
経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 
 新上五島町商工会（法人番号 7310005003844） 

実施期間  平成 29 年 4月 1日～平成 34年 3月 31日

目標 

経営の支援に役立つ機関としての商工会活動を明確化し、また島内経済の維持に資する
ために、下記目標を設定する。 
(1) 中核となる小規模事業者の成長を支援する。 
(2) 重点業種「外貨獲得型製造業」「観光業」に特化した支援による業種全体の成長を 
  支援する。 
(3) 差別化を軸とした販路開拓の支援を行う。 

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】 

 商工会で保有している情報を元に、外部との比較を含めて調査→分析→活用を実施する。 

 2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 経営分析に基本フローを導入し、分析品質の標準化と効率化を図って経営支援に活用する。 

 3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 経営講習会の頻度、巡回件数を増加させ、同時に革新的な経営計画の策定・実行支援、 

 重点業種に特化した支援、創業支援などの件数目標を設定し、事業計画策定の件数増と同時に 

 支援品質の向上を実現する。 

 4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 よろず支援拠点、長崎県商工会連合会広域指導センターなど専門機関との連携を強化し、 

 商工会職員自身も資質向上に努め、支援対象の事業計画遂行を実務支援して、計画達成の 

 実現可能性を高める。 

 5. 需要動向調査に関すること【指針③】 

 あらゆる調査・統計情報を用いて、支援先に合わせた情報を収集・整理・加工・提供する。 

 重点業種である「外貨獲得型製造業」「観光業」については業種毎の調査結果を公表する。 

 6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 戦略性を伴った物産展等への参画と、重点業種に対する支援強化を通じた外貨獲得を図る。 

Ⅱ. 地域経済の活性化に資する取組 

 世界遺産登録を踏まえた協議会（世界遺産の対策検討会議）の創立・運用を基盤として、 

 また五島の日事業の継続を通じて、実ビジネスの収益向上を目的とした検討と実行活動を 

 展開する。 

連絡先 
新上五島町商工会 本所 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 2303 
TEL:0959-52-2446 / FAX:0959-52-8383 
mail:shinkamigoto@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. 地域の現状 
 自治体 

新上五島町（しんかみごとうちょう）は、長崎県五島列島の中通島・若松島とその周囲の島を町
域とする離島である。平成 16 年、有川町・上五島町・若松町・新魚目町・奈良尾町の 5 町が合
併して誕生した｡人口は 19,135 人、8,743 世帯（H28.10.1 推計人口｜長崎県統計課） 
 
地図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      日本の中の新上五島町          長崎県の中の新上五島町 

人口 
終戦から 10年後が島内人口のピークであり、現在はその 1/3 に迫る状況となっている。 
過去 10年間を見ると、年間の人口減少率は概ね 2%を超える水準で推移している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新上五島町の人口
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高齢化率（65歳以上人口割合）は県内 21自治体の中で 2番目に高く、少子高齢化と人口減少が
もたらす生産年齢の減少が島内経済に与える影響は非常に大きい。 
現在の当町の高齢化率は 37.7%（県全体 29.5%、日本全国 26.7%）である。 
（長崎県年齢別市町別推計人口H27.10.1・総務省統計局人口統計H27.9.15 推計値） 
 
人口ピラミッド 
 
 
 
 
 
 
 
 
         新上五島町                 日本全体 
 
産業 
漁業 － 旋網漁業、定置網漁業（アジ、サバ、ヤリイカ、アオリイカ、キビナゴ、 
               アゴ（トビウオ）、タチウオ、イサキなど） 
製造業 － 加工品（五島うどん、水産加工物、かんころもち、豆ようかん、椿油、焼酎） 
観光業 － 教会群（キリスト教関連遺産）、海水浴場、マリンスポーツ、釣り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業別就業者数（国勢調査）※主要産業のみ表示 
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上図のとおり、かつては漁業で栄えた島で、現在の居住者の多くが漁業での繁栄を強く記憶に残
している。漁業衰退の原因は海洋資源の激減によるものだが、2010 年時点でも 12%強の就業人
口を擁する産業である。また、島内事業所数は 1,227 件（2014 経済センサス）。 
 
独自性 
当町の独自性を有すると考えられるキーワードは以下のとおり。 
 

五島うどん 

五島うどんは「日本三大うどん」において「讃岐」「稲庭」に続き、群馬県の水沢うどんと

三番目のポジションを争う。五島うどんの生産量は当町が最大規模。四角く太い讃岐、平

たい稲庭に対し、丸く細く椿油を塗った麺をアゴ出汁（トビウオ）で食べるが五島うどん。

椿 
町の花、町の木にもなっている椿は、シャンプーの原材料として資生堂への出荷実績もあ

り、五島市とともに島外への PRシンボルとなっている。

クジラ、イルカ 旧有川町はかつて捕鯨で繁栄した町で、クジラやイルカの食文化が現在も根付いている。

頭ヶ島教会 
島内に点在する隠れキリシタンの歴史が根付く教会（島内 29箇所）は重要な観光資源で、

石造りの頭ヶ島教会は再来年世界遺産に登録される見込み。（他県内 11ヶ所が登録予定）

 
 商工業の動向（業種毎の推移） 
商工会の会員数は、過去 10年間で島内人口と同様に約 2割の減少となっている。 
また、会員数の推移を業種毎に見ると、下図のとおり「製造業」のみが顕著な増加傾向を示して
いる点が特徴的である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商工会業種別部会会員数の推移 
 
この「製造業」の事業者の内訳を見てみると、最大勢力の「製麺業（五島うどん）」と「水産加工
業」「製塩業」で 2/3 を占めており、急速な人口減少下において、外貨を稼ぐことのできる業種
は強いことが推察される。 
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他方、卸・小売業に関しては、細る内需と大規模店の島内進出により、小規模事業者が大打撃を
受けていることが推測される。 
サービス業で特徴的なのは、離島観光のための「宿泊業」、島内交通インフラが車のみであること
から「運送業」が多い点、漁業が盛んであったため「自動車（船舶）整備工場」が多い点などが
挙げられる。 
 
尚、島内（町内）の小規模事業者数は以下のとおり 1,029 事業者。 
（2014 経済センサスの事業所数に基づき、「所数」＝「者数」と仮定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 世界遺産登録 
当町には 2年後の夏に「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」として世界遺産に登録される見込
みの「頭ヶ島教会」が存在し、特に観光業は期待を寄せている。 
島内観光業者や旅客輸送事業者にヒアリングをすると、引き合いは増加基調にある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業分類 小規模事業所数

A～B 農林漁業 ① 製造、建設、運輸、その他 20人以下 19

D  建設業 ① 製造、建設、運輸、その他 20人以下 141

E 製造業 ① 製造、建設、運輸、その他 20人以下 94

F 電気・ガス・熱供給・水道業 ① 製造、建設、運輸、その他 20人以下 1

G  情報通信業 ③ サービス 5人以下 4

H  運輸業，郵便業 ① 製造、建設、運輸、その他 20人以下 25

I 卸売業，小売業 ② 卸売、④ 小売 5人以下 330

J 金融業，保険業 ③ サービス 5人以下 7

K  不動産業，物品賃貸業 ③ サービス 5人以下 12

L 学術研究，専門・技術サービス業 ③ サービス 5人以下 19

M  宿泊業，飲食サービス業 ③ サービス 5人以下 129

N  生活関連サービス業，娯楽業 ③ サービス 5人以下 104

O  教育，学習支援業 ③ サービス 5人以下 27

P 医療，福祉 ③ サービス 5人以下 22

Q  複合サービス事業 ③ サービス 5人以下 21

R  サービス業（他に分類されないもの） ③ サービス 5人以下 74

1,029

中企庁小規模事業者定義
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2. 地域の課題 
(1) 人口減少と少子高齢化による生産年齢人口の急減 
前掲した人口推移及び人口ピラミッドから、当町の人口減少と少子高齢化による生産年齢人口の
減少は顕著であり、今後も経済の縮小が見込まれる。 
特に、10歳代後半から 20歳代前半になるタイミングで半数近くの人口が島外へ流出しており、
若年者の雇用の場が確保されていない。 
 
(2) 地域資源・観光資源活用の停滞 
縮小の一途をたどる内需の経済環境下において、地域資源・観光資源を用いた外貨の獲得は、島
内経済を維持する上で非常に効率的であり、重要視されている。 
しかし、これらの資源を軸とした経済活動は、団体においても個社においても成果を上げている
とは言い難く、付加価値向上や販路開拓、PRなどのノウハウ不足によって停滞している。 
 
(3) 持続的な成長を果たす小規模事業者の不足 
全体の規模が縮小する島内経済下において、高い生産性を有し、持続的に雇用を拡大する事業者
がけん引役として必要であるが、成長を諦めている若しくは経営資源や機会はあるものの成長で
きていない状態にある。 
 

3. 商工会の地域活性化への取組み 
H26-27 年度に当商工会で実施した、地域経済の活性化に資する基幹的なプロジェクトは以下の
とおり。 

 (1) 五島の日登録記念セール H26.5.1-11｜H27.5.1-10 
日本記念日協会に 5/10 が「五島の日」として登録されたのを機に、地域商工業者の販売促進策
として「五島の日登録記念セール」を実施。5/10 をまたぐ約 10日間、地域事業者が独自に企画
するセールを行い、購入店のスタンプを集めるスタンプラリーを実施。 
本年度も同様の取組みを行い、参加加盟店数は増加基調。 

 (2) まちおこしコンセンサス委員会（MCC｜Machiokoshi Consensus Committee） 
H26.8.28｜11.4｜12.16｜H27.1.28 
当町経済振興のために何をすべきかを検討するワークショップを開催。中小企業診断士を座長と
し、町役場 3名、地域おこし協力隊 1名、観光物産協会 1名、社会福祉協議会 1名、フォトクラ
ブ 1名、商工会各委員長 3名、県連 1名の委員構成。テーマを分けて、提案案件をアウトプット
した。また、町民を対象とした島根県海士町役場の講演会を実施。（H26.10.1） 

 (3) プレミアム商品券の事務受託 
H27 年度、当商工会が主体となり「プレミアム付き商品券」を発行・運用した。7月の販売から
10月の換金締切まで、加盟店とのコンタクトポイントとしての機能（説明会、問合せ窓口、換金
手続き窓口、換金決済）を果たすことで、地域内消費の向上に努めた。 
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4. 自治体の基本方針との整合性 
以下、新上五島町（役場）第 2次総合計画（2015-2024 年度）からの要旨 
【地域住民の認識】 

住民アンケート（調査期間H24.09-10、有効回答数 1,671 票、有効回収率 33.4%）では、「商
工業の振興」「観光の振興」「雇用機会の創出」というテーマについて、「重要度」が高いと認識
されている一方で「満足度」が低いと認識されており、他のテーマと比較して明らかな傾向と
なっているため、今後の重点課題と位置付けられている。 

【商工業の振興施策】※抜粋 
○うどん製造業などの食品製造業は工業の中心となっており、この振興は雇用の場の確保や 
定住促進などをもたらすことが期待され、地域経済の活性化に極めて重要です。 
こうしたことから、既存企業・既存分野では、融資制度の活用や商工会と連携した経営基盤
強化対策等を推進するとともに、新たな技術やノウハウを導入することによって、商品の 
付加価値化や新商品開発などを行う企業を支援する取り組みが必要です。 
○地域内での消費を高めるため、商工会と連携した各種事業を推進し、商業近代化や経営改善
 に関する研修会など充実を図り、後継者育成や事業者の経営意欲向上に努めます。 
○県や商工会と連携し、各種融資制度の活用を促進するとともに相談体制の充実を図ります。
 また、先進地の事例・経営情報の提供に努めます。 
○農林水産業・観光事業と連携した総合的な地域ブランドを確立し、素材を生かした新商品の
 開発に努めます。 
 
当商工会の活動は、町の今後の重点課題と位置付けられており、経営発達支援計画においても、
上記の振興施策と連動しながら推進していくことを行政と確認している。 
 

5. 中長期的な振興のあり方 
新上五島町の小規模事業者が自らの事業繁栄のため、ひいては地域経済の維持・改善のために、経
営計画の策定・実行・改善と PDCAを繰り返し、持続的にビジネスを発展させる。または雇用を創
出する成長型企業へと変貌を遂げる必要がある。 
初期の段階では、意欲のある経営者が自社のビジネスを発展させ、雇用を創出するといった「点」
での成長がある。次の段階では、これらの成長型企業に触発を受けたポスト成長企業が生まれ、徐々
に点が線や面になっていった結果として、中長期的な視点で振興がなされるべきと捉える。 
また、地方であることの優位性と考えられる、主に食品の製造業と観光業による域外からの「外貨
の獲得」を強化することが、急激な人口減少による内需の衰えにある中で効率的・現実的な振興の
方向性の柱となる。 
一方で、獲得した外貨が購買力として域外に流出しないよう、域内事業者の創意工夫と切磋琢磨に
よって、「域内での消費」が強化されることで地域経済が活性化することを、地域小規模事業者の振
興のあり方とする。 
また、当町の特性においては具体的に次の点を重視する。 
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・主として五島うどんの国内・海外展開を推進する。 
・五島うどんの認知度を利用して、海産加工品などの流通を促進する。 
・世界遺産ブーム後も観光客の来島が継続するよう、経営のレベルアップを図る。 
・外貨を島内流通させるために、島内商工業者の経営レベルを上げる。 
 

6. 本計画の目標 
会員・非会員を問わず小規模事業者の中で、今後生産性の向上が見込める長期的な経済成長の可能
性が高い事業者を優先して収益力の強化を図り、成功事例を示すことで、地域事業者の成長意欲を
促し、島内経済の持続的発展に寄与することを基本方針として、以下のとおり目標を設定する。 
 
 (1) 中核となる小規模事業者の成長を実現 

成長意欲の高い事業者と、若手経営者（50歳以下）若しくは後継者のいる事業者を主な対象とし
て伴走支援することにより所得の増加を実現し、地域で中核となる小規模事業者を増やして身近
な成功例を示すことで、他事業者の成長意欲を高めること目標とする。 
 

 (2) 重点業種に特化した支援による業種全体の成長 
業種としての成長の可能性が高い「外貨獲得型製造業」（※後述）と「観光業」については重点的
に巡回、講習会、物産展、商談会等を契機とした経営状況分析、事業計画策定、計画実施フォロ
ーによる支援を行う。 
 

 (3) 差別化を軸とした販路開拓 
経営資源の乏しい小規模事業者においては、個々の事業者の特性に応じた差別化ポイントに特化
して売上・利益を拡大することが効率的である。 
差別化ポイントを設定し、そこに特化して事業を推進できるよう、伴走支援の基本形を経営状況
分析と事業計画策定の支援内容に組み込み、この試行錯誤によって成功する可能性の高い拡大ス
キームを構築・実行して、企業収益が拡大することを目標とする。 

 
7. 目標達成に向けた方針 
地域の総合的経済団体・小規模事業者支援機関として、事業者の経済活動に直接かかわる経営方針
や営業上のオペレーション（運営・運用）など、より直接的な事業運営への支援を通じて、島内経
済の縮小に歯止めをかけ、維持・改善していくことが必要である。 
特に、急速な人口減少による経済の縮小に対して、外貨を獲得し、購買力の流出を抑制し、内需の
経済を循環させる取り組み方が最も効率的・現実的であり、モデルとなるような事業者を集中的に
支援して成功事例を示すことでけん引役として、地域全体の小規模事業者の成長意欲を醸成するこ
とを方針とする。 
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【重点業種】 
前述の現状・課題・目標・方針に鑑み、本計画において、けん引役としての重点業種を以下(1)(2)
の 2 点とする。 
 
(1) 外貨獲得型製造業（食品製造業） 
当町の製造業者は、人口減少に伴う内需の減退に対し、外貨の獲得という強みを有している。 
本会会員の製造業者の内、島外の需要が大きいと考えられる「うどん製麺業」「水産加工業」「製
塩業」を例にとると、この 3業種で製造業会員の 55%を占めている。 
一方で、当町の民間産業の総生産に占める製造業の割合は 2.4%（2012 長崎県市町民経済計算）
であり、下表のとおり他の離島と比べると低い値に留まっている。 

 
また、当町の製造業の従事者数は上表のとおり民間産業全体の 5.3%（2010 国勢調査）であり、
つまり総生産の 2.4%と比較して労働生産性（総生産/従事者数）は相対的に低い（上記離島 4エ
リアで最低）。よって、外貨獲得型製造業が販路拡大を実現するにあたって、のびしろは大きいと
捉え、本計画の支援先として重点的に取り組む。 
 
(2) 観光業（主に宿泊業） 
内需が細る一方で、外貨を獲得するための重要な産業であり、観光に資する業種、特に島内に 39
件を擁する宿泊業の課題解決を重点的に取り組む。 
世界遺産登録見込みの追い風もあり、また直近 6年間の観光客延べ数の推移をみると毎年増加傾
向（H25/H20 比で 26.2%増｜長崎県観光統計）にあり、成長産業と言える。 
しかし、島内宿泊施設の多くは家族的経営で、計数管理やネット予約にも対応できていない。旅
行代理店からの引き合いは多いが、キャパシティの問題で対応できないケースもあり、潜在需要
はあると考えられるもののこれらが課題となっている。 

 
以上2点の重点業種の課題を中心に据えつつも、一般に存在する地方の低い生産性を改善するため、
個々の事業者について決算書の数値をベースとした分析・計画・実行・レビューを通じ、定量的な
数値把握によって現状把握を行う「見える化」が必要である。 
一方で、個々の事業者の特性に応じた差別化を軸とした営業活動を展開していく上で、現場の運用
をどうのように革新・改善していくのか、どのように現場に定着させるのか、その結果現状がどの
ように変化したのか、それをどう次につなげていくのかという管理者視点の「オペレーションマネ
ジメント」が必要であり、これらを通じて厳しい島内経済の状況を改善していく。 
次項で述べる「経営発達支援事業の内容」を実行することで、上記「見える化」と「オペレーション
マネジメント」を具体的に実現させ、課題の克服に取り組む。

民間産業に占める割合 新上五島町 五島市 壱岐市 対馬市
総生産額 2.4% 3.2% 6.9% 2.1% 
従事者数 5.3% 4.5% 5.8% 3.7%
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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 
 
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】 

商工会では、一部会員事業者の財務・損益の情報を蓄積しているが、個別の処理に留まり、地
域経済動向という視点からの活用が出来ていなかった。 
優先的に取り組むべきこととして、手元にあるデータを整理し、国勢調査や TKC（全国税理士
会）の「BAST」、日本政策金融公庫が発行する「小企業の経営指標」など全国レベルの、また
県レベルの市町民経済計算などの指標との比較や、日本公庫総研レポート、地方銀行のシンク
タンクレポート（ながさき経済、FFG調査月報）との比較を行い、当町の特に重点業種におい
てどのような動向となっているかを把握する。 
また、個別支援にあたっては、支援先企業の経営指標（粗利率、営業利益率、経常利益率、在
庫回転率、売上債権回転率、労働分配率、労働生産性など）が、全国と比較してどうか、県内
ではどうか、町内においてどうか、といった分析により、小規模事業者の強みと弱みを認識し、
弱い指標については改善の余地が大きいことから的確な指導に活用する。 
 

  1-1.「決算動向調査」の作成と活用【指針③】《新規施策》 
商工会では従前より、地域事業者の所得税・消費税の確定申告処理（原則として個人事業者の
み）を支援している。 
本年 8月末時点で、推計組織率 53.1%、会員数 652 件（内、個人事業者 440 件）の内、決算
支援事業者は 341 件。 
尚、島内全体の小規模事業所数は 1,029 件（2014 経済センサス）であり、島内全体に占める
決算支援会員の推計カバー率は 33.1%で、地域の小規模事業者の動向把握ができると言える範
囲内である。 
 
 
 
 
従前は事業者毎の処理で作業を完了していたが、各地区の支所内で管理・保有していた事業者
の損益状況を全体で集計・共有することで地域経済の動向を明らかにする。 
 
 
 

事業者(所)数 シェア

島内の小規模事業所数 1,029 100%

決算支援事業者数 341 33.1%
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活用方法 
(1) 集計・平均したデータについては、決算動向調査として会報・HP等により公表する。 
(2) 個別の経営支援活動の際には、地域や業界の平均と比較してどこに強み弱みがあるのか 
など、現状分析や結果検証等に利用する。 

(3) 重点業種である「外貨獲得型製造業」「観光業」の平均値については、収益の状況分析か
ら支援の効果検証の実績値として活用する。 

※情報収集を行う項目（集計項目） 
地区（旧 5ヶ町）、創業年、代表者生年月日、後継者有無、業種（分類を明示）、売上高、
粗利額、所得、税引前利益、EBITDA（税引前利益に、特別損益、支払利息、および減価
償却費を加算した値）、人件費支給人数、人件費総額（専従者給与含まず）など 

エクセルにまとめ、個別データから集約データまで一元的に管理を行う。 
 

  1-2. 「中小企業景況調査」の個票集計と分析・活用【指針③】《新規施策》 
四半期に 1回、全国商工会連合会が行う「中小企業景況調査」（以下、景況調査）の個票を回収
している。調査内容は「前年同期比」「来期見通し」としての業況・受注・引合い・経常利益・
資金繰り・借入難度・従業員数・設備投資・在庫量・仕入単価・手形サイトなどの動向を聞く
もので、翌四半期に全体結果の報告があるが、個票との比較等の分析は行っていない。 
この調査は、製造・建設・小売・サービスの 4業種及び中企業・小企業で構成されており、全
国・九州地方・長崎県の地区レベルで分類されている。この結果を、町内の調査対象事業者の
業種毎の集計結果、及び個票との比較・分析を行い、地域の特徴を得た上で個社指導にも活用
する。 
具体的には、回収した景況調査の個票をデータ化し、業種毎、更に重点業種毎に集計を行う。
 
活用方法 
(1) 翌四半期の全体調査結果や前述の決算動向調査の集計データを比較分析（全体結果との差

異、理由の考察）してレポート化する。 
(2) 次回の調査票配布時に、対象企業に従来渡していた全体調査結果とともに、上記(1)の

レポートを配布・説明してフィードバックを行う。 
(3) 全体調査結果には「食品製造業」「宿泊業」の業種結果があり、調査対象企業との比較分析

結果を事務局内に共有して、後述する各種の施策に活用する。 
 

【目標】 
 H26 年度

（過去）
H27 年度
（現状）

H29
年度

H30 
年度 

H31 
年度 

H32
年度

H33
年度

決算動向調査 [件] 0 0 1 1 1 1 1
決算動向調査の対象 [事業者数] 0 0 340 340 340 340 340
景況調査の分析・提供 [事業者数] 0 0 15 15 15 15 15
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2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
地域事業者の経営状況分析に関して、従前は個々の指導員の裁量に委ねられており、借入れ相
談や補助金申請の案件があった際も、当該企業の経営分析を行う深さには個人差があった。 
本計画では会員・非会員を問わず、巡回・窓口・決算申告支援をとおして、より定量的・定性
的な経営分析の実施を行い、事業者へのフィードバック時に事業計画策定へと繋げる。 
特に、重点業種の「外貨獲得型製造業」「観光業」については多方面からの分析ができるようデ
ータ収集を強化するため、事業に対する意欲が高いと見込まれる講習会参加者等とあわせて、
優先的に取り組む。 
 

2-1. 経営分析フローの導入と実施【指針①】《新規施策》 
以下のフローを定め、基本的にはこれらの手法を通じて経営状況を分析することとする。 
(1) 財務分析 
以下を一例として、「収益性」「効率性」「安全性」の各財務指標を求め、自社の過去 3期分
との比較、TKC（全国税理士会）の「BAST」、日本政策金融公庫が発行する「小企業の経
営指標」など業界平均との比較を行い、現状を把握する。 

  (1-1) 収益性指標 
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 

  (1-2) 効率性指標 
（有形）固定資産回転率 = 売上 /（有形）固定資産 
棚卸資産回転率 = 売上 / 棚卸高 
売上債権回転率 = 売上 / 売上債権（売掛金・受取手形） 

  (1-3) 安全性指標 
自己資本比率 = 純資産 / 総資産 
流動比率 = 流動資産 / 流動負債 
当座比率 = 当座資産（流動比率－棚卸髙－短期貸付）/流動負債 

(2) 季節指数分析 
過去の月次売上・粗利（決算申告書から入手可能）の推移をグラフ化し、繁閑の年次スケ
ジュールを把握する。主に、繁閑の平準化が出来ないかを検討する。 
（例） 
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(3) フレームワークによる情報整理 
経営状況の分析によく用いられるフレームワーク（考え方の枠組み）を使い、対象事業者
の外部環境・内部環境についての情報整理を行い、下記 S×Oの領域で差別化戦略をとる。
 (3-1) SWOT 
内部環境 
 S（強み Strengths）例：高付加価値商品、差別化された接客、好立地、顧客リスト
 W（弱みWeaknesses）例：KPI 未整備、品揃えの狭さ、設備老朽化、CRM不足 
外部環境 
 O（機会Opportunities）例：観光客の増加、核家族化の進展、共働き世帯の増加 
 T（脅威 Threats）例：人口減少、Web通販の台頭、低価格化、人件費増 
クロス SWOT 

 O T 

S （ここに集中する） 
（機会と捉えられれば

取り組む） 

W 
（弱みを克服する必要
があれば取り組む）

（ここからは逃げる） 

(3-2) PEST 
外部環境を分析する際の切り口として、以下の 4点がよく用いられる。 
 P（政治的要因 Politics）例：関係法令の改正、TPP、業界団体の動向 
 E（経済的要因 Economy）例：業界景気動向、金利・物価水準、為替レート 
 S（社会的要因 Society）例：人口動態、ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ変化、流行、高齢化、核家族化 
 T（技術的要因 Technology）例：スマホの普及、原材料・施工方法の高度化 

(3-3) 3C 
利害関係者の視点を整理する際の切り口として、以下の 3点がよく用いられる。 
 Customer（顧客）、Company（自社）、Competitor（競合） 

(3-4) 4P 
自社の内部環境を分析する際の切り口として、以下の 4点がよく用いられる。 
 Product（商品）、Price（価格）、Place（販売チャネル）、Promotion（販促方法） 
 

2-2. 経営状況分析結果の活用【指針①②】《拡大継続》 
経営状況の分析結果は、当該事業所の現状分析と課題抽出・戦略策定を行う上で欠かすことの
出来ない基礎情報で、事業計画策定に活用することになる。 
経営指導員から事業所へのフィードバック時に、財務分析を元にした、平均値との比較による
「強み」「弱み」の説明と改善の可能性についての検討を事業者と行う。 
例えば、原価率や販管費率を減らす施策が何か考えられないか、売上規模に対する金利負担が
大きいため借換えを検討できないか、固定資産に対する売上規模が小さいため資産を売却する
などして変動費化できないか等、これらを通じて事業策定の支援につなげる。 



13 / 30 

 
【目標】 

 H26 年度
（過去）

H27 年度
（現状）

H29
年度

H30 
年度 

H31 
年度 

H32
年度

H33
年度

経営分析件数 [事業者数] 10 23 120 120 120 120 120
 内、外貨獲得型製造業 2 5 10 10 10 10 10
 内、観光業 1 3 10 10 10 10 10
 
 

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
主として重点支援業種（製造業・観光業）について講習会や巡回を契機とした事業計画策定を
行い、更に中核企業については経営革新計画の申請等により、実現可能性の高い事業計画の策
定を支援する。また、計画策定は経営分析を行った事業者を対象とし、他方、事業計画策定を
行う事業者はすべて経営分析を行う。 
従来、借入れや補助金を通すための計画策定になっていた側面もあったが、今後はこれらを通
じてより経営・運営に関与し、計画実施段階での関与度を高めるための関係強化と捉える。 
また、施策として経営講習会の開催を数値目標化し、計画策定導入のステップを強化すること
で積極的な働きかけを行う。 
 

3-1. 経営講習会の開催【指針②】《継続拡大》 
経営分析を行った事業者を主な対象として経営講習会を開催し、事業計画策定へのステップに
するともに、策定へ向けての支援策とする。「経営講習会」の定義については次のとおり。 
また、重点業種の「外貨獲得型製造業」「観光業」についてのテーマを重点化する。 
 
目的 ① 事業計画の策定・実施を行う上で、経営に関する有意な情報を提供する。 
   ② 事業計画策定支援の対象となり得る事業者を発掘する。 
 
方法 従前と同様に、基本的には各種施策や既存運営の枠内の運用で講習会を実施する。 
   「経営講習会」の定義は以下 3点を全て満たすものとする。 
    ① 対象者： 経営者、経営幹部若しくは後継者、創業予定者（すべて非会員を含む）
    ② 内容：  経営の改善に関するもの、若しくはマーケティングに関するもの 
    ③ 参加者数：最低でも 5事業者の参加実績 
         （多ければよいわけではなく、少人数であれば狭く深く理解してもらえる）
 
経営講習会の参加者には後日担当者を割振ってアフターフォローを行う。 
現状においても、講習会は補助金申請案件への発展が多数みられる施策であり、拡大継続する
ことで効果的な成果が期待できる。 
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また、巡回訪問についても、経営改善の取組み案件の発掘という目的意識をもって巡回するこ
とで、効率的な経営改善の実績へとつなげる。 
現状より上振れした数値で目標設定をしているが、経営改善の実績を挙げることの方が優先順
位は高く、経営改善に資する効率的な巡回に留意する。 
 
3-2. 積極的な巡回・窓口指導による事業計画策定支援【指針②】《継続拡大》 
従来の事業計画策定支援は、融資の斡旋などの案件が生じた際に作成するに留まっていたが、
今後は地域経済動向調査・経営分析・需要動向調査から得られた情報を提供する形で活用し、
計画策定を働きかける積極的な巡回を行う。 
巡回及び窓口相談時の口頭での調査報告を行う過程で、事業計画策定によるメリットと事業継
続の将来像を見出すことに留意し、事業計画策定へとつなげる。 
 
3-3. 革新的な経営計画【指針②】《新規施策》 
経営改善において事業計画の策定は必要不可欠な要素であり、事業計画策定の実施を確実に推
進するための施策として経営革新計画を数値目標化する。 
また、前述のとおり当町の製造業は県内の離島地域において労働生産性が最も低く、経営革新
計画は各種経営指標の計画と把握、労働生産性の成長率を必達指標に定めていることから、特
に外貨獲得型製造業においては重点的に取り組みを進めていく。 
数値の入った経営計画を策定し、数値把握・管理すること自体が「見える化」であり、フォロ
ーアップの段階でも数値が必要となることから、経営への関与度強化と計数観念の醸成に効率
的である。 
 

3-4. 重点業種に対する事業計画策定支援【指針②】《新規施策》 
重点業種である「外貨獲得型製造業」「観光業」については、業種別に事業計画策定数を数値目
標化し、経営講習会、積極的な巡回によって、より特化した事業計画の策定支援を行う。 
需要動向調査では、この 2つの業種に絞った調査を行うため、管内の重点業種事業者には会員・
非会員を問わず調査結果を提供し、また巡回や講習会への参加を切り口としたアプローチを行
い、事業計画の策定へつなげる。 
 

  3-5. 創業予定者の支援【指針②】《継続拡大》 
従来、創業予定者については融資の相談を入口として創業案件に接するケースが多かったが、
事業計画の策定にまで関与することは稀であった。今年から、自治体が創業者セミナーを開始
することもあり、自治体からの創業者情報や、前述の積極的な巡回時に創業者情報を得ること
に留意して創業予定者の支援を行う。 
特に重点業種の「外貨獲得型製造業」「観光業」の創業については、指導員数名と後述の広域指
導センターを最小単位としたチームに専門家を交え、手厚い創業支援を行う。 
 
 



15 / 30 

【目標】 
 H26 年度

（過去）
H27 年度
（現状）

H29 
年度

H30 
年度

H31 
年度 

H32 
年度 

H33 
年度

事業計画策定 [事業者数] 10 23 60 60 60 60 60
 内、外貨獲得型製造業 2 5 5 5 5 5 5
 内、観光業 1 3 5 5 5 5 5
経営講習会の開催 [回] 4 4 6 6 6 6 6
経営革新計画の申請 [件] 0 2 5 5 5 5 5
創業計画の策定 [事業者数] 2 2 3 3 3 3 3
 
 
4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画の策定を行った事業所については、全件を実施支援の対象としてフォローを行う。 
 
現状と課題 
小規模事業者は、ほぼすべてが経営者であり現場担当者である。 
その特性として、一般的に組織的な対応や外部との連携、情報の集約と整理、新規施策に関す
る立案・実行・管理等を効果的に行うことが難しく、新規施策の管理業務を担う人材が不足し
がちで、経営指導員が支援先の企画管理部門の役割を担わざるを得ない状況が多々存在する。
対応策 
先ずは指導員が事業者とともに事業計画の管理・推進業務を行い、その後は事業所が自律的に
社内業務として管理・推進を担い、新規施策・社内体制整備を自律的に進行できることをゴー
ルとして伴走支援を行う。 
 

 4-1. 定期的なフォローアップの実施【指針②】《継続拡大》 
フォローアップ実施の具体的方法は、作成した事業計画の進捗を確認することである。 
特に計画と実績が乖離していた場合、どこに問題があるのか、それをどう改善するのか、とい
う点を明確にして対応する。 
対面・電話・メールを状況により使い分けながら、計画初年度は少なくとも月に 1回はコンタ
クトし、4半期に 1回は巡回を行う。計画 2年目は半年に 1回程度巡回を行う。 
更に、必要に応じて経営者とあらゆる場面（販売現場、製造現場、取引先、商談会、物産展）
へ同行し、経営者と取引先、専門家の間に立ち、助言や各種調整を行う。 
当地が離島であることから、時間と距離の制約が少なく履歴が残る「メール」による島外との
コミュニケーションがスピードの観点からも重要になるが、経営者がメールに対応できない場
合がほとんどのため、場合により取引先や専門家に対する経営者の代理人という役割も担いつ
つ自律的な運用を促す。 
また、伴走型の計画実施支援を行う上で、今回新設された日本政策金融公庫の「小規模事業者
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経営発達支援融資制度」の利用は事業者にとって大きなメリットがあり、積極的な利用を側面
支援することで計画達成への実現可能性を高める。 
 

 4-2.費用対効果の検証【指針②】《継続拡大》 
持続的な経営を推進する上で、施策によって持続的に生まれる利益がどの程度なのかを把握す
る必要がある。事業計画で策定した施策について、投資効率の効果検証を行うことは経営を行
う上で欠かせない要素であり、具体的には回収期間法を用いる。 
この部分において指導員が持つ専門性を発揮し、事業者に対する支援とする。 
 

  4-3. 広域指導センター（県連）・よろず支援拠点の活用【指針②】《継続拡大》 
月に 1回、中小企業診断士を中心とした専門家が来島する「長崎県よろず支援拠点」と、必要
に応じて事務処理なしに来島する県連合会の「広域指導センター」は専門家と一体となった伴
走支援として効率が良い。 
よって、重点業種を中心とした中核企業を主な対象として、以下の対応を行うことにより効率
的・重層的な支援の実施を担保する。 
・広域指導センターへの案件供給は、当商工会で常時 1件以上を確保する。 
・よろず支援拠点の来島時、商工会が関与している案件には指導員が必ず同席する。 
 

【目標】 
 H26 年度

（過去）
H27 年度
（現状）

H29
年度

H30 
年度 

H31 
年度 

H32
年度

H33
年度

広域指導センター案件の保有 [件] 0 1 1 1 1 1 1
事業計画策定後のフォローアップ 
巡回件数[回] 

30 70 240 360 360 360 360

5. 需要動向調査に関すること【指針③】 
需要動向調査については、事業計画策定を行った重点業種の事業所については全件実施する。
専門的な課題については、（別表 4）に記載する各種機関と連携して対応にあたる。 
また、需要動向の調査に有用となる各種のシステムや、外注業者の活用による調査を実施する。
 

5-1. 個別支援先に対する需要動向調査【指針③】《継続拡大》 
事業計画の策定を行った、若しくはこれから行う事業者に対して、精度の高い販路拡大の施策
を検討する上では需要動向の調査が必要である。 
精度の高い需要動向調査が必要であると考えられる場合は、地域経済調査システム「RESAS」
や市場調査システム「MieNa」などのシステムを用いて、個別に商圏内の市場規模などの分析
を行う。これらは各種統計調査を元にシステム化したものであるが、必要に応じて次の統計調
査や業界団体、民間調査会社が実施する多様な元データを参照して調査を行う。 
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・家計調査、国勢調査（総務省統計局） 
・消費者意識基本調査（消費者庁） 
・市町民経済計算（長崎県統計課） 
・消費者購買実態調査（長崎県商務金融課） 
・日経テレコン POS EYES（日本経済新聞） 
・日経MJ（日本経済新聞） など 
 

  5-2. 重点業種についての需要動向調査【指針③】《新規施策》 
「外貨獲得型製造業」と「観光業」については重点業種であり、業種毎に需要動向を調査・分
析して報告書を作成する。会員・非会員を問わず、巡回時に個別支援の候補事業者へ提供して
新規支援案件の掘起しに用いるとともに、本町の関連業種への情報提供として本会 HP を通じ
て公開する。 
また、事業計画策定の支援を行った事業者については、事業者毎のビジネスモデルや策定する
事業計画に応じて調査を行う範囲が異なるはずであり、個別にカスタマイズした調査・報告を
行い、精度の高い事業計画の策定に活用する。 
更に、調査・分析結果を事務局内で共有し、新需要の開拓に活用するための検討を行い、また
次回の調査・分析方法の見直しへとフィードバックする。 
尚、業種毎に以下の統計資料や民間調査会社への外注により調査を行う。 
 
外貨獲得型製造業 
 ・家計調査（総務省統計局） 
 ・住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（総務省自治行政局） 
 ・食品産業動態調査（農林水産省大臣官房政策課） 
 ・食品産業新聞（食品産業新聞社） 
 ・食品マーケティング便覧（富士経済） 
 ・通販サイト（Amazon、楽天） など 
 [対象者] うどん製麺、水産加工品製造、菓子製造など 約 40 社 
 [項目] 業種動向、トレンド、価格帯、取引企業（販路）、市場ニーズ 
 
観光業 
 ・観光統計（観光庁、長崎県観光振興課） 
 ・宿泊旅行統計調査（観光庁） 
 ・RESAS（まち・ひと・しごと創生本部） 
 ・衛生行政報告例（生活衛生関係）（厚生労働省） 
・観光動向調査（長崎県観光振興課） 
 ・営業状況等統計調査（日本旅館協会） 
 ・観光の実態と志向（日本観光振興協会） 
・観光経済新聞（観光経済新聞社） 
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・JTBF 旅行実態調査（日本交通公社）など 
[対象者] 宿泊業、飲食業、バス・タクシー、土産物小売など 約 80社 
[項目] 観光入込客数、日帰り・宿泊客数、観光消費額、宿泊形態・施設規模別平均単価、 
    観光情報入手経路、業界動向、トレンド、市場ニーズ 
 

【目標】 
  H26 年度

（過去）
H27 年度
（現状）

H29
年度

H30 
年度 

H31 
年度 

H32
年度

H33
年度

需要動向調査 [事業所数] 適時 適時 15 15 20 20 20
 内、外貨獲得型製造業 適時 適時 5 5 5 5 5
 内、観光業 適時 適時 5 5 5 5 5
業種別報告書のHP公開 [件] 0 0 2 2 2 2 2
 

 
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 
当商工会では物産展等を通じて外貨獲得型製造業の販路開拓に取り組んできた一方で、参加者
のノウハウ蓄積、参加者の流動化促進、商談会への職員関与による支援、需要動向調査に基づ
いた開催毎の施策や事後展開などにおいては、積極的とは言いがたい部分もあった。 
他方、観光業に関して、宿泊施設へ顧客流入チャネルについて聞くと特に意識しておらず、専
ら旅行代理店に依存している傾向があり、価格決定権のある直販による販売比率が低いことか
ら収益力が低い。また、各種のメディアを利用した新規需要の開拓については、経営者の高齢
化もあって停滞している。 
 
対応策 
新需要の開拓については、重点業種への集中的な支援による効率的な所得向上を目指す。専門
的な課題については、（別表 4）に記載する各種機関と連携して対応にあたる。 
外貨獲得型製造業の「物産展・商談会・展示会」と観光業の「Web対応」にフォーカスし、重
点業種の需要動向調査・分析を実施運用にフィードバックする。 
また、Web強化支援先の案件掘起しを、講習会への参加者リストを候補として行う。 
 

 6-1. 物産展等への参加促進【指針④】《継続拡大》 
重点業種である外貨獲得型製造業について、物産展等（物産展、商談会、展示会等）への参加
促進を積極的に行い、販路開拓、継続的な取引へとつなげる。 
従前、当商工会では以下の物産展、アンテナショップ、商談会事業への参画をとおして支援を
行ってきた。 
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物産展 
・道の駅たちばな（福岡県八女市｜H25.2～継続｜年間 2回） 
  毎年、先方からの誘致により、道の駅「たちばな」で当商工会地区が単独で物産展を実施。
  （H28年 2月実績 7事業者 内訳：五島うどん 2、水産加工品 4、菓子 1） 
・国府の郷（福岡県みやこ町｜H23.11～継続） 
  毎年、先方からの誘致で、物産直売所「国府の郷」にて当商工会単独で物産展を実施。 
  （H27 年 11 月実績 6事業者 内訳：五島うどん 2、水産加工品 3、菓子 1） 
・参島物語《長崎・鹿児島夢の合同物産展》への参画（西日本都市部｜H25.9～継続） 
  長崎と鹿児島の商工会で行う合同物産展への参画。 
  （H27 年 11 月実績 3事業者 内訳：五島うどん 1、水産加工品 1、和菓子 1） 
 
用賀商店街アンテナショップ（よーがや・あえーる｜東京都世田谷区） 
・商品の委託販売 ※通年実施（H22.10～継続） 
  （事業者内訳：五島うどん 2、水産加工品 4、クジラ加工品 1、和菓子 1、食塩 1） 
 
商談会 
・魅力発信！ながさき商談会（長崎市｜H26.11～継続） 
  県商工会連合会主催の全国バイヤー向け商談会。 
  （H27 年 11 月実績 8事業者 内訳：五島うどん 4、食品製造 4） 
 
今後は、新規の取り組みとして以下を行う。 
物産展や商談会、展示会への参加によって、①消費者やバイヤーのニーズの収集、②流通チャ
ネルと各流通段階における価格の構造、③商談の経験、④他社の商品コンセプト、商品デザイ
ン、商談手法、展示ディスプレイ方法、などから多くの学びが得られ、地域事業者間で今後の
情報交換も出来る等、巡回時にメリットを事業者へ周知して参加促進を図る。 
参加事業者に対して、事前に売り方、陳列、レイアウト、商品説明等のセミナーや専門家派遣
による助言を、事後には反省点を踏まえた課題解決のためアドバイスを行う等、事前・事後の
支援を行うとともに取引成立・不成立の情報を収集する。 
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
携して支援を行う。 
 

  6-2. Web を利用した販路開設【指針④】《新規施策》 
重点業種である観光業の中の「宿泊事業者」の販路拡大に向け、じゃらん・楽天のシステム内
容や手数料率、これら予約サイトの運用代行業者の存在や仕組みに関する講習会を、経営講習
会として開催する。これとあわせてWebによる販路の開設を巡回支援し、売上の拡大を図る。
予約サイトの活用以外にも、SNS を活用した販促事例や SNS 自体の利用方法などもテーマと
し、事業所のレベルに合わせながら底上げを目指す。 
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旅行者が宿泊先を決める際に、インターネットを利用した情報収集はあたりまえになっており
（2002 年から 2008 年の 6 年間で、旅行の参考とする情報源の最下位から、クチコミや紙媒
体を抜き去ってトップとなっている。※日本観光協会調べ）、当町宿泊事業者の対応状況は遅れ
ている。 
 

  6-3. マスコミの活用【指針④】《新規施策》 
当町においても、持続化補助金による事業計画策定の機運の高まりがあり、制度利用の申請件
数は増加している。これによって、新商品や新サービスの開発・販売は増加傾向にある。 
この際、主として重点業種である「外貨獲得型製造業」「観光業」を支援対象として、新商品・
新サービスの発信としてマスコミを利用し、 
・地元新聞記者への記事化の働きかけ 
・ニュースリリースの発信 
を支援していくことで、地域の露出頻度向上による販売機会の拡大を図る。 
 

【目標】 
 H26 年度

（過去）
H27 年度
（現状）

H29
年度

H30
年度

H31 
年度 

H32 
年度 

H33
年度

物産展等への参画 [回] 4 4 4 4 4 4 4
商談会への参加 [事業者数] 3 7 8 8 8 8 8
商談会での取引成立件数 [件] 2 4 5 5 5 5 5
Web 利用の講習会 [回] 0 0 1 1 1 1 1
Web 販路開設の支援件数[件] 0 1 2 2 2 2 2
ニュースリリース・記事 
の発信及び支援 [件] 

0 5 7 10 13 13 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 / 30 

Ⅱ. 地域経済の活性化に資する取組 
 
1. 課題 

前述の P.5「3. 商工会の地域活性化への取組み」で示した(1)～(3)はアウトプットではあるが、
アウトカムにつながっているとは言い難い面がある。 
 
【アウトプット】 
 自分たちでやればできること（事業を実施することによって直接発生した成果物・事業量）
【アウトカム】 
 その結果、起こる状況（施策・事業の実施により発生する成果・経済効果） 
 
P.5 の 3.(2)のまちおこしコンセンサス委員会（MCC）に関しては、指針①～④への対応はな
いものの、地域の多様な機関が参加し、今後の地域の方向性を関係者間で共有した上で、地域
の魅力の特性を踏まえた観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわいの創出等による地域活
性化に資する事業展開を図るきっかけとなり得る。 
実際、アイディア共有のワークショップにより、今まで PM5:00 に鳴らしていた町内放送の時
報を、「510の日」にあわせて PM5:10 に鳴らすという案件が実現に向け動いている。 
よって、今後も商工会がこうした場を提供する主体となるとともに、より経済的成果を意識し
た内容とする。 
 

2. 世界遺産の対策検討会議《新規施策》 
その場限りの単発施策ではなくアウトカムを意識した上で、地域の合意形成を促しつつ戦略的
な施策展開を行うために、会議を開催する。 
現在、当町の地域経済活性化において、再来年の世界遺産登録は欠くことのできない要素とな
っている。商工会内部においても、世界遺産登録へ向けて次に挙げるような種々のアイディア
はあるものの、統合的な戦略に基づく施策体系を成しておらず、現段階では具体的な施策立案
がない状態である。これらのアイディアを、地域の多様な関係機関を交えて協議した上で実施
していく。 
 
・リクルート（じゃらん）、JTB（るるぶ）のコンサルによる戦略検討 
・世界遺産シールの作成販売による当町プレゼンス向上と販売利益の教会への寄付 
・好調なハウステンボスの顧客を誘導できないか 
・佐世保コンベンションセンター（観光協会）との連携 
・他商工会＋会議所がH27 登録の世界遺産で何をしているかの研究 
・観光客へのアンケート調査（島内及び県内各離島） 
・都市部でのアンケート調査（島外） 
・Google、Yahoo での広告買い取り研究（検索ワード等） 
・漁師朝飯（漁協が行う不定期の魚市場での朝食）の拡大 
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計画初年度から、前述した課題に対する解決を目指し、地域の多様な（特に重点産業の「外貨
獲得型製造業」「観光業」に関する）機関を交えた会議を設置し、「協議→共有→実行→成果」
というプロセスを実現する。 
前述した、まちおこしコンセンサス委員会（MCC）を「世界遺産登録」「重点業種」「アウトカ
ム」に絞った形と捉えられる。 
また、計画初年度は協議・共有に時間を割くが、その後は実行に時間を割くため、下記の目標
では開催回数が逓減している。（アウトプットよりもアウトカムを重視） 
 

3. 五島の日事業の継続《継続拡大》 
P.5 の 3.(1)で示したとおり、地域商工業者の販売促進策として「五島の日事業」を行い、地域
事業者が独自に企画する「五島の日記念セール」、購入店のスタンプを集める「スタンプラリー」
を実施している。参加加盟店数は増加傾向にあり、今後も域内の経済循環を促進していくため
に積極的に事業所へ参加を促すとともに、新規の企画を打ち出すなどして実施を継続する。 
 
【目標】 

 H26 年度
（過去）

H27 年度
（現状）

H29
年度

H30
年度

H31 
年度 

H32 
年度 

H33
年度

世界遺産の対策検討会議[回] 0 0 3 2 1 1 1
五島の日事業の実施 [回] 1 1 1 1 1 1 1
 
 

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 
従来、他の支援機関との定期的な情報交換は、日本政策金融公庫、税務協議会等、年に 1,2 回
の定期的・定型的な会議の場のみであった。今後は小規模事業者の持続的発展のための支援に
活用するため、その他の支援機関等との協議を開催することでより連携を強化し、情報の共有
を図って小規模事業者へ随時の情報提供を行う。 
 
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。 
(2) 金融機関との情報交換 
現状では日本政策金融公庫と年 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
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融動向、金融制度等の情報交換を行っているが、今後はより地域に根ざした情報収集と課題
の共有に基づく課題解決を図るため、親和銀行新上五島支店、十八銀行上五島支店との協議
を年 1回以上実施する。 
(3) 税務関係組織との情報交換 
福江税務署、税理士（2事務所）、経営指導員等（2商工会）で開催される年 1回の税務協議
会において、事業承継や創業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) 新上五島町役場との情報交換 
新上五島町役場の担当部署（総合政策課、観光商工課）とは適時情報交換を行っているが、
前述の世界遺産会議などを通じて地域経済の活性化についての情報交換を継続的に行う。 
また、役場としても取り組んでいる創業支援や施策支援についての情報交換を年に 1回以上
行う。 
(5) 諸関係組織との情報交換 
町役場、観光物産協会、地域おこし協力隊、農協、漁協、地方銀行支店などと、年に 1回以
上の情報交換の場を設ける。 
 

2. 経営指導員等の資質向上に関すること 
 
現状と今後 
小規模事業者を支援する場合、以前はチームで支援を行うことはなかった。今後は小規模事業
者の持続発展に関する支援のため、職員一人一人の支援ノウハウの習得と、組織による支援体
制を充実させるために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 
県連合会及び職員協議会が主催する研修に参加し、法改正等への対応体制を整える。また、
職員同士の定期的な研修の場で商工会及び職員の取り組みについて情報交換・意見交換し、
積極的に他のノウハウを地域に持ち帰り、経営支援に活用する。 
また、中小機構や他の支援機関が主催する研修会やセミナーへ積極的に参加し、参加者以外
に対してもフィードバックを行うことで資質の向上を図る。 

(2) OJT による資質向上 
経営支援については、基本的に 1事業者に対して 2,3 名の複数担当者で対応し、小規模事業
者を支援することを通じ、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、OJT での支援能力向
上を図る。 

(3) 専門家派遣時の経営支援員等の同行 
専門家派遣、よろず支援拠点の来島時において、経営指導員のみならず経営支援員等も同行
して専門家の指導スキルを学習し、小規模事業者への経営支援に活かす。 
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(4) 組織内での支援体制構築 
習得したノウハウ、支援対象事業者の分析結果、各種調査結果などを組織内で共有し、組織
で支援する体制の構築を図る。また、支援データ蓄積・共有・活用の観点から、指導カルテ
への支援内容や対応履歴の入力徹底、共有フォルダ保存の分かりやすい運用ルールなどの整
備もあわせて行う。 
 

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・検証を行う。 
 
(1) 評価委員会の開催 
 【時期】 3～4月 
      （H29 年 6月キックオフ｜H30年～毎年 3-4 月） 
 【参加者】事務局長（1名）、経営指導員（5名）、 

商工会正副会長（3名）、町役場関係各課（3名）、観光物産協会（1名）、 
親和銀行支店長（1名）、十八銀行支店長（1名）、 
中小企業診断士（1名）※商工会内診断士ではなく部外者、 
県連合会担当者（1名） 
 

 【内容】 (a) 計画の進捗報告と連携状況の確認、評価のとりまとめによる軌道修正 
      (b) 今後の地域の方向性を関係者間で共有した上で、地域の魅力の特性を踏まえ
      た観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわいの創出等による地域活性化
      に資する事業展開の検討 

      (c) 上記(a)(b)の合意形成 
      (d) 目標達成に寄与する案件発掘のための情報共有 
        ※上記(a)は当然として、(d)の視点を新機軸とする 
 
 (2) 進捗共有会議の開催 
 【日程】 月 1回 ※毎月第 2火曜日（休業日の場合は翌営業日） 
 【参加者】事務局長、経営指導員ほか必要に応じて 
 
 【目的】 計画の進捗状況と支援内容の共有。 
      担当者の割り振りや、進捗状況によっての再割り振り。 
      また、相互に支援ノウハウを共有することで、支援能力のレベルアップを図る。
 
 【方法】 (a) 計画目標のスケジューリング、担当者を割り振る（事前作業） 
      (b) (a)を元にガントチャートを作成する（事前作業） 
      (c) 必要に応じて、中小企業診断士等の専門家へ出席を依頼する（事前作業） 
      (d) 各担当者から、進捗と支援内容についての報告を行う 
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      (e) 支援内容が地域経済動向調査や需要動向調査を用いているかを検証 
      (f) 必要に応じて、指導員担当地区外への支援対象の相互乗入れ等の再割振り 
      (h) ガントチャートを更新する（事後作業） 等 
 
PDCA サイクルに関する基本的な考え方を下図に示す。 
支援先に対しても「見える化」と「オペレーションマネジメント」による PDCAが必要だが、
本計画においても同様である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 当商工会からの公表 
 【目的】 
  ・本計画の周知 
  ・経営改善活動への期待と参加意識の醸成 
  ・当商工会事業のプレゼンス向上 
  ・目標に対する当商工会のコミットメント 
 【方法】 
  ・当商工会Webサイト（http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/wak/） 
  ・会報（年 4回）・総代会での概要報告（年次） 
 【内容】 
  ・計画概要と目標 
  ・評価委員会への報告・評価の概要 
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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 28年 9月 30日現在）

（１）組織体制 
 
 
 
 
 
 
 

  所属 経営指導員 経営支援員 一般職員他
事務局長  

本所 
総務課 － 2名 1 名(兼)

（マネジメント）  経営支援課 4名、1名（兼） 1名、2名(兼) 2 名
1名  

支所 

有川支所 1名 1名 1 名
  新魚目支所 2名(兼) － 1 名
  上五島支所 （本所の構成） 
  若松支所 1名(兼) 1 名 －
  奈良尾支所 1名(兼) 1 名 －

     ※頭数（役職別）：事務局長 1名、経営指導員 5名、経営支援員 6名、一般職員他 4名 
     ※（兼）＝（兼務） 

 
  【役割分担】事務局長  統括責任者、最終意思決定者 
        指導課長  進捗把握、担当者割振り、実行指示、支援手法の決定・指示 
        指導員 1名 発達計画事務局、進捗・実績の把握管理、進捗共有会議の司会進行役 
        全指導員  計画の実行、後方支援の指示 
        全支援員他 後方支援（特に決算動向調査、経営状況分析など） 
 

（２）連絡先 
 
  本所・上五島支所 〒857-4404 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 2303 
            TEL 0959-52-2446 FAX 0959-52-8383 
            http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/wak/ 
            mail : shinkamigoto@shokokai-nagasaki.or.jp 
  有川支所     〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷 700-15 
            TEL 0959-42-0037 FAX 0959-42-1625 
  新魚目支所    〒857-4512 長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷 43-20 
            TEL 0959-54-1526 FAX 0959-54-2044 
  若松支所     〒853-2301 長崎県南松浦郡新上五島町若松郷 160-36 
            TEL 0959-46-3500 FAX 0959-46-3383 
  奈良尾支所    〒853-3101 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷 434-10 
            TEL 0959-44-0293 FAX 0959-44-1485

会長 
（1名） 

副会長 
（2名） 

理事 
（14 名）

監事 
（2名） 

総代会 
（108 名）

会員 
（646 名）

 
 
 

理事会
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（別表３） 
 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 
            （単位 千円） 

 H28年度
(現状)

H29 
年度

H30 
年度

H31 
年度

H32 
年度 

H33 
年度

必要な資金の額 21,881 21,881 29,563 29,563 29,563 29,563

 

指導事業費 
 旅費 
 事務費 
 指導事業費 
 研修事業費 
 小規模事業施策普及費 
 記帳機械化ｵﾝﾗｲﾝ推進費 
 商工会等指導環境推進費 
 広域連携等対策事業費 
地域総合振興事業費 
 総合振興費 
 商業振興費 
 工業振興費 
 観光振興費 
 金融対策費 
 経営対策費 
 税務対策費 
 労務対策費 
 青年部・女性部対策費 
 記帳機械化等対策費 
 情報化対策費 
 広報活動推進費 
 人材育成事業費 

12,381
1,100
3,320
3,470
303
75
170
3,793
150
9,500
1,050
2,000
2,000
200
200
200
400
550
800
1,400
150
300
250

12,381
1,100
3,320
3,470
303
75
170
3,793
150
9,500
1,050
2,000
2,000
200
200
200
400
550
800
1,400
150
300
250

18,063
1,800
4,020
7,500
500
100
200
3,793
150

11,500
2,000
2,600
2,500
200
200
200
300
450
900
1,400
150
300
300

18,063 
1,800 
4,020 
7,500 
500 
100 
200 
3,793 
150 

11,500 
2,000 
2,600 
2,500 
200 
200 
200 
300 
450 
900 
1,400 
150 
300 
300 

18,063 
1,800 
4,020 
7,500 
500 
100 
200 
3,793 
150 

11,500 
2,000 
2,600 
2,500 
200 
200 
200 
300 
450 
900 
1,400 
150 
300 
300 

18,063
1,800
4,020
7,500
500
100
200
3,793
150

11,500
2,000
2,600
2,500
200
200
200
300
450
900
1,400
150
300
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、手数料収入、事業受託費、受益者負担金収入、国補助金、県補助金、町補助金、 
全国連補助金、県連補助金、県連助成金など 
 
 
 （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 

Ⅰ. 連携する内容
【連携者と連携して実施する事業名と内容】 
 3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 3-3. 革新的な経営計画 

よろず支援拠点が毎月無料開催する経営相談会に同席し、事業計画策定・革新計画支援案件の発掘と
伴走を行う。また、同機関と協業して計画策定支援を行うとともに、長崎県商工会連合会広域指導セ
ンターとの協業が適切と考えられる際は、同センターと支援にあたる。また、必要に応じてその他の
専門機関と連携して実施する。 

 3-4. 重点業種に対する事業計画策定支援【指針②】 
同上の方法によって、重点業種の事業計画策定支援の目標達成を図る。 

 3-5. 創業予定者の支援【指針②】 
同上の方法によって、創業・第二創業案件の発掘と伴走、事業計画策定支援を行う。 

 4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 4-1. 定期的なフォローアップの実施【指針②】 

定期的なフォローアップを行う上で、よろず支援拠点の月 1回の定期的な来島をチェックポイントに
することで、それまでにやっておくべきことが明確となり効率がよい。必要に応じて、よろず支援拠
点へ対象事業所を誘導し、専門家による効果的なフォローアップを実施する。 

 4-2. 費用対効果の検証【指針②】 
実際の検証にあたっては、特によろず支援拠点と広域指導センターの支援を仰ぎながらの作業が想定
される。 

 6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 6-2. Web を利用した販路開設【指針④】 

講習会後、及びその他の実ビジネスの Web 運用のフォローアップにおいては、専門家の実地協力が
特に必要になることが想定されるため、よろず支援拠点やミラサポを含めた、Webシステムの専門家
との連携を実施する。 

 Ⅱ. 地域経済の活性化に資する取組 
 世界遺産の対策検討会議の設置・運用 

自治体や観光物産協会、うどん組合、地域おこし協力隊、その他専門家とのコンセンサスを図り、実
際の事業実施へとつなげる。 

 
上記事業において、各機関との連携が事業者に必要な場合、適宜専門家の訪問調整を行い、必ず同席とフ
ォローアップを行う。 
本計画の達成において、よろず支援拠点の無料相談会は商工会が知り得ない案件もあり、今後更に案件発
掘の場としての活用を意識する。 
また、前述の情報収集（需要動向・地域経済動向）を元にし、経営状況の分析や市場調査の結果等を踏ま
え、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言における連携を行う。 
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Ⅱ. 連携者及びその役割
 
No. 連携者 代表者 住所 

1 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

長崎市桜町 4-1 
長崎商工会館 9F 

2 各種専門家（専門家派遣制度など） － － 

3 長崎県経営改善支援センター 
長崎商工会議所 
会頭 上田惠三

長崎市興善町 4-5 
カクヨウ BLD.1F 

4 長崎県知財総合支援窓口 
長崎県発明協会 
理事長 田中博

大村市池田 2-1303-8 

5 長崎県事業承継支援センター 
長崎商工会議所 
会頭 上田惠三

長崎市桜町 4-1 
長崎商工会館 9F 

6 新上五島町役場 町長 江上悦生 新上五島町青方郷 1585-1
7 (株)親和銀行 新上五島支店 支店長 大畑勝 新上五島町青方郷 1110-39
8 (株)十八銀行 上五島支店 支店長 山口浩二 新上五島町青方郷 1372-17

9 長崎県商工会連合会 
長崎県商工会連合会 
会長 宅島壽雄

長崎市桜町 4-1 
長崎商工会館 8F 

 
 役割は次項「Ⅲ.連携体制図等」に記載 
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Ⅲ. 連携体制図等
【役割】（連携事項） 
 a. 経営状況分析、事業計画策定、事業計画実施支援の目標を達成する為の案件発掘 
 b. 事業計画策定、事業計画実施支援の目標を達成する為の協業支援（パートナー） 
 c. 支援ノウハウの習得と情報交換 ※「経営講習会」「進捗共有会議」「県連研修」含む 
 d. 地域特性を基盤とした観光振興等を含む地域のブランド化や、にぎわいの創出等による地域活性化に

資する事業展開（世界遺産会議など） 
 e. 評価委員会（本計画の進捗共有と評価及び助言） 
 

No. 連携者 
【役割】（連携事項） 

a b c d e 
1 長崎県よろず支援拠点 ○ ○ ○   
2 各種専門家（専門家派遣制度など） ○ ○ ○ ○ 
3 長崎県経営改善支援センター ○ ○   
4 長崎県知財総合支援窓口 ○ ○   
5 長崎県事業承継支援センター ○ ○   
6 新上五島町役場 ○ ○ ○ ○ ○ 
7 (株)親和銀行 新上五島支店 ○ ○ ○  ○ 
8 (株)十八銀行 上五島支店 ○ ○ ○  ○ 
9 長崎県商工会連合会 ○ ○ ○ ○ 

 

 


