各種統計資料の収集・分析及び当地区内の消費者に関する独自調査を実施して、地域の経済動

向に関する情報収集・分析を行い、小規模事業者へ提供する。 

 

（事業内容） 

(1)中小企業景況調査・小規模企業景気動向調査の活用 (既存拡充) 

 全国の中小企業及び小規模事業者の経済動向を把握するために、全国商工会連合会が約8千件

の中小企業に対して3ヶ月毎に実施している「中小企業景況調査」及び2ヶ月毎に全国約300の商

工会経営指導員に調査を依頼している「小規模企業景気動向調査」のデータ収集を実施する。 

 収集したデータについては、経営指導員の巡回指導時にタブレット端末で情報提供して、小規

模事業者の経営支援に役立てる。また、当会の会報やＨＰに掲載し情報公開する。 

 

(2)各金融機関が発行する情報誌の活用 (新規) 

 「調査月報（日本政策金融公庫）」、「ながさき経済（㈱長崎経済研究所）」、「FFG調査月

報（ふくおかフィナンシャル・グループ）」より、県内企業景況調査、ボーナス支給調査、事

業承継支援等の小規模事業者支援にとって有益な情報を収集する。 

 収集したデータについては、経営指導員の巡回指導時にタブレット端末で情報提供して、小規

模事業者の経営支援に役立てる。また、当会の会報やＨＰに掲載し情報公開する。 

 

(3)農産物統計資料の活用（新規） 

季節毎の売れ筋や今後売れ筋となりそうな農畜産物の経済動向を把握するために、農林水産

省が公表している「農林業センサス」等の各種統計資料、地元農協が所有する各種データを収

集する。 

収集したデータについては、野菜類・果物類・肉類等に分類・整理して、経営指導員の巡回

指導時にタブレット端末で農畜産物を取り扱う卸小売業者へ情報提供して、経営支援に役立て

る。上記収集データについては、当会の会報やＨＰで公表して、小規模事業者支援に役立てる。 

 

(4)独自の景気動向調査の実施（新規） 

 当会には、建設業、製造業、卸・小売業、サービス業の4つの業種別部会が存在する。当地区

内の業種毎の景気動向を把握し、小規模事業者への情報提供のために当会独自の「景気動向調

査」を年間2回実施する。 



- 10 - 

 

 調査対象は各部会より20事業所、合計80事業所に依頼する。調査内容は、売上額・採算・資金

繰り・業況の4項目に自由コメント欄を加えて、当地区の業種毎の景気動向把握に務める。当調

査の分析を行った後は、商工会報やホームページに掲載し情報公開する。 

 

(目標) 

内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

中小企業景況調査の

公表 
0回 4回 4回 4回 4回 4回 

小規模企業景気動向

調査の公表 
0回 6回 6回 6回 6回 6回 

金融機関情報誌収集

のデータの公表 
0回 12回 12回 12回 12回 12回 

農産物統計資料デー

タの公表 
0回 1回 1回 1回 1回 1回 

独自の景気動向調査

回数 
0回 2回 2回 2回 2回 2回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(現状と課題) 

 当会では、主に小規模事業者持続化補助金申請の際や日本政策金融公庫の小規模事業者経営改

善貸付(マル経資金)申込の際に経営状況の分析を行っている。現状では、経営指導員がヒアリン

グを実施して独自に経営分析を行っており、上記目的以外には充分な活用ができていない。 

 

(改善策) 

 小規模事業者の多くは自身の経営分析について現状では十分に実施出来ていないと思われ、経

営分析に関するセミナーや経営指導員の巡回訪問などで経営状況分析に関するニーズの掘り起

こしに務める。 

 ニーズの掘り起こし後は、経営指導員の巡回訪問などを通じて、個別にヒアリングシート記入

による簡易分析を行う。その後に経営分析を行い、小規模事業者の経営上の課題を抽出し、伴走

型支援を実施して課題解決に務める。 

 

(事業内容) 

 

(1)事業計画の策定支援に関するセミナー・相談会の開催 (既存拡充) 

 セミナー・相談会開催や経営指導員の巡回訪問を通じて、経営状況分析を必要とする小規模

事業者の掘り起こしを行う。 

 

(2)ヒアリングシートの作成・活用 (新規) 

 ヒアリング作業の効率化及び共通化を図るためにヒアリングシートを作成する(下図参照)。上

記(1)のセミナー参加者や経営指導員が巡回訪問時に経営分析が必要と思われた小規模事業者に

対して、ヒアリングシートの記入を実施して経営課題等を収集する。 
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(3)経営分析の実施 (既存拡充) 

 ヒアリングシート記入を行った小規模事業者について、より詳細な経営課題を抽出するために

経営分析を実施する。 

 ①定性分析：SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威) 

内部要因(強み・弱み)と外部要因(機会・脅威)に分けて、経営に関する成功要因や今後の方

向性等についての分析を実施する。 

 ②定量分析：財務分析(売上高総利益率、売上高経常利益率、流動比率、当座比率 等) 

  小規模事業者の収益性(売上高総利益率、売上高経常利益率等)、安全性(流動比率、当座比

率等)、効率性(資本回転率、固定資産回転率等)、生産性(売上高付加価値率、労働分配率等)、

成長性(売上高成長率、経常利益伸び率等)の5つの指標を分析して、経営上の問題点や改善点

を抽出する。 

分析の結果は事業者にフィードバックすると共に事業計画策定支援に繋げていく。また、長

崎県よろず支援拠点や長崎県商工会連合会などの関係機関、中小企業診断士や税理士などの専

門家と連携し、抽出した経営上の問題点解消や改善策検討に努めて伴走型の支援を実施する。 

 

(目標) 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー開催回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

セミナー参加者数 0名 10名 10名 10名 10名 10名 

ﾋｱﾘﾝｸﾞｼｰﾄ記入件数 未実施 20件 30件 30件 40件 40件 

経営分析実施事業者 未実施 10件 15件 15件 20件 20件 

 

 

｢ヒアリングシート｣記入項目 

・事業所の概要 ・当会への要望 ・強み、

弱み、機会、脅威 ・お客様からの意見、要

望 ・問題点 ・今後のプラン ・これまで

取り組んだ内容の有無(調査・分析、計画策定、

販路開拓) 

※内容については、必要に応じて見直しを実

施する。 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

(1) 事業計画の策定支援 

(現状と課題) 

 当会では、事業計画の策定支援は金融相談や補助金申請相談の際に年間に数件実施している

が、積極的な策定支援は実施してこなかった。また上記相談の終了後に改めて計画の見直しなど

を実施することはなかった。 

 

(改善策) 

上記1.地域の動向調査に関すること【指針③】、2.経営状況の分析に関すること【指針①】を

踏まえて、積極的な事業計画の策定支援に取り組む。 

長崎県商工会連合会や長崎県よろず支援拠点などの関係機関と連携して、伴走型の支援を行

い、小規模事業者の持続的な発展に務める。 

 

(事業内容) 

経営分析実施者に対する事業計画策定支援 (新規) 

上記2.で経営分析支援を実施した全ての小規模事業者について、引き続き事業計画策定支援

を実施する。事業計画については、①事業概要、②収支計画書、③売上計画書、④資金計画等に

ついて事業計画の策定支援を実施する。 

事業計画策定支援にあたっては、長崎県商工会連合会や長崎県よろず支援拠点などの関係機関

と連携して、伴走型の支援を実施する。 

 

(目標) 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者数 4件 10件 15件 15件 20件 20件 

 

 

(2)創業支援・事業承継支援 

(現状と課題) 

当会における創業に関する相談者は、年間1名程度である。相談内容については、創業時の融

資斡旋や確定申告手続きに関するものが多い。平成27年度に「しまばら創業サポートセンター」

が設置され、島原市・島原商工会議所・民間金融機関・当会などの関係機関が連携しながら、

創業に関する相談に対応している。 

また、当地区では小規模事業者の高齢化に伴い、事業承継や廃業を予定している小規模事業

者は多いが十分な対応ができていない。 

 

(改善策) 

当地区の持続的な発展のために、創業予定者に対しては「しまばら創業サポートセンター」と

連携しながら創業支援を実施する。 

事業承継については、経営指導員の巡回訪問等を通じてニーズの掘り起こしを行い、長崎県事

業引継ぎセンター等の関係機関と連携して、伴走型の支援を実施する。 
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(事業内容) 

創業塾の開催 (既存拡充) 

 「しまばら創業サポートセンター」と連携して年間1回開催して、創業ニーズの掘り起こしを

行う。内容については、創業者向けの金融や税務等の一般的な内容に加えて、事業計画策定支援

を実施して、伴走型の支援を実施する。 

 

(目標) 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業塾開催回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

創業支援件数 0件 1件 1件 2件 2件 2件 

 

 

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) 

 事業計画策定後は、小規模事業者持続化補助金の採択後に進捗状況を確認する程度で、補助事

業終了後に改めて計画を見直すなどのフォローアップは実施してこなかった。 

 

(改善策) 

 事業計画策定支援を実施した事業所に対しては、定期的に進捗状況の確認を行うなど伴走型の

支援を実施して、計画の実行度合いを高める。目標と乖離が生じている場合には、計画見直し

等についての支援を実施する。 

 

(事業内容) 

(1)事業計画策定支援者に対するフォローアップ (既存拡充) 

 上記3(1).の事業計画の実現を支援するために経営指導員が3ヶ月に1度定期的に巡回訪問し

て進捗状況を確認する。進捗状況が計画と乖離している事業所に対しては、計画の見直し等を

行う。 

 計画見直し等の際には、長崎県よろず支援拠点、長崎県商工会連合会などの関係機関や税理士、

中小企業診断士などの専門家と連携して伴走型の支援を行い、課題の解決に務める。 

 

(2)創業者へのフォローアップ (新規) 

 上記3.(2)で創業支援を実施した事業所について、創業後に経営指導員による経営・税務・労

働等の個別のフォローアップ支援を通じて、伴走型の支援を行う。 

 

(目標) 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定件数 4件 10件 15件 15件 20件 20件 

事業計画策定事業者のフォロ

ーアップ回数 
4回 40回 60回 60回 80回 80回 

創業者へのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回数 0回 5回 5回 10回 10回 10回 

 

 



- 14 - 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

(現状と課題) 

 当会では、小売業やサービス業に関する需要動向調査については、3年ごとに長崎県が実施し

ている「消費者購買実態調査」のデータを商工会報等で提供してきた。また、必要に応じてイン

ターネット等から得た情報を要望があった事業所に直接提供してきた。 

 

(改善策) 

 今後は、小規模事業者の販路拡大や新商品開発等の個社支援に繋げるために、「飲食店来店者

アンケート調査」「畜産品加工食品の需要動向調査・分析」を実施して、小規模事業者の販路拡

大や新商品開発にとって有益な情報の収集・提供を実施する。 

 

(事業内容) 

(1)飲食店来店者アンケート調査の実施 (新規) 

当地区の飲食店は安全で高品質な地元食材を使用し、味付けにこだわった独自メニューを提供

することで常連のお客様から高い評価を得ている。しかし島原市内中心部のファミリーレストラ

ンや回転寿司チェーン店等との競合で顧客、売上共に減少傾向で大変厳しい状況である。 

 そこで、当地区飲食店(小規模事業者)への来店者に対してアンケート調査を実施する。内容

は当地区飲食店に加えてほしいメニュー、そのメニューに使用してほしい地元食材に関する調

査。回収したアンケートの分析については、例えば、30 代女性が最も加えてほしいメニューが

ハンバーグ(肉料理)、使用できる地元産の食材が合挽肉(牛肉、豚肉)や卵など、性別や年代ごと

に詳細なクロス集計を実施する。アンケート回収枚数については、300枚(10 件×30枚)とする。 

 

 ＜調査項目（案）＞ 

  ・基本属性（性別、年齢、住所など） 

  ・来店理由、情報入手手段 

  ・レビュー（味、価格、見栄え、接客、外観・内観、雰囲気等） 

・追加してほしいメニュー（魚料理・肉料理・野菜料理(例：サラダ)・デザートなど） 

  ・料理に使ってほしい食材（「野菜・果物」「肉類」「魚介類」別に細かく） 

   （例）「野菜・果物」 

       白菜、レタス、ほうれん草、大根、にんじん、いちご、すいか、メロン など 

  ・近隣でよく行く飲食店 

 

《活用方法》 

 分析結果については、当地区の飲食店(小規模事業者)のうち食堂・レストラン・居酒屋等(計

10社)の実際に飲食メニューを提供している事業所に対して、巡回訪問や窓口相談の際に情報提

供を実施する。 

 分析結果をフィードバックし、メニュー等へ反映させることで、例えば、30 代女性の利用が

多い飲食店(小規模事業者)に対して、「有明の合挽肉と卵で作ったハンバーグ」等の調査結果に

基づいた具体的なメニュー提案が可能となる。地元食材の積極的な使用は「食の安全」も PR で

き、価格重視のチェーン店メニューとの差別化も可能となり、各事業所のターゲット層のニー

ズにマッチしたメニュー開発やより効果的な情報発信手段の改善などを商工会が支援すること

で、当地区飲食店(小規模事業者)の来店者数及び売上拡大、地元食材(農水産物)の需要増加に繋

がる。また、事業計画策定支援及び策定後の支援にも活用する。 
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(2)畜産品加工食品の需要動向調査・分析 (新規) 

当地区を含む島原市では畜産業が盛んで、県全体の出荷額のうち約15%を占めている。特に豚

肉と鶏卵は県内外に多く出荷され、一部ブランド化された商品も存在する。6次産業化及び農商

工連携を通じた畜産品加工食品の開発及び県外への販売に取り組むことは、外貨獲得や地域活

性化に大変効果があると思われる。 

そこで、当地区で生産される畜産品のうち、県内外に多く出荷されている豚肉及び鶏卵を使

用する加工食品に関する調査を実施する。具体的には、豚肉及び鶏卵を使用する加工食品を取

り扱う卸・小売業者と製造業者(計10社)が販売・製造を行っている畜産品加工食品を調査対象と

する。調査内容の詳細については、下記のとおり。 

※豚肉加工食品…ハム、ソーセージ、コロッケ、ハンバーグ等 

 鶏卵加工食品…カステラ、ロールケーキ、マドレーヌ等の菓子類 

 

○福岡圏・関西圏・関東圏等の大消費地に店舗を有するスーパーや百貨店等の食品担当バイヤ

ーに対して、豚肉及び鶏卵を使用する加工食品について、各商圏における消費者ニーズ等に

ついて下記の要領で聞き取り調査及び分析を実施する。収集方法は、上記3商圏のバイヤー各

3名の合計9名に対して、各事業所より「今後売上を伸ばしたい商品」最大3アイテムに関する

評価を実施。バイヤーから収集するサンプル数は最大で各事業所当たり27件、合計270件。 

 ＜ヒアリング項目（案）＞ 

・味付け(若者向けの濃味、高齢者向けの薄味等) 

・量(1人用、2～3人用、4～5人用等)、価格設定 

・パッケージ(都会受けするデザイン、田舎の良さをPRする素朴なデザイン等) 

 

《活用方法》 

調査・分析結果については、調査対象の畜産品加工食品を取り扱っている卸・小売業者及び

製造業者(計10社)に対して、巡回訪問や窓口相談の際に提供して、下記のとおりに活用する。 

例えば、ハムについて『高齢者向け薄味・小量・素朴なデザイン商品』や『若者向け濃味・多

量・都会受けするデザイン商品』など具体的にターゲットを絞った商品開発のための資料として

活用する。 

 

(目標) 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

飲食店来店者向けアンケート 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

アンケート回収枚数 0枚 300 枚 300枚 300枚 300枚 300枚 

飲食店来店者向けアンケート

分析結果の提供事業所数 
0件 10件 10件 10件 10件 10件 

畜産品加工食品の需要動向調

査 
0回 1回 1回 1回 1回 1回 

バイヤーから収集するｻﾝﾌﾟﾙ数 

(10事業所×3ｱｲﾃﾑ×3商圏×3名) 
0件 270 件 270件 270件 270件 270件 

畜産品加工食品の需要動向 

調査結果の提供事業所数 
0件 10件 10件 10件 10件 10件 
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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)  

 当会では、長崎県や長崎県商工会連合会等の関係機関から案内される商談会・展示会を該当す

ると思われる一部の小規模事業者に対して巡回訪問やＦＡＸで年間に数回程度紹介している。 

紹介後の参加の有無や販売実績等について調査を行うことは無かった。近年はインターネット

を介したネット販売による売上が増加しているが、当地区での取組は不十分である。 

 

(改善策) 

 当地区には、優良な食品製造業者が存在するので、県内外で開催される食品製造業に関連す

る商談会・展示会の開催情報を収集して案内を行い、出展を成功させるための支援や出展した際

の実績についての調査を行う。また、必要に応じて様々な支援を実施する。 

 インターネット活用については、長崎県商工会連合会が運営する「ＳＨＩＦＴ」を活用するこ

とで、小規模事業者の販路開拓につなげる。 

 

(事業内容) 

(1)食品製造業に関連する商談会・展示会出展支援 (既存拡充) 

 当地区の食品製造業者に対して、県内外で開催される商談会・展示会の開催情報を積極的に

収集して案内し、出展を促す。案内前に参加するバイヤー等が出展者に求めているニーズを把握

し、案内時に小規模事業者へ情報提供すると共に出展する商品やサービスの絞込を行う。 

出展した事業者に対しては、出展したメリット・デメリット・実績などの調査を行う。デメリッ

トの解消・縮減のために職員と出展者で協議し、専門的な部分については長崎県よろず支援拠点

や長崎県商工会連合会と連携して解決にあたる。 

 

(2)ＳＮＳを活用した販路開拓支援 (既存拡充) 

 長崎県商工会連合会が運営するホームページ「ＳＨＩＦＴ」のネット通販サイト「うまかも

んカタログ」については、事業所及び商品登録、販売手数料は無料であるが、当地区小規模事業

者の「うまかもんカタログ」への登録は1件のみである。 

 そこで、農水産物や菓子類の製造・販売を行う小規模事業者の販路開拓のために「うまかも

んカタログ」への事業所・商品登録を支援する。登録後も定期的に登録商品見直しや季節限定

商品の追加登録等の伴走型支援を実施する。また、商工会報やＨＰ、折込チラシなどを通じて

「うまかもんカタログ」の周知を実施して、小規模事業者の販路開拓を側面から支援する。 

 

(目標) 

項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

「食品製造業」商談会・展示会

案内、フォローアップ回数 
2回 3回 4回 5回 5回 5回 

「食品製造業」商談会・展示会

出展企業数 
0社 6社 8社 10社 10社 10社 

「食品製造業」商談会・展示会

における成約件数 
0件 6件 8件 20件 20件 20件 

「うまかもんカタログ」新規 

登録企業数 
0社 2社 3社 4社 5社 6社 

「うまかもんカタログ」を通じ

た注文件数 
0回 10件 15件 40件 50件 60件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

(現状と課題) 

 当会では、「有明の森フラワー公園」で毎年10月下旬に「アリアケフェスタ」を開催してお

り本年で26回目、例年約8千人の来場者がある。市民同士のふれあいの場提供を目的に主催して

おり、内容はステージイベント・地元産品の販売・フリーマーケット等。にぎわいの創出は出来

ているが、地域経済の活性化としては不十分と思われる。また、運営は商工会単独で行っており、

当日の運営補助や地元物産販売には、島原市役所や有明ふるさと振興開発協会等に協力いただい

ているももの、企画は全て商工会で実施しており、近年は内容のマンネリ化が見られる。 

 島原市の「島原復興アリーナ」で毎年11月下旬に「島原ふるさと産業まつり」が実行委員会

主催で開催され、約3万2千人の来場者があり、当会も実行委員として運営に関わっている。内

容はステージイベント・地元産品の販売・フリーマーケット等だが、「ご当地グルメグランプリ」

や島原市産の農畜水産物のPRを積極的に行っており、地域のブランド化、にぎわい創出につなが

っている。当会からは数名の小規模事業者が自主的に地元物産販売に参加している。 

 

(事業内容) 

(1) 「アリアケフェスタ」の内容拡充 (既存拡充) 

 「アリアケフェスタ」については、現在商工会単独で企画・運営しており、内容はマンネリ気

味で来場者数も頭打ちである。そこで、新たに島原市やJA等の関係団体を加えて「実行委員会」

を組織し、内容の充実を図る。これまでのふれあいの場提供に加えて、地域経済の活性化を目

的の一つに加える。具体的には、地元の小規模事業者が生産する農産物及びその加工品、菓子

類を積極的に当地区外へPRすることで、来場者の増加が見込まれると共に当地区の農産物や菓

子類の販売額が増加しその後の口コミ効果でイベント終了後の販売も見込める。併せて、「実行

委員会」で6次産業化や農商工連携に関連する情報交換を行い、ニーズの収集に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「島原ふるさと産業まつり」への出店支援 

 毎年11月に開催される「島原ふるさと産業まつり」は島原市の産業や商品をＰＲために開催

され、農産物・水産物・お菓子類・鍛冶等の物産が出店・販売されている。イベントの運営主

体は「島原ふるさと産業まつり実行委員会」で、島原商工会議所、島原市役所、島原雲仙農協、

有明漁協、当会等の団体で組織されている。実行委員会において、地域経済活性化及びにぎわい

創出についての具体的な協議が実施されている。 

 また、当会では有明産の物産販売に伴う外貨獲得及び地域経済活性化を目的に、農水産物や

菓子類等を製造・販売する小規模事業者に対して、経営指導員の巡回指導等を通じて積極的な出

店を呼びかけ、有明地区からの出店者の増加を目指す。 

アリアケフェスタの風景 
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(3) SQ制度(島原市特産品認定制度「島原スペシャルクオリティ」)の認定支援 (新規) 

 SQ制度とは、『島原の歴史や自然、文化をイメージできる「島原らしさ」をもち、安心・安

全優れた特産品』に対して島原市が認定する制度。認定を受けた商品は島原市を代表するブラ

ンドとして扱われる。現在当地区からは、小規模事業者3件の4アイテムが認定を受けている。 

 SQ制度認定で有明産品のブランド化を推進し、外貨獲得並びに地域経済活性化に繋げて、当地

区並びに当地区小規模事業者の持続的な発展を図る。 

 また、SQ制度認定支援にあたっては、認定を受けるためのポイントや認定後の支援策等につ

いて、島原市と連携を図りながら伴走型の小規模事業者支援を実施する。 

 

 

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 

 

(現状と課題) 

これまでは、経営指導員が受けた相談については、その都度中小企業診断士や税理士等の専門

家や金融機関などの支援機関に相談して個別に解決していた。 

今後は専門家や連携機関等の支援機関と日常的に連携して、小規模事業者にとって有益な支援

ノウハウの取得や情報交換に努める。 

 

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（既存拡充） 

 (1)長崎県商工会職員協議会島原半島支部（雲仙市商工会・南島原市商工会・有明町商工会の

職員約50人で組織）が毎年1回開催する「全体研修会」に参加して、金融支援・創業支援・

観光振興等の支援ノウハウに係る情報交換・収集を実施する。 

(2)日本政策金融公庫長崎支店が毎年1回開催する「経営改善貸付等連絡協議会」に参加して、

金融支援等の支援ノウハウに係る情報交換・収集を実施する。 

(3)島原市、地域金融機関、商工団体等で組織する「創業サポート島原」が毎年2回程度開催す

る創業及び第二創業に関する講習会に参加して、創業・第二創業支援等の支援ノウハウに

係る情報交換・収集を実施する。 

(4)よろず支援拠点は毎月定期的に当地区へ出張相談に来ており、毎回情報交換を実施して、

事業計画策定等の支援ノウハウに係る情報交換・収集を実施する。 

(5)島原税務署が開催する所得税・消費税に関する研修会に年間2回参加して、税務支援等の支

援ノウハウに係る情報交換・収集を実施する。 

(6)長崎県島原振興局が主催する「島原半島活性化会議」に毎年１回参加して、行政の施策等

の支援ノウハウに係る情報交換・収集を実施する。 

島原ふるさと産業まつりの風景 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 本会の職員数は現在4名で、経営発達支援計画の推進にあたっては、これまでのように職員

個々で対応するのではなく、複数の職員で対応して支援ノウハウや小規模事業者等の経営分析

結果等について共有する必要がある。また得られたデータについては職員がいつでも閲覧でき

るシステムを整備する。 

 

(1)不足している専門的な知識やヒアリングスキルを習得するために、専門家派遣に複数の職

員で同行して専門的な知識やヒアリングスキル等を学ぶ。 （既存拡充） 

(2)経営指導員等職員が巡回訪問時に実施した支援内容(上記(1)を含む)については、他の職員

との情報共有を図るために、随時経営カルテへ記載し、データ化したものを専用フォルダ

へ保存する。 （既存拡充） 

(3)不足している事業計画策定や IT支援などに関する資質向上を図るために、長崎県商工会連

合会が主催する「職種別の研修会」(毎年 1 回開催)や「情報化研修会」(毎年 1 回開催)に

全職員が分担して参加し、事業計画策定や IT 支援などに関する資質向上を図る。 （既存

拡充） 

(4) 不足している創業支援や農商工連携などに関する資質向上を図るために、中小企業基盤整

備機構が主催する研修会に全職員が分担して年間 2 回以上参加し、創業支援や農商工連携

などに関する資質向上を図る。  （新規） 

(5)上記(1)～(4)については、これまでは参加した職員が口頭や出張報告の形式で簡潔に報告

しており、組織内で十分に共有出来ていなかったと思われる。そこで、重要事項を抽出、

データ化して、ハードディスク内の専用フォルダに保存して、職員は何時でも誰でも閲覧

可能な状態とする。 

専用フォルダの形態及びデータ化する内容については、下記のとおりとする。 

 

〇専用フォルダの形態 

 

 

 

 

〇データ化する内容 

・企業支援：上記(1)及び(2) 

①日時、②事業所名・業種、③担当者氏名、④専門家氏名・専門分野(専門家派遣の場合)、

⑤支援内容、⑥成果等 

・研  修：上記(3)及び(4) 

① 日時、②実施機関名、③研修内容、④受講者氏名、⑤成果等 

 

また、データ化のみでは十分な理解が得にくいため、毎月1回ミーティングを行い、専門

家への同行や研修会で得た知識を他の職員に発表して、知識の共有を深める。その際にデ

ータ化したものを紙ベースで提示することで、より理解を深めることが出来る。 

上記(1)～(4)で得られた支援ノウハウ等のデータについて、これまでは職員毎に蓄積し

ていたものを、上記で記載したとおり全職員で共有することで、出張等で特定の職員不在

時の対応が可能となる。また、職員の人事異動の際には、データ化したものを後任の職員

に提供することで人事異動に伴う影響を最小限に抑えて、組織としての支援力維持・向上

が可能となる。 （新規） 

 

 

平成〇〇年度経営発達支援計画 

・企業支援 

・研修 
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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 

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・検証を毎年度

実施する。 

(1)職員による「進捗状況確認会議」を毎月開催する。個別の支援内容及び進捗状況について

担当から報告し、全職員で情報を共有する。 

(2)「事業評価委員会」を設置して毎年1回開催する。事業の実施状況、成果の評価・見直し案

の提示を行う。 

メンバーは内部より商工会正副会長、外部より島原市職員、金融機関職員、中小企業診断

士等の専門家により組織する。 

(3)「事業評価委員会」の協議結果を元に、理事会において評価・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・見直しの結果を有明町商工会の会報及びホームページ 

（http://s-ariake.com/）へ掲載・公開する。 
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【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：事務局職員 

②商工会地区産業構造特性分析 

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総会への報告 

⑦事業計画を HP、商工会報で公表 

Ｄ（実行）＝【事業進捗状況確認】 

①担当者：事務局職員 

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職員異動後のスムーズな事業引継ぎ 

Ａ（改善）＝【次年度に向けた改善事項】 

①担当者：事務局長・経営指導員 

②評価委員会報告を理事会で見直し 

③改正数値目標設定 

④事業の運営方法改善 

⑤事業運営組織の改善 

⑥事業予算の改善 

⑦事業実績を HP、商工会報で公表 

 

Ｃ（評価）＝【数値目標達成状況確認】 

①担当者：事業評価委員会、事務局職員 

②進捗状況確認会議の開催(月 1回実施) 

③評価委員会の評価（年 1回実施） 

④各事業の数値目標達成状況確認 

⑤事業成果の検証 

⑥達成要因・新規導入事項の抽出 

⑦未達成要因の分析 

⑧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月現在） 
（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事務局 

   ・事 務 局 長：１名 

   ・経営指導員：１名 

   ・経営支援員：１名 

   ・一 般 職 員：１名 

    ※全員が経営発達支援計画に携わる。 

 

 

（３）連絡先 

  有明町商工会 

   〒859-1415 

    長崎県島原市有明町大三東戊 1427-3 

    Tel   ：  0957-68-0255 ／ fax ： 0957-68-0223 

     URL   ：  http://s-ariake.com/ 

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

 

 

会長（1 名） 

副会長（2 名） 

事務局 

①総務 

②業務 

③経営指導 

 

会員総会 

理事（15 名） 

監事（2 名） 

事業評価委員会 

商工会正副会長 

島原市 

金融機関 

専門家 

評価 

【事務局の役割】 

・指針①～④ 

・地域経済活性化に資する取組 

・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 

 

理

事

会 見直し案提出 
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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 2,650  2,675  2,825  2,850  2,875  

 

1.地域の経済動向調査事業費 

 

2.経営分析事業費 

 

3.事業計画策定支援事業費 

 

4.事業計画策定後の実施支援事業費 

 

5.需要動向調査事業費 

 

6.新たな需要開拓事業費 

 

7.地域経済活性化事業費 

 

8.経営指導員等の資質向上対策費 

60  

 

500  

 

350  

 

100  

 

 140  

 

400  

 

1,000  

 

100  

60  

 

500  

 

375  

 

100  

 

140  

 

400  

 

1,000  

 

100  

60  

 

625  

 

400  

 

100  

 

140  

 

400  

 

1,000  

 

100  

 60  

 

625  

 

425  

 

100  

 

140  

 

400  

 

1,000  

 

100  

60  

 

625  

 

450  

 

100  

 

140  

 

400  

 

1,000  

 

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、全国連補助金、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.経営分析」「3.事業計画の策定支援」

「5.需要動向調査」 

（2）事業計画の実行支援＝「3.事業計画の策定支援」 

（3）創業者・事業承継者の掘り起こしと情報共有＝「3.事業計画の策定支援（2）創業支援・事

業承継支援」 

（4）食品製造業者に対する商談会・展示会出店支援、SNSを活用した販路開拓支援＝「6.新たな

需要の開拓に寄与する事業に関すること」 

（5）地域経済活性化＝「Ⅱ．地域経済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月末現在） 

（連携者） 

・独立行政法人 中小企業基盤整備機構九州本部 

代表者：本部長 齋藤 三 

住 所：福岡県福岡市博多区祇園町 4-2サムティ博多祇園 BLDG 

電 話：092-263-1500 

役 割：(1)専門家派遣・個別指導による高度・専門的支援 

 

・公益財団法人 長崎県産業振興財団 

代表者：理事長 若杉 謙一 

住 所：長崎県長崎市出島町 2番 11号出島交流会館 6-7階 

電 話：095-820-3838 

役 割：(1)専門家派遣・個別指導による高度・専門的支援 

 

・長崎県中小企業団体中央会 

代表者：会長 石丸 忠重 

住 所：長崎県長崎市桜町 4-1長崎商工会館 9階 

電 話：095-826-3201 

役 割：(1)専門家派遣・個別指導による高度・専門的支援 

 

・一般社団法人 長崎県中小企業診断士協会 

代表者：会長 前田 慎一郎 

住 所：長崎県長崎市恵美須町 7-21恵比寿マンション 2階 

電 話：095-822-3621 

役 割：(1)専門家派遣・個別指導による高度・専門的支援、(6)支援力向上のための

情報交換 
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・九州北部税理士会 島原支部 

代表者：支部長 大野 友道 

住 所：長崎県島原市弁天町 2-1264大野友房税理士事務所内 

電 話：0957-62-3131 

役 割：(1)専門家派遣・個別指導による高度・専門的支援、(6)支援力向上のための

情報交換 

 

・長崎県商工会連合会 

代表者：会長 宅島 壽雄 

住 所：長崎県長崎市桜町 4-1長崎商工会館 8階 

電 話：095-824-5413 

役 割：(1)専門家派遣・個別指導による高度・専門的支援、(6)支援力向上のための

情報交換 

 

・長崎県よろず支援拠点 

代表者：長崎県商工会連合会会長 宅島 壽雄 

住 所：長崎県長崎市桜町 4-1長崎商工会館 9階 

電 話：095-828-1462 

役 割：(1)専門家派遣・個別指導による高度・専門的支援 

 

・長崎県事業引継ぎ支援センター 

 住 所：長崎県長崎市桜町 4-1 長崎商工会館 2階 

 電 話：095-822-0111 

 役 割：(1)専門家派遣・個別指導による高度・専門的支援 

 

・㈱日本政策金融公庫 長崎支店 

代表者：支店長 鶴丸 真介 

住 所：長崎県長崎市大黒町 10-4 

電 話：095-824-3141 

役 割：(2)制度資金を活用した事業計画の実行支援、(6)支援力向上のための情報交

換 

 

・㈱十八銀行 有明支店 

代表者：支店長 小杉 貴輝 

住 所：長崎県島原市有明町大三東戊 1349-5 

電 話：0957-68-1118 

役 割：(3)創業者の掘り起しと情報共有、(6)支援力向上のための情報交換 
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・㈱長崎銀行 有明支店 

代表者：支店長 宇土 仁之 

住 所：長崎県島原市有明町湯江甲 263-1 

電 話：0957-68-1131 

役 割：(3)創業者の掘り起しと情報共有、(6)支援力向上のための情報交換 

 

・島原市 

代表者：市長 古川 隆三郎 

住 所：長崎県島原市有明町大三東戊 1327 

電 話：0957-68-1111 

役 割：(3)創業者の掘り起しと情報共有、(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)地域経済活性化、(6)支援力向上のための情報交換 

 

・㈱島原観光ビューロー 

代表者：代表取締役 中村 慎次 

住 所：長崎県島原市川尻町 7-5 

電 話：0957-62-3986 

役 割：(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)地域経済

活性化 

 

・島原雲仙農業協同組合 有明支店 

代表者：支店長 稲田 実美 

住 所：長崎県島原市有明町大三東戊 1327 

電 話：0957-68-1151 

役 割：(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 

 

・有明町漁業協同組合 

代表者：組合長 松本 正明 

住 所：長崎県島原市有明町湯江甲 75 

電 話：0957-68-0503 

役 割：(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 

 

・有明ふるさと振興開発協会 

代表者：会長 西川 和敏 

住 所：長崎県島原市有明町湯江丁 3612-10 

電 話：0957-68-5252 

役 割：(5)地域経済活性化 

 

 

 

 

 



- 27 - 

 

・島原商工会議所 

代表者：会頭 満井 敏孝 

住 所：長崎県島原市高島 2丁目 7217 

電 話：0957-62-2101 

役 割：(5)地域経済活性化、(6)支援力向上のための情報交換 

 

・長崎県島原振興局 

代表者：局長 村井 正人 

住 所：長崎県島原市城内 1丁目 1205 

電 話：0957-63-0111 

役 割：(6)支援力向上のための情報交換。 

 

・島原税務署 

 代表者：署長 山口 和義 

 住 所：長崎県島原市弁天町 1丁目 7403 

役 割：(6)支援力向上のための情報交換 

電 話：0957-62-3281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※連携体の役割については連携体制図に記載します。 
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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.経営分析」「3.事業計画の策

定支援」「5.需要動向調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）事業計画の実行支援＝「3.事業計画の策定支援」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【連携者】 

・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 

・九州北部税理士会島原支部 

・長崎県商工会連合会 

・長崎県よろず支援拠点 

・長崎県事業引継ぎ支援センター 

有明町

商工会 

専門家 

【
小
規
模
事
業
者
】 

【連携者の役割】 

 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

た個別指導を行います。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】 

 商工会と連携して、小規模事業者の持続的な発展に務めるために、積極的な事業計画実行支

援を行う。 

【連携者】 

日本政策金融公庫 

【小規模事業者】 

有明町商工会 
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（3）創業者・事業承継者の掘り起こしと情報共有＝「3.事業計画の策定支援（2）創業

支援」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）食品製造業者に対する商談会・展示会出店支援、SNS を活用した販路開拓支援＝ 

「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連携者の役割】（島原市） 

 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・事業承継支援により、

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】 

・島原市 

・十八銀行有明支店 

・長崎銀行有明支店 

 

有明町商工会 

【連携者の役割】（十八銀行・長崎銀行） 

 商工会地域内における金融機関の認定支援機関として、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・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

つなげる。 

【連携者の役割】 

 商談会及び展示会出展時の商品の陳列や商品 PR、SNS 活用法などの専門分野についての支

援を実施することで、小規模事業者の売上増につなげる。 

 

【連携者】 

・島原市 

・㈱島原観光ビューロー 

・島原雲仙農業協同組合有明支店 

・有明町漁業協同組合 

 

有明町商工会 

小規模事業者 
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（5）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】 

・長崎県商工会連合会 

・長崎県職員協議会島原半島支部 

・長崎県中小企業診断協会 

・九州北部税理士会島原支部 

・島原市 

・長崎県島原振興局 

・日本政策金融公庫 

・㈱十八銀行有明支店 

・㈱長崎銀行有明支店 

・島原商工会議所 

・島原税務署 

 

有明町商工会 

【連携者の役割】 

 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。 

【連携者】 

・島原市 

・島原市 

・㈱島原観光ビューロー 

・島原商工会議所 

・有明ふるさと振興開発協会 

 

有明町商工会 

小規模事業者 

【連携者の役割】 

 「アリアケフェスタ」「島原ふるさと産業まつり」の実行委員会を通じて、今後の地域活性化

の方向性を検討するとともに、地域活性化の方向性を踏まえ、交流人口増加を目的とした集客

イベントの内容を充実させて、地域物産の紹介等を通じて地域活性化を図る。 
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