
経営発達支援計画の概要 

実施者名 小値賀町商工会（法人番号 5310005003508） 

実施期間 平成 29年 4月 1日～平成 34年 3月 31日 

目 標 

（１）徹底した情報収集、分析及び行政ほかその他支援機関と連携した小規模事業

者の経営力強化支援の推進 

（２）アイランドツーリズムという時流を活用して創業者の掘り起こしやマッチン

グによる新陳代謝の推進を図り、小規模事業者の維持に努める 

（３）島内関係機関との情報交換と連携強化を図り、小規模事業者支援に繋げる 

（４）地域産品の販路開拓と交流人口の拡大及び農商工連携による６次産業化推進 

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【指針③】 

・小規模事業者経済動向調査、行政や金融機関等の経済動向、事業承継意志

アンケートの実施、収集、活用 

２．経営状況の分析【指針①】  

・経営分析対象者をピックアップしての「簡易な財務分析」「専門家による

詳細な分析」の実施 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・事業計画の策定支援の実施 

・創業等支援のための「創業・第２創業セミナーの開催」「創業予定者の創

業計画策定支援」の実施 

４．事業計画策定支援後の実施支援に関すること【指針②】 

・定期的なフォローアップの実施 

・創業予定者への定期的なフォローアップの実施 

・創業予定者の転廃業者とのマッチングの実施 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

・観光客向け宿泊アンケート調査の実施と分析、活用 

・物産展、来店者向けアンケート調査の実施と分析、活用 

・分析システムを活用した市場分析と活用 

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】 

・小規模事業者の販路開拓のための「展示会・商談会出展支援」「商談会で

の成約」「ＩＴセミナー開催」「中心商店街での特産展示会」「飲食店、

宿泊関連者による検討委員会の開催」「おぢかメニューの開発」の実施 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

・関係諸団体との活性化協議会の開催と商店街賑わい事業の実施とその実施

しにともなう創出会議の開催 

連絡先 

郵便番号  857-4701 
住  所  長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 1537-54 

小値賀町商工会  会長 岩坪 義光 

電話番号    0959(56)2323 
FAX番号  0959(56)2755 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ojika@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）小値賀町商工会（以下「商工会」）地区の概要 

①位置・環境（出典：おぢかアイランドツーリズム協会ＨＰ） 
 

小値賀町（おぢかちょう）は、長崎県の五島列

島北部の小値賀島と周辺の島々を行政区域とす

る町で、北松浦郡に属し、五島列島の北、佐世保

市の宇久島（旧北松浦郡宇久町）と新上五島町の

間に位置し、小値賀島とその周辺に散在する大小

17の島（小値賀火山群島）からなる。町の中心部
は小値賀島の南部にある笛吹（ふえふき）地区で、

この付近が最も人口が多くなっている。 

 

⦿町の面積： 25.46km² （小値賀島 - 12.22km²） 
⦿有 人 島：小値賀島、斑島、黒島、大島、納島、六島（むしま）、野崎島 

⦿無 人 島：小黒島、宇々島、藪路木島、赤島など 

⦿  山  ：番岳(小値賀島､標高 104m)、本城岳(小値賀島､標高 111m)、 
二半岳(野崎島､標高 305m) 

 

②人口構成（出典：小値賀町） 

総人口は 1980年（昭
和 55 年）5,684 人から
右肩下がりで減少し、

2010 年（平成 22 年）
2,849 人と推移してお
り、30 年間で▲2,835
人（▲50％）減少して
いる。 

将来推計人口を見る

と、2020 年 2,183人、
2030年 1,661人となる
ことが予測される。一

方、高齢化率は、1980
年 14.6％から増加し
2000 年 35.1％、2010
年 43.4％と推移してお
り、将来推計では 2020
年 53.7％となり、限界
集落の発生が危惧され

る。 
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漁協水揚げ金額 農産物生産額

③第一次産業（出典：小値賀町） 

漁業が産業の核で

あり、年間漁協水揚金

額は H19年度 1,660百
万円をピークとして

減少に転じ、H23年度
はやや持ち直してい

るものの、H26年度は
875 百万円まで減少し
ている。 

農産物の生産量は

400 百万円前後で推移
しており、H25年度と
26 年度は 430 百万円
超の生産量を計上し

ている。H26年度生産
量を種類別に見ると

肉用牛（66％）が全体
の約 2/3を占め、次い
で「えんどう（11％）」、

「水稲（8％）」「ブロッコリー（6％）」となっており、これらの合計で 91％を占め
ている。 

 

⦿漁業： 

漁業は、町の中核産業であり、恵まれた漁場を利用して、ブリ、ヒラス、イサキ等

の一本釣りを中心に、採貝藻、曳縄、延縄、刺網、シイラ漬等の漁船漁業が営まれて

いる。 

一方で、大切な水産資源を守り育てるため、アワビ等、漁業種類ごとに漁場や漁具、

採捕サイズ等の各種自主規制や稚魚の放流、アワビの種苗生産、イカの人工産卵礁の

設置、藻場の維持・回復への対策等、資源保全活動にも、従来から積極的に取り組ん

でいる地域である。 

また、漁協では、主要魚種のうち、以前から市場での評価が高い「イサキ」と「タ

チウオ」について、平成１１年度から１２年度にかけてブランド化に取り組み、イサ

キを「値賀咲」、タチウオを「白銀」とネーミングし、他産地との差別化を図り、魚

価の高値安定にも努めてきた。 

しかし、近年の漁業を取り巻く環境は大変厳しく、資源の減少、藻場の衰退、魚価

の低迷、燃油価格の高騰、後継者不足、密漁や違反操業の横行等、多くの問題に直面

している。 

このような状況下、１町１漁協として運営されてきた小値賀町漁協は、経営基盤の

強化を図るため、平成１８年１０月に隣島の佐世保市宇久町の宇久漁協と合併し、新

組織「宇久小値賀漁協」が誕生した。 

 

⦿農業： 

農業における環境は、地形がなだらかで河川の発達もなく、年間降雨量は県平均の

約６０％と極端に少なく、干ばつ時の被害により不安定な農業経営を強いられてきた。
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このような中、水源の適地として本島から３キロ離れ、高い山が存在し年間降雨量が

多い野崎島に水源を求め、県営の野崎ダムが平成１５年に完成している。 

農業品目については、肉用牛・水稲を基幹作目として、実エンドウ・メロンなどの

施設・露地野菜や、ブロッコリーなどの土地利用型作目が産地化され、規模拡大が図

られている。 

土壌改良のための土づくりについては講演会、緑肥栽培の展示圃設置等を実施し、

その結果について、土づくり手引書を作成し農家全体の知識向上が図られるとともに、

平成９年に緊急畑地帯総合整備事業が完了した属島の大島地区において、土づくりに

必要な牛糞堆肥がないため緑肥による土づくりを実践し成果をあげている。 

 

④観光業（出典：小値賀町） 
観光業は、恵まれた自然を活かした体験と、農業・漁業等を舞台とした交流を通して

の活性化を図る「体験型ツーリズム」をキーワードに事業を展開している。海を活用し

た観光は「ブルーツーリズム」、農業を活用した観光は「グリーンツーリズム」、自然

体験は「エコツーリズム」と称されるが、当町ではこの全てが体験できる「島暮らし体

験型観光（アイランドツーリズム）」として推進している。事業の推進のため観光窓口

を一本化し、行政や住民が参画した「ＮＰＯ法人おぢかアイランドツーリズム協会」が、

島全体のツーリズム事業を実践する組織として平成１９年に誕生した。 

 

このＮＰＯ法人が行う各種体験事業と地元町民との交流の民泊事業は、自然に溢れ・

人情味豊かで・おもてなしの島としてメディアなどに注目され、「オーライ！ニッポン

グランプリ（内閣総理大臣賞）」をはじめ、「ＪＴＢ交流文化賞最優秀賞」、「西日本

グリーンツーリズム大賞優秀賞」、「エコツーリズム大賞特別賞」を受賞するなど、地

域活性化の切り札となっている。 

また、本島の東に位置する野崎島は、自然を満喫できる癒しの島として、廃校となっ

た校舎を改修した宿泊施設「野崎島自然学塾村」を中心に手付かずの大自然が人気を呼

ぶとともに、世界遺産候補の野崎島の集落跡（旧野首教会）の佇まいが魅力を集め、通

年多くの観光客が訪れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧野首教会 

小値賀町商工会より

小値賀町商工会より  

姫の松原 
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新たな取り組みとして、第一次産業と連携し、大人層をターゲットとした滞在型の島

暮らし体験交流事業へ移行するための「古民家再生事業」を平成２１年度から進めてい

る。その核となる捕鯨や酒造業で栄えた旧藤松邸は、江戸時代に建設された貴重な古民

家で、「地産地消古民家レストラン」として整備されている。あわせて町内に点在する

１０軒程度の古民家を中長期滞在交流型施設として整備することで、観光による交流人

口拡大と地域基幹産業と連動した経済活性化並びに雇用の創出を柱とした地域再生と

して期待が高まる。 

 

⑤小値賀町へのアクセス（出典：小値賀町） 
小値賀町への来島手段は航路が主であり、緊急時に空路を利用するケースが慣例化さ

れている。 

船舶別の利用者構成は、佐世保港を基点とする「九州商船（76％）」が全体の約 3/4
であり、次いで、博多港と五島列島を結ぶ「野母商船（17％）」となっている。その他、
「上五島町有川港」や「宇久平港」からの来島者は、過少（合計約 7％）な構成となっ
ている。 

「九州商船」は小値賀港・佐世保港・宇久平港間でフェリーと高速船を、１日 2～3
便運行させており、年間利用者数は H24 年度 35,133 人から減少に転じ、H26 年度は
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33,358人（▲775 人）となっている。一方、野母商船は博多港から夜行のフェリーを運
航しており、直近４年間で 1,099 人増加する等、利用者が増える傾向にある。 
上五島町との間を就航する「五島産業汽船」は、H24年度から就航しており利用者は

増加傾向で、隣島間を就航する「みつしま」と「津和崎丸」は年間利用者数が 1,000人
未満となっている。 

 

（２）商工会地区小規模事業者の現状分析 

①商店数と年間販売額の推移（出典：長崎県の商業） 

直近 20年間の推移を見ると、商店数 H6年 94件から H26年 50 件に▲44 件（▲47％）
減少しており、年間販売額は H6 年 3,206 百万円から H26 年 1,364 百万円へ、▲1,842
百万円（▲57％）減少している。 
 

②業種別商工業者数の推移（出典：長崎県統計資料） 

直近 14 年間の推移を見ると、「建設業」▲2 件、製造業▲5 件、卸小売業▲20 件、
飲食宿泊業▲5 件、サービス業▲4 件、その他▲3 件となっており、総数では▲39 件減
少している。 

H12年時点で最も事業者数が多い「卸・小売業」63件が▲20件（約▲1/3）減少して
いるが、サービス業は 40 件中減少▲4 件と過少であり、業種別に見ると減少幅に差異
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が生じている。 

 

③地元滞留率（出典：平成２４年度長崎県消費者購買実態調査） 
⦿全商品平均買物先割合：小値賀町 58.2％、 佐世保市 19.0％、 通信販売 15.2％ 
⦿小値賀町住民の通信販売利用経験：有り 96.5％ 
⦿通信販売での購入率が高い商品・・・身の回り品 30.8％、衣料品 30.6％、洋品雑貨 29.8％ 

 

（３）商工会地区の現状と課題 

①域内経済の停滞 
商工業は食料品・日用雑貨品等の小売業、サービス業が主であり、経営規模が零細か

つ販路が町内に限られている。近年においては、過疎化の進行や農業、漁業の長期的

不振が町内の消費や設備投資を停滞させており、商工業の経営に大きな影響を与えて

いる。 

 

②通信販売による購買流出 
情報通信網の発達により、インターネットやカタログ販売等の普及が進み、通信販売

利用者の増加に伴う購買流出が、域内小規模事業者の経営を圧迫している。さらに、

一部の地区では食料品店が廃業したことにより、地域の高齢者等が買物弱者となり、

住民の経済活動や日常生活機能の持続可能な仕組み作りが喫緊の課題となっている。 

 

③域内消費活性化と域外市場開拓が不可欠 
地域経済の底上げを長期的視野から進めていくためには、域内消費ばかりでなく、域

外需要の開拓を図ることが不可欠であり、特産品の開発推進や観光産業との連携が必

要である。 

 

④廃業者数の増加 
少子・高齢化・過疎化を背景とする人口減少、さらに基幹産業である農業・漁業の長

期的不振が町内の小規模事業者に大きな影響を与え、後継者が残らない事業所が多く

なっている。 

 

⑤輸送コストが経営圧迫 
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離島経済に直結する輸送コスト（船便）の発生により、時間と費用を要し情報遅滞、

原価高等に繋がっており、小売段階における価格高が地域経済活性化の阻害要因とな

っている。 

 

⑥農商工連携による地域活性化が不可欠 
域内経済の停滞が続く中で、域外市場の開拓が不可欠であり、地域資源（農水産物）

を活用して、付加価値を創造（加工・製造）し、販売・流通する６次産業化の推進に

よる雇用の創出が求められている。 

 

（４）小値賀町（行政）の商工業振興策（出典：小値賀町） 

 

【基本方針】 

⦿商工会の機能強化を一層進め、商工業者の育成を図り、地産地消等の各種イベント

を実施するなど、地元の消費拡大を促進する。 

⦿また、航路事業者の一部撤退により商品の輸送コストが上昇し、事業者の利益確保

が困難となっていることから、輸送コスト低廉化に向けた調査研究を実施する。 

⦿観光客への新しい土産品や地元食材を活用した料理の開発等が急務であり、新商品

開発と交流人口増加による商工業の活性化を推進する。 

⦿さらに、高齢者等の買物環境を整備し、人に優しい商店街を目指す。 

 

①買物環境の整備 

②空き店舗対策 

③商工業後継者対策および新規開業者支援 

④観光の振興 

⑤６次産業化の推進 

 

（５）商工会の役割 

①商工会は小値賀町および国・県等と、地元小規模事業者を結ぶパイプ役としての重要

な責務と、農協・漁協・ＮＰＯ法人おぢかアイランドツーリズム協会等の各団体と緊

密な連携を図り、地域全体の経済活性化を推進する役割を担っている。 

②地域経済を支える小規模事業者は売上低迷や、後継者難等の様々な経営課題に直面し

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り、商工会には事業計画策

定・実施・フォローアップ等の伴走型支援が求められている。 

③商工会は多くの認定支援機関や中小企業支援機関の中核となり、小規模事業者を支援

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の役割が期待され

ている。 

 

（６）商工会のこれまでの取り組み 

・商工会では、これまで地域資源を活用した取り組みや地域の課題に対する事業に以下

のような事業取り組んできた。 
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年

度 事  業  名 内     容 

H18 
特産品販売ビジネスモデル策

定事業 

小値賀町の一次産品を中心とした地域資源
を商品化し、販売ルートの確保、生産から
最終消費者までを取り込むビジネスシステ
ムを策定し、新たな雇用機会の確保を目指
す。 

H19 

全国展開支援事業 

「小値賀の幸せをお取り寄

せ」 

じげもんブランド化事業 

①特産品開発、町内特産品の資源調査、評

価システムの構築 

②販路開拓 

③情報収集と情報発信 

むらおこし総合活性化事業 

商品化の検討と試作品作成 

ＨＰの作成、代金決済システム、顧客管理

システムの構築 

H20 

長崎県地域商工業新展開支援

事業 

離島地区特産品通販システム

検討事業 

インターネット通販による受注、発送体制

の構築と事業実施のための組織化及び供給

体制の検討 

H21 

地域コミュニティー維持活動

事業 

離島地区における空き店舗を

活用したコミュニティー活動

について 

住民へのサービスの一環としてコミュニテ

ィー施設の維持活動についての研究 

H22 
全国展開支援事業 

離島心 おぢか 継故創新

食の恵みで元気発信事業！ 

島内で販売していく特産品の生産体制整備 

多様化する消費者ニーズに適応した新商品

開発 

モニターツアー、テストマーケティング、

見本市への出店等により町外への販路拡大 

H23 
地域振興調査事業 

島たより おぢか宅配便 

島の出身者を対象な「見たい・聞きたい・

求めたい等」「物産と情報／便り」の両面

を兼ね備えた情報の提供により継続的顧客

の発掘 

H24 

商店街活性化・空き店舗対策

事業地域と商工会・行政との

連携による住みたい地域づく

りの創出 

空き店舗を利用し、１次産業者等が利用出

来る「朝市」の開設と町内食料品店が利用

出来る仮店舗の設置 

H24 
買い物弱者サポート事業 

買い物不便度の高い住民に対し、買い物不

便を少しでも解消するため「楽市前方店」

を核とした買い物支援事業への取り組み H25 
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H26 
平成２６年度より買い物代行サービスをス

タート 
 

（７）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

人口２，６００人の離島という立地特性と少子高齢化・過疎化の進展を背景とする限界

集落の拡大が危惧される状況の下、持続可能な社会のインフラの一つとして、多様な業

種の小規模事業者が島内で営業を継続できることを目指す。一方、域内購買力低下が進

展する中で、域内市場を対象とするだけでは小規模事業者の経営力向上は困難であり、

平成３０年度世界遺産候補である長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の野崎島

の集落跡や豊富な農水産品（ピーナッツ、トマト、メロン等、イサキ、タチ魚等）を活

かした交流人口の受け入れや域外市場への販路拡大等を通じて外貨獲得を目指す。 

 

（８）本計画の取組目標 

当会では、地域における小規模事業者を支援し、地域経済の活性化を図るため、下記の

取り組み目標を設定する。 

 

①小規模事業者の経営力強化支援 

・小規模事業者への巡回、窓口相談において徹底したニーズの収集に努め、伴走型支

援に活かし、売上増加、利益増加に直接寄与するとともに小規模事業者が直面する

課題を乗り越え、明るい展望を持てるように、同じ目線に立った支援を行う。 

・行政はもとより地域金融機関、その他支援機関と連携を図り、小規模事業者の経営

力、販売力の向上を図るべく、積極的な支援を展開する。 

・小規模事業者の各種経営データを分析し、経営資源の強み、弱みを把握したうえで

経営者の意識改革を図り、課題解決のための事業計画を作成することで解消し、経

営の安定化、経営基盤の強化を推進する。 

 

②地域経済の新陳代謝を推進 

・経営者の高齢化に伴い廃業者が多くなっている状況に対して、創業塾や第二創業塾

の開催により、次世代経営者の育成を図ると共に創業希望者を掘り起し、後継者の

いない小規模事業者とのマッチングや、新規創業者に対する事業計画策定支援を行

い地域経済の新陳代謝推進と地域内事業者数の維持に努める。 

 

③島内関係機関との連携強化 
・小値賀町及びＮＰＯ法人おぢかアイランドツーリズム協会、（一財） 小値賀町担い

手公社、農協、漁協、地域金融機関との定期的な情報交換を行う機会を設け、情報

収集及び地域の課題を抽出し、その課題解決に向けて関係諸団体と連携を図りなが

ら小規模事業者の支援に繋げていく。 

  

 ④地域産品の販路開拓と交流人口の拡大及び農商工連携による六次産業化の推進 

 ・地域特産品の商談会・展示会及びＩＴを活用した販路開拓支援や観光客受入につい

ては、飲食、宿泊関連事業者等が中心となった料理メニューの開発により交流人口

の拡大を図り、小規模事業者の売上確保に繋げていくとともに更なる農商工連携に

よる六次産業化への取り組みを行う。 
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（９）目標達成に向けた方針 

本会は、１人の経営指導員が宇久町商工会と兼任しており、実質０．５人、加えて経営

支援員２名、記帳指導職員１名、事務局体制数３．５人の少人数体制の商工会である。 

そのため、今までは内部事務や相談対応、地区内イベント事業に終始追われており、ど

ちらかといえば受動的な取り組みが多く、小規模事業者に対し、こちらから積極的なア

プローチはあまりかけていなかった。そこで、（８）の取組目標を達成すべく、以下の

方針で取り組んでいく。 

 

①地域の総合経済団体として小規模事業者の経営の発達に資する内容を重点的に取り

組んでいく。特に小規模事業者が売上や利益の確保が可能となるまで、常に寄り添っ

た伴走型支援に徹していく。 
 
②小規模事業者の課題解決にあたり、専門家やその他支援団体と連携を図り、組織の総

力をあげて支援していく。 

 

③上記、小規模事業者の支援を実行するためには、いまの業務内容の改善を図り、職員

の資質向上を図っていく。 

 

 

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 

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】 

【現状と実施方針】 
これまで、公的機関の経済動向調査結果については、商工会資料としての活用だけに

とどまり、小規模事業者には、十分な提供も活用も出来ていなかった。また、地区内

の小規模事業者の動向調査も実施していなかった。 

今後は、国、県及び町、民間シンクタンク等の調査や本会が独自に実施する小規模事

業者経済動向調査において地区内外の経済動向に関する情報の収集、調査、分析を専

門家と連携しておこない、小規模事業者の的確な支援施策を展開するために活用して

いく。また、会員事業継続意志アンケートを実施し、小規模事業者の事業承継につい

て、具体的に把握し、創業予定者等とのマッチングとして活用し、小規模事業者数の

維持を図っていく。 
 

【事業内容】 



１１ 
 

（１）小規模事業者経済動向調査の実施（新規） 

小規模事業者経済動向調査は地域内の経済動向を把握するうえで重要であることから

小規模事業者１５件（建設業２件、製造業２件、小売業６件、サービス業５件）の景

気及び雇用等の調査を四半期毎に同一事業所を継続して実施し、業種毎の課題抽出、

分析を行い、事業計画策定時に活用できるよう整理していく。 

「小規模事業者経済動向調査」内容 

①実施時期   ６月、９月、１２月、３月四半期毎 

②調査事業者数 １５事業所（建設業２、製造業２、小売業６、サービス業５） 

③実施方法   経営指導員等の巡回による聞き取り調査 

④調査項目   売上高、仕入れ単価、採算、資金繰り、業況 
 

（２）行政や金融機関等の調査統計を活用した経済動向の収集（新規） 

国、県が実施している各種統計データ（国勢調査、経済センサス、中小企業白書、小

規模企業白書、観光統計等）や日本政策金融公庫の全国中小企業動向調査、ＦＦＧふ

くおかフィナンシャルグループの調査月報等の情報を収集・分析を行うとともにレポ

ートとしてまとめ、事業計画策定や経営相談のための資料として、又、小規模事業者

が事業計画策定のきっかけや見直しに活用していく。 

 

情報内容と分析項目 

・国勢調査、人口動態調査等・・・年齢別人口、世帯数、将来推計人口等 

・経済センサス等・・・業種別事業者数、従業員数、商品販売額等 

・観光統計・・・観光客数、観光消費額 

・日本政策金融公庫の全国中小企業動向調査からの経済動向 
・ＦＦＧふくおかフィナンシャルグループの調査月報からの経済動向 

（３）事業承継意志アンケート調査の実施（新規） 

経営者の高齢化が顕著であり、事業承継対策は地域経済の維持の観点から重要な取り

組みである。今後、地域内小規模事業者に対して「事業承継意志アンケート」調査を

実施する。調査後、集計結果については、事業承継にかかる事業計画策定支援の資料

として活用するほか、創業予定者とのビジネスマッチングにも活用し、小規模事業者

の維持に寄与していく。 

 「事業承継意志アンケート調査」内容 

①実施時期   ７月予定 

②実施頻度   ２年に１回 

③調査事業者数 小規模事業者数 １００ 

④実施方法   経営指導員等の巡回による聞き取り調査 

⑤調査項目   後継者の有無、事業継続意志の有無、廃業後の店舗活用計画、

現在直面している経営問題等 

（４）調査・各種統計の活用と提供（新規） 
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上記(1)～(3)により分析した結果については、事業計画策定支援やその他の経営改善

業務に活用するほか、地区内小規模事業者に提供するとともに当商工会ＨＰにより公

開する。 

（目 標） 

調査内容 
現状 

27年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

小規模事業者経済動向調査 

回数 
0 4 4 4 4 4 

経済動向レポート作成数 0 1 1 1 1 1 
事業承継意志アンケート 

調査回数 
0 1 0 1 0 1 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【現状と課題】 

小規模事業者の持続的発展においては、自社の商品・役務の内容、保有する技術、ノ

ウハウ、経営資源、財務内容を分析し、売上や利益の確保に繋げていく必要があるが、

そこまで詳細に分析している事業者は数少ない。 

 

【実施方針】 
地域動向調査結果を活用し、巡回や窓口相談や本会が今後提供する簡易分析（財務状

況）を通じ、経営分析に興味を持つ事業所の掘り起こしを行う。また、各相談や簡易

分析等において課題が見つかった場合は、中小企業診断士、税理士等と各専門家によ

る詳細な分析を行っていく。 

 
【事業内容】 

（１）経営分析対象者のピックアップ（新規） 

これまでは、経営状況の分析は、金融や補助金申請者に限られており、本会として積

極的な支援は行っておらず、どちらかといえば受動的な支援であった。 

今後は巡回や窓口相談、各種セミナーを通して会員・非会員問わず対象となる事業所

の掘り起こしを行っていく。特に、本会で決算・申告を行っている事業者（ネットde
記帳以外）に対して、簡易分析（財務分析）を実施し、経営分析の必要性を説きなが

ら、掘り起こしを行う。 

（２）ヒアリングシートの活用（新規） 

これまでは職員がそれぞれ独自に小規模事業者の話を聞きながら対処療法的支援を中

心に課題解決にあたっていたが、今後は共通のヒアリングシート（下記参照）を用い、

職員全員が小規模事業者に対する課題を共有化し、組織で取り組めるよう初動体制を

整えいく。 
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（３）簡易な財務状況分析の提供（新規） 

財務分析については。当会で税務申告を行う事業所について、その際作成するＢ／Ｓ

やＰ／Ｌを使用して、簡易な経営分析を毎年実施する。（当初２０事業所予定）後は、

巡回時や会報等を通でその必要性を周知し、理解を深め経営分析件数の増加を図る。 
 

①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 

 

②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＝自己資産／総資本 

   
③損益分岐点と利益計画 
変動比率＝売上原価／売上高 
損益分岐点売上＝固定費／（１－変動比率） 
 
④成長性 

・売上状況 

・販売先・仕入先情報 

・自社の強み、弱み（内部環境） 

・機会、脅威（外部環境） 

・経営方針、今後のプラン 

・問題点 

・お客からの意見、要望 

・これまで取り組んできたこと    

 

※ヒアリングシートの項目について

は、随時見直しを行っていく 
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売上高成長率、営業利益成長率 等 
以上の収益性や安全性等について項目毎に事業者に分かりやすく作成、提供し、分か

り易く説明を行い、簡易分析で問題や課題が見つかった場合は、専門家による詳細な

分析を行っていく。 
 

（４）専門家等による詳細な分析（新規） 

現在、小規模事業者の専門的な経営分析は行っていない。今後は上記、簡易分析で問

題、課題が見つかった小規模事業者に対して専門家による分析を行う。詳細な分析が

出来た後、事業計画策定に繋げていく。 

 
（活用方法） 
・経営分析結果については小規模事業者と共有するとともに次の経営計画策定支援と

して繋げていく。 

支援内容 
現状 

27年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

経営分析件数 0 20 22 25 27 30 
専門家による分析数 0 1 2 3 4 5 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【現状と実施方針】 

現状、対処療法的支援中心だったことにより根本的に解決策を講じていなかった。今

後、事業者の経営課題を解決するため、上記１.地域の経済動向調査、２.の経営分析

下記５．の需要動向調査を活用し、事業者自身が自社の今後の目指す方向性を明確に

するため経営改善計画策定の支援を行う。また、策定時において問題、課題が見つか

った場合は中小企業診断士、税理士等と各専門家の協力のもと、高度な支援を行う。 

創業支援について、これまでは創業を希望する人のみの個別相談対応にとどまってお

り、積極的な創業者の発掘は行っていなかった。今後は経営者の高齢化や後継者不足

による廃業が増えるなか、これ以上、商工業機能を低下させないためにも積極的に創

業者の発掘を図り、生活インフラの維持を図っていきたい。尚、経営分析が必要な創

業予定者は前項において分析を行っていく。 
 

【事業内容】 

（１）事業計画の策定（既存拡充） 

これまでは金融、税務、労働等、対処療法的支援が中心となっており、事業計画の策

定は少なかった。今後は、経営分析を実施した小規模事業者に対して事業計画策定ま

で一貫した支援を行っていく。計画の内容については、項目毎（理念・方針・目標、

それを踏まえた課題、課題解決に向けた戦略、行動計画等）に小規模事業者と一緒に

考えながら取り組んでいく。 
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（２）創業・第二創業セミナーの開催（新規）と創業計画策定支援（既存拡充） 

創業支援については、創業希望者のみの個別相談での対応の反省から今後は創業・第

二創業を目指す予定者を積極的に発掘するためセミナー（基本的知識の習得からビジ

ネスプランの策定等）を開催し、セミナー終了後も事業計画・販売促進計画・資金計

画、税務、労務管理等について創業予定者と一緒になって考えていく。 

 

（計画書参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）専門家による支援（既存拡充） 

現在、事業計画策定が過小なことにより、専門家による事業計画策定も実施していな

かった。今後は、経営指導員等と事業者が事業計画を策定する時に多様化する事業者

のニーズに対応するため、高度専門的な内容については、専門家との連携を行うこと

により具体的な改善の道筋を示すことが出来る。創業支援等も同様にある。 

 

（目 標） 

支援内容 
現状 

27年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

事業計画策定事業者数 0 2 3 4 5 6 
創業・第二創業セミナーの開

催数 
0 1 1 2 2 2 
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創業予定者の支援者数 2 2 3 3 4 4 
 

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】 

これまでは、事業計画策定も十分に行っていなかったことにより当然、策定後のフォ

ローは出来ていなかった。また、創業者の事後指導についても計画的に実施せず、対

応もヒアリングのみで終わっていたケースも見受けられる。今後は事業計画策定後も

巡回等において定期的に進捗状況等を確認しながらフォローアップを行い、随時小規

模事業者に新しい情報を提供していく。 

 

【事業内容】 

（１）定期的なフォローアップの実施（新規） 

事業計画策定後は３カ月に１度、巡回訪問等により進捗状況や新たな課題などをヒア

リングし、小規模事業者の意欲を継続させるとともに、計画と現状のギャップが生じ

ていれば現況分析を行い課題を明確にし、解決に向けた軌道修正を行っていく。 

 

（２）専門家等との連携（既存拡充） 

高度専門的な課題については、中小企業診断士、税理士や金融機関、長崎県よろず拠

点支援等の諸機関と連携し解決を図る。 

 

（３）小規模事業者経営発達資金及び国・県補助金の活用（既存拡充） 

日本政策金融公庫が提供する小規模事業者経営発達資金について事業計画策定や実施

小規模事業者に対し、積極的に活用する。また、国、県の補助金についても早めに情

報提供を行い、活用事例などを業種別に分類・紹介するなど活用提案を行う。 

 

（４）創業者への定期的なフォローアップの実施（既存拡充） 

創業後まもない（３年程度）小規模事業者には進捗状況等、主にヒアリングでの対応

や不定期な巡回のみにとどまっていたものを、今後は３ヵ月に１度の定期訪問等によ

り事業計画の実行性等を確認しつつ、計画と現状に差違がでた場合は、現況分析を行

い課題を明確にし、解決に向けた軌道修正を行っていく。 

 

（５）創業予定者と転廃業者（空き店舗）とのマッチング事業（新規） 

今まで、創業希望者の相談においては様々な問題や課題があったが、一番多かったの

が場所に関することであり、場所の提供が出来ればもう少し開業が増えたことも考え

られた。このことにより創業を希望する者と店舗（空き店舗）を貸したい者とをマッ

チングすることにより創業に繋げていき、結果として生活インフラ（域内市場）の維

持を図っていく。 

（マッチングまでの主な流れ） 
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・空き店舗調査、情報収集等 
・町内外への周知（Webサイトの稼働、広報紙等） 

（目標） 

支援内容 
現状 

27年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

事業計画策定後のフォロ

ーアップ回数 
0 8 12 16 20 24 

創業予定者のフォローア

ップ回数 
0 8 12 12 16 16 

創業予定者のマッチング

回数 
0 0 1 1 1 1 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 【現状と実施方針】 
需要動向調査は、これまで長崎県が３年毎に実施していた「消費者購買実態調査」の

現状を会議等での報告や一部の事業者に提供するにとどまっていた。 

今後は、観光客を始めとする地域外顧客獲得(地域外資金獲得)のため「宿泊アンケー

ト調査」及び「物産展における来店者向けアンケート調査」を実施し、観光関連事業

者及び特産品製造事業者が提供する商品・サービスの課題や改良点、マーケティング

の方向性について、専門家を招聘し、分析して事業計画策定や新たな需要開拓へ活用

していく。 

 

【事業内容】  

（１）観光客向け「宿泊アンケート調査」の実施、分析、提供（新規） 

小値賀島内の旅館、民宿に宿泊する観光客に対して「宿泊アンケート」を実施し、分

析することで現状のサービス、商品を把握し、今後のハード及びソフト両面での改善

に繋げることが出来る。また、事業計画の見直しや顧客の需要に応じた営業により売

上、利益の確保に繋げていく。 

 

「宿泊アンケート調査」内容 

  ①実施時期  ８月予定 

②調査票数  ２００ 

③調査方法  外部機関（アイランドツーリズム協会予定）に調査実施・回収委託 

宿泊観光客を対象とした聞き取り調査 

④調査項目  宿泊先のサービス内容、料金設定、食事内容、不満・要望、以上４点

を中心に外部専門家を交え調査票を策定し分析する。         

 
 
（２）物産展における来店者向けアンケート調査の実施、分析、提供（新規） 

後述の長崎県商工会連合会やその他支援機関等が主催する物産展において出品する水

産加工品、農産加工品、菓子類に関するアンケート調査を実施し、専門家による分析

を行う。 

分析した結果については、出店事業者に情報提供するとともに商品のブラッシュアッ
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プや事業計画、新たな需要開拓に活用していく。 

 

「物産展来店者アンケート調査」内容 

 ①実施時期  物産展参加時 

②調査票数  １００ 

③調査方法  外部機関に調査実施・回収委託 

物産展来場者（来店者）を対象にした販売商品についての聞き取り調

査 

④調査項目  商品についての「味」「価格」「容量・サイズ」「パッケージデザイ

ン」等を中心に外部専門家を交え調査票を策定し分析する。 

 
（３）分析システムを活用した市場分析と提供（新規） 
商圏動向については、地域経済システムRESASや市場調査システムMieNaなどを活用
し、商圏の特性（年代別人口、消費特性、事業所の立地条件等）をマップやグラフで

表示提供することにより、創業予定者や小規模事業者の商品及びサービスの市場性を

検証し、個々の小規模事業者の売上拡大に繋げていく。 
 

（目標） 

支援内容 
現状 

27年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

宿泊アンケート調査回数 0 1 1 1 1 1 
宿泊業支援者数 0 3 4 5 6 7 
物産展来店者調査回数 0 1 1 1 1 1 

物産展出展者支援者数 0 4 4 5 5 6 

商圏分析の提供数 0 10 12 15 20 25 
 

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】 

【課題と方針】 

これまで、需要の開拓に寄与する取り組みとしてブランド化事業や通販による受注、

発送体制の構築、新商品開発、見本市への出店を行ってきたが、現在、新商品の開発

や物産展への出店は主に小値賀町担い手公社が中心的な役割を担っているが、今後は

本会も一緒になって小規模事業者の売上確保のため、積極的な支援を行うことにより

販路拡大に繋げていきたい。また、観光客の受入についてはＮＰＯ法人おぢかアイラ

ンドツーリズム協会が主におこなっているが、本会としても平成３０年度世界遺産候

補である長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産である本町の野崎島の集落跡も候

補に挙がっていることにより、観光客が増えることも予想されることから宿泊業、飲

食店、土産品店等、関連事業者を主とした受入体制を構築し、新たな食のメニューや

サービスを提供することにより交流人口の拡大を図り、関連事業所の売上拡大ととも

に島内経済効果に繋がるよう支援していきたい。 

 

【事業内容】 



１９ 
 

（１）商談会・展示会への参加促進（既存拡充） 

長崎県商工会連合会やその他支援機関が主催する商談会及び展示会、物産展等への参

加勧奨を行い、商品の認知度アップと新たな取引先の販路開拓支援を行う。 

商談会参加事業所の新規取引先開拓による売上以外のメリットとして①バイヤーが望

んでいる商品改良や開発のヒントになる。②商談の流れが分かる。③他の参加者の商

品コンセプト、商品デザイン、商談手法、展示ディスプレイ方法などから多くの情報

と学びが得られ、今後の情報交換も出来る。等がある。 

本会として積極的に出展を促すが、参加事業者に対して、事前に展示方法や売り方等

の指導や商談会、展示会後の反省点を踏まえた課題解決のためアドバイスを行う等、

商談会等、前後の支援を行い、必要に応じて、中小企業基盤整備機構、長崎県よろず

拠点支援、中小企業診断士等専門家と連携して支援していく。 

 

（２）IＴを活用した販路拡大支援（既存拡充） 

フェイスブックの活用支援、ホームページ開設支援や全国商工会連合会の通販サイト

（ニッポンセレクト．ｃｏｍ）、長崎県商工会連合会の通販サイト（うまかもんカタ

ログ）への参加登録を推進するなど、ＩＴ活用により商圏を広げ、販路開拓に繋げる。

また、ＩＴの活用についてのセミナーを開催し、小規模事業者にとって有用なツール

となるよう支援していく。 

 

（３）中心商店街での特産品展示会の開催と専門家による商品求評会（新規） 

地元の農水産品等を利用した新商品の開発が進められているが、広く住民に周知し、

地元特産品を認知してもらうため、小値賀町担い手公社等と共催による小値賀町特産

品展示会を開催する。併せて、その商品をマーケティングの専門家やバイヤーによる

評価を行い、改善に必要なアドバイスを行うとともに、具体的な販売方法や新たな販

売先に対する支援を行う。 

 

（４）地域農水産品を活かした料理の提供による需要拡大（新規） 

小値賀の特産品として農産物はピーナッツ、トマト、ブロッコリー、メロン等、水産

物は値賀咲（イサキ）、白銀（タチ魚）、ブリ、ヒラス、カツオ、雲丹、アワビ、サ

ザエ等豊富な農水産品がある。この農水産品を利用した料理を小値賀町内の宿泊業者、

飲食店で提供し、小値賀島内へ観光客の誘致を図るとともに関係事業所の売上増加に

寄与する。 

・季節による統一した飲食メニュー（フェアー等）の検討 

・行政及び関係団体と連携した周知活動、マスコミへの周知 

・必要に応じて専門家との連携によるチーム支援 

 

（目標） 

項目 
現状 

27年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

展示会、商談会出展支援者数 0 2 3 4 5 5 



２０ 
 

商談会での成約件数 0 0 1 1 2 2 

ＩＴセミナー開催数 0 1 1 2 2 2 

中心商店街での特産展示会数 0 1 1 1 1 1 
飲食店、宿泊関連者による検討

委員会の開催数 
0 4 6 6 6 6 

おぢかメニュー（仮称）参加店

数 
0 0 4 6 8 10 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

【現状と課題】 
少子高齢化、過疎化の進行や農業、漁業の基幹産業の不振が続くなか、このままでは

ますます域内商圏が縮小することが明白であり、このままでは生活インフラ（商工業

者）の機能が弱体化し、持続可能な社会を維持することは困難になってくることが予

想される。新たな基幹産業としての期待がかかる観光客延べ数も４３千人、観光消費

額も３７７百万円と横ばい状態が続いている。先ずは観光客数＝交流人口を増やすこ

とこそが地域経済の活性化に繋がると考える。平成３０年度世界遺産候補である長崎

と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の野崎島の集落跡も候補に挙がっており、観光

客が増えることも予想されるが受け入れ体制の整備が急がれるが、今まで行政、商工

業者、各種団体で協議もされず共有出来ていない状況である。 

また、地域の商店街が衰退し、空き店舗が増えるなか、小値賀商業組合や商店、農漁

業者、住民等と連携ながら笛吹商店街のにぎわいの創出等により商店街や商業の振興

を図らなければならない。 

 

【事業内容】 

（１）関係諸団体との活性化協議会の開催（新規） 

現在は産業まつり等イベントについての協議会は開催しているものの、地域振興にか

かる協議会は開催していない。先ずは小値賀町の関係機関が地域の課題を共有し、解

決を図っていくための協議会を行政と商工会が主体となり取り組んでいく。 

毎年２回、行政と商工会が主体となり農協・漁協・ＮＰＯ法人おぢかアイランドツー

リズム協会、（一財） 小値賀町担い手公社、地域金融機関と各種団体間で連絡協議会

を開催し、地域の課題を共有し、改善策について協議を行う。 

行政・農水・商工・観光との連携 

・交流人口の受け入れ体制づくり 

・特産品のブランド化 

・６次産業化の推進  等 

活性化協議会は年２回開催の予定、事務局会議については、年４回開催する予定。 

 

（２）商店街賑わいの創出（新規） 

小値賀町の玄関口は小値賀港であり、その近くに位置する笛吹商店街は小値賀町の顔

と言えるが、空き店舗が増えており、以前のような賑わいもなく、共同事業も小値賀
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商業組合による中元と歳末の大売り出ししか実施しておらず、商店街の魅力がなくな

っている状況である。 

今後は小値賀商業組合や商店、農漁業者、住民等と連携して笛吹商店街に賑わい事業

の開催により販売機会を創出する。 

①協議会の構成員・商業組合、笛吹商店街、農漁業者、婦人会、行政、商工会等 

②会議等開催数・６回程度 

③名称・笛吹商店街まつり（仮称） 
④主催・商工会、運営主体は商店街メンバーが中心予定 
 

(目標) 

項目 
現状 

27年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

活性化協議会開催数 0 2 2 2 2 2 

商店街賑わい創出会議 0 6 6 6 6 6 

笛吹商店街まつりの開催数 0 0 1 1 2 2 
 

 

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】 

現状、他の支援機関との定期的な情報交換は、日本政策金融機関、北松地区商工会連

絡協議会、税務研修会等、年に１～２回の定期的な協議の開催であった。今後は小規

模事業者の持続的発展支援に活用するため、支援機関等との協議を定期的に開催する

ことでより連携を密にし、情報の共有を図り小規模事業者へタイムリーな情報の提供

を行っていく。 

 

【事業内容】 

(１)商工会関係機関との情報交換 

商工会関係機関との情報交換は、県連合会がおこなう「経営指導員職員研修」等にお

いて、小規模事業者の持続発展支援の情報、支援ノウハウについて幅広く情報収集を

行う。特に県北地区商工会連絡協議会研修において近隣の経済動向、消費動向など身

近な情報となるので積極的に情報交換を行い活用に努める。 

(２)金融機関との情報交換 

日本政策金融公庫佐世保支店とは年２回の経営改善貸付協議会において、各地域の景

気動向や金融動向、金融制度等の情報交換を行っているが、今後は地域の金融機関で

ある親和銀行小値賀支店との協議を２回以上開催し、情報の収集に努め、地域の課題

を共有し、課題解決を図っていく。 

(３)税務関係団体との情報交換 
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佐世保税務署、税理士、経営指導員等で開催される年２回の税務研修会において事業

承継をはじめとする経営の持続発展支援を円滑に進めるための情報交換を行う。 

(４)小値賀町との情報交換 

小値賀町とは年４回、地域経済の活性化に取り組むことの情報交換を行う。また、創

業支援や施策支援についての情報交換を行う。 

(５)関係諸団体との情報交換 

行政、農協・漁協・ＮＰＯ法人おぢかアイランドツーリズム協会、（一財）小値賀担

い手公社、親和銀行小値賀支店等と各団体との年４回の情報交換会を行う。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状と課題】 

当商工会は、１人の経営指導員が宇久町商工会と兼任しており、実質０.５名、加えて

経営支援員２名、記帳指導職員１名という小商工会である。また、小規模事業者を支

援する場合も単独で支援するケースが散見された。今後は小規模事業者の持続発展に

関する支援のために職員一人一人の支援ノウハウの習得を図るため商工会職員の資質

向上を行う。 

【内 容】 

（１）県連合会・職員協議会主催研修（既存拡充） 

毎年、県連合会及び職員協議会が主催する研修に参加することで、法改正等への対応

を整える。また、職員同士の定期的な研修の場で商工会の取組等について意見交換し、

参考になる分については積極的に活用していく。 
また、他の支援機関が主催する研修会やセミナーには積極的に参加し、参加者以外に

対してもフィードバックによる資質の向上を図る。 

（２）ＯＪＴによる資質向上（新規） 

経営支援については、基本２名～３名の複数で対応し、小規模事業者を支援すること

を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴによる支援能力の向上

を図る。 

（３）専門家派遣時の経営支援員等の同行（新規） 

専門家派遣時において、経営指導員のみならず、経営支援員等も同行し、専門的スキ

ルを学ぶ。 

（４）組織内における支援体制の構築（既存拡充） 

習得したノウハウ及び小規模事業者の分析結果等を組織内で共有し、組織で支援する

体制の構築を図っていく。 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

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

検証を行う。 
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①事業評価委員会の設置：小値賀町商工会正副会長、町担当職員、金融機関、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。【年１回実施】 

②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の審

査結果を元に、事業見直しの方針を決定する。 

③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。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を小値賀町商工会のホームページ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ（計画）＝【経営発達支援計画作成】 
①担当者：検討委員会、経営指導員、経営支援員等 
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 

〔経営発達支援事業ＰＤＣＡサイクル〕 

Ｃ（評価）＝【数値目標達成状況確認】 
①担当者：事業評価委員会（第三者等） 
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

商工会正副会長他 

第三者委員は 

町担当課長 

金融機関 

専門家等から構成 

Ｄ（実行）＝【事業進捗状況確認】 
①担当者：経営指導員、経営支援員 
②各種調査の実施・分析 
③各種セミナーの開催・専門家派遣等

④事業計画書の作成指導 
⑤展示会・商談会への出展斡旋 
⑥商店街とイベント計画 

Ａ（改善）＝【次年度に向けた改善事項】 
①担当者：検討委員会、経営指導員、支援員 
②改正数値目標設定 
③各事業の運営方法改善点抽出 
④組織の改善 
⑤予算の改善 

（事業評価委員会は、年１回実施） 
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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 

（２８年４月現在）

（１）組織体制 

 

 
  ※ 事務局長は未設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全員が経営発達支援事業に関わる 
 

 

 

（２）連絡先 

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

経営指導員の役割 経営支援員等の役割 

（0.5人） 
（宇久町商工会兼務） 

・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 

 

（3人） 
 

・指針①・②・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 

 

〔商工会名〕 〔住所〕 〔電話番号〕 〔ﾌｧｯｸｽ番号〕

小値賀町商工会 
〒857-4701 

長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 1537-54
0959-56-2323 0959-56-2755 

理事１４名 監事２名

副会長２名 

事務局 
経営指導員１名 
経営支援員２名 
記帳指導職員１名 

※ 経営指導員は宇久町商工会との兼務  

会 長 
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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 ５,７５０ ５,８００ ５,８００ ５,８００ ５,８００

 

経改事業費 

地域総合振興

事業費 

 

４,４５０ 

１,３００ 

４,５００

１,００

４,５００

１,３００

４,５００ 

１,３００ 

４,５００

１,３００

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 

 

 

（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．地域の経済動向調査／需要動向調査に関すること 【指針③】 

地域の経済動向調査／需要動向調査において、国、県、町の行政の統計データや全

国商工会連合、長崎県商工会連合会、日本政策金融公庫、親和銀行といった調査月

報農協、漁協の機関誌を活用していく。 

 

２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

小規模事業者の経営分析において新たな問題、課題が見つかり専門的な分析が必要

な場合は、中小企業診断士や税理士等の各専門家と連携し、効果的な経営分析に取

り組む。 

 

３．事業計画策定支援／事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

事業計画策定支援／事業計画策定後の支援において新たな問題や課題が見つかった

場合は、その解決に向け中小企業診断士、税理士等の専門家や金融機関、長崎県よ

ろず支援拠点等の諸機関と連携を図る。 

 

４．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商談会や展示会支援 

②中心商店街での特産品展示会の開催 

県商工会連合会や他の支援機関が主催する商談会や展示会に参加した小規模事業者

の課題解決を図るため中小企業基盤整備機構や長崎県よろず支援拠点、中小企業診

断士等の専門家と連携する。 

 

５．地域経済の活性化に資する取り組み  

観光を基幹産業としていくため、小値賀町をはじめ、農協・漁協・ＮＰＯ法人おぢ

かアイランドツーリズム協会、（一財） 小値賀町担い手公社、地域金融機関と連携

していく。 

 

６．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り組み 

小規模事業者からの相談に対し、迅速に対応していくため、他の支援機関、近隣商

工会、金融機関と常に支援ノウハウ等の情報交換を実施する。 
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連携者とその役割 

 

【長崎県】 
県知事 中村 法道 

住所：〒８５０－８５７０ 長崎市江戸町２－１３ 

TEL ：０９５－８２４－１１１１ 

（役割）経済動向調査、販路開拓支援 

（効果）商談会、物産展の活用による取引、経済動向の情報収集、提供、小規模事業者の施

策普及、職員の資質向上 

 

【独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部】 
九州本部長 齋藤 三 

住所：〒８１２－００３８福岡市博多区祇園町４－２サムティー博多祇園 BLDG 

TEL ：０９２－２６３－１５００ 

（役割）業界動向、販路開拓支援、職員研修 

（効果）業界動向の情報収集、提供、販路開拓の際のルートと人脈活用、職員の資質向上 

 

【公益財団法人長崎県産業振興財団】 
理事長 若杉 謙一 

住所：〒８５０－０８６２長崎市出島町２番１１号出島交流会館６－７階 

TEL ：０９５－８２０－３８３８ 

（役割）企業ＯＢ等の派遣、販路開拓支援 

（効果）業種に特化した支援が改善効果の期待 

 

【長崎県中小企業団体中央会】 
会長 石丸 忠重 

住所：〒８５０－００３１長崎市桜町４－１長崎商工会館９階 

TEL ：０９５－８２６－３２０１ 

（役割）経済動向調査 

（効果）経済動向の情報収集、提供 

 

【一般社団法人長崎県中小企業診断士協会】 
会長 前田 慎一郎 

住所：〒８５０－００５７ 長崎市大黒町３－１ 交通会館５Ｆ 

TEL ：０９５－８３２－７０１１ 

（役割）経営状況の分析、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、販路開拓支援 

（効果）専門的な支援の提供 

 

【佐世保税務署】 
署長 山下 忠義 

住所：〒８５７－８６１１佐世保市木場田町２－１９ 

TEL ：０９５６－２２－２１６１ 

（役割）税務関連職員研修 

（効果）職員の資質向上 
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【九州北部税理士会佐世保支部】 
支部長 本村 泰人 

住所：〒８５７－００４２佐世保市高砂町４－１８大同生命ビル４階 

TEL ：０９５６－２２－２０１０ 

（役割）経営状況の分析、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

（効果）専門的な支援の提供 

 

【全国商工会連合会】 
会長 石澤 義文 

住所：〒１００－０００６東京都千代田区有楽町１丁目７番１号有楽町電気ビル北館１９階 

TEL ：０３－６２６８－００８８ 

（役割）業界動向、販路開拓支援、職員研修 

（効果）業界動向の情報収集専門的な支援の提供、販路開拓の際のルートと人脈活用員の資

質向上 

 

【長崎県商工会連合会】 
会長 宅島 壽雄 

住所：〒８５０－００３１長崎市桜町４－１長崎商工会館８階 

TEL ：０９５－８２４－５４１３ 

（役割）支援事業メニューの提供、販路開拓支援、職員研修 

（効果）小規模事業者の経営全般にかかる情報収集、提供、販路開拓の際のルートと人脈活

用職員の資質向上 

 

【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：〒８５０－００３１長崎市桜町４－１長崎商工会館９階 

TEL ：０９５－８２８－１４６２ 

（役割）専門的な支援をワンストップで提供 

（効果）小規模事業者の総合的な課題解決 

 

【株式会社日本政策金融公庫佐世保支店国民生活事業】 
支店長 長瀬 昭一 

住所：〒８５７－００４３佐世保市天満町２－２１ 

TEL :０９５６－２２－９１５５ 

（役割）地域の経済動向、需要動向調査、小規模事業者や創業予定者への融資、資金繰り対

策、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

（効果）地域の経済動向の収集、需要動向の収集、小規模事業者や創業予定者への円滑な資

金供給、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

 

【小値賀町】 
町長 西 浩三 

住所：〒８５７－４７０１小値賀町笛吹郷２３７６ 

TEL :０９５９－５６－３１１１ 

（役割）地域の経済動向、需要動向調査、新たな需要の開拓に寄与する事業、地域経済活性
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化に資する取り組み、特産品開発、販路開拓支援、補助金等 

（効果）地域の経済動向の収集、需要動向の収集、地域経済活性化に資する取り組み、特産

品開発、販路開拓支援が地区内諸団体との円滑な取り組みが図られる。 

 

【株式会社親和銀行小値賀支店】 
支店長 中村 圭一 

住所：〒８５７－４７０１小値賀町笛吹郷１８８７ 

TEL :０９５９－５７－３１５１ 

（役割）地域の経済動向、需要動向調査、小規模事業者や創業予定者への融資、資金繰り対

策、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

（効果）地域の経済動向の収集、需要動向の収集、小規模事業者や創業予定者への円滑な資

金供給、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

 

【ＮＰＯ法人おぢかアイランドツーリズム協会】 
理事長 前田 敏幸 

住所：〒８５７－４７０１小値賀町笛吹郷２７９１－１３ 

TEL :０９５９－４３－３１７０ 

（役割）需要動向調査、新たな需要の開拓に寄与する事業、地域経済活性化に資する取り組み

（効果）円滑な交流人口受け入れ体制づくり 

 

【一般財団法人小値賀町担い手公社】 
理事長 谷 良一 

住所：〒８５７－４７０１小値賀町笛吹郷２３８５－２ 

TEL :０９５９－５３－３３５４ 

（役割）地域経済活性化に資する取り組み、特産品開発、販路開拓 

（効果）おぢかのブランド品としての販路拡大等 

 

【宇久小値賀漁協】 
組合長 伊藤 六弘 

住所：〒８５７－４７０１小値賀町笛吹郷２７８９ 

TEL ：０９５９－５６－３１３１ 

（役割）地域の経済動向、地域経済活性化に資する取り組み 

（効果）特産品開発、おぢかのブランド品としての販路拡大等 

 

【ながさき西海農協小値賀支店】 
支店長 川端 勇雄 

住所：〒８５７－４７０１小値賀町笛吹郷１５７１ 

TEL ：０９５９－５６－３１６１ 

（役割）地域の経済動向、地域経済活性化に資する取り組み 

（効果）特産品開発、おぢかのブランド品としての販路拡大等 

 

 

 

 



３１ 
 

連携体制図等 
 

 

小値賀町商工会 

長崎県 小値賀町 

長崎県商工会連合会 
全国商工会連合会 

親和銀行小値賀支店 
日本政策金融公庫佐世保支店 

おぢかアイランドツーリズム協会

小値賀町担い手公社 
宇久小値賀漁協 

ながさき西海農協小値賀支店 

その他支援機関 
独立行政法人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、長崎県よろず支援拠点、･佐

世保税務署 

支 

援 

連 

携 

相 

談 

小規模事業者 


