
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

西海市商工会（ 法人番号 6310005003993 ） 

西海市   （ 地方公共団体コード 422126 ） 

実施期間  令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

目標 

●事業者の経営力の向上 

課題整理から解決策の計画・実施を繰り返し売上増加を目指す。 

●売れる商品づくりと販路拡大 

「食」をキーワードにした商品開発・販路拡大支援により対前

年比 10％売上増 2社・対前年比 3％売上増 8社を目指す。 

●地域経済活性化のための創業間もない事業者と事業承継支援 

創業や事業承継といったスタートアップ時点からの一貫した支

援により売上増を目指す。 

事業内容 

●地域の経済動向調査に関すること 

(1)国が提供するビッグデータの活用 

(2)事業者の税務申告データの統計処理活用 

●需要動向調査に関すること 

(1)飲食等消費者ニーズ調査 

(2)食品製造等バイヤーニーズ調査 

●経営分析に関すること 

(1)重点支援事業者に対するヒアリングと分析 

(2)ローカルベンチマークツール等を活用した財務分析 

●事業計画策定支援に関すること 

(1)セミナー開催による事業計画策定事業者の掘り起こし  

(2)経営分析実施事業者等に対する事業計画策定支援 

●事業計画策定後の実施支援に関すること 

(1)定期的なフォローアップによる実施状況の確認 

●新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

(1)商談会や展示即売会を活用した販路拡大支援 

(2)飲食提供事業者への市外からの集客支援 

(3)小売・サービス提供事業者への市内需要開拓支援 

連絡先 

西海市商工会 

〒851-3305 長崎県西海市西彼町喰場郷 1686-3 

TEL 0959-37-5400 FAX 0959-27-1677 

e-mail saikaishi@shokokai-nagasaki.or.jp 

西海市（西海ブランド振興部 商工観光物産課） 

〒857-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 2278-2 

TEL 0959-37-0064 FAX 0959-37-0220 

e-mail machidukuri@city.saikai.lg.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．目標 

 

(1)地域の現状及び課題 

ａ．社会面 

  ●西海市（以下、「本市」という。）は、西彼杵半島の北部、長崎県の２大都市である長崎市と佐

世保市の中間に位置し、両市まで車で１時間弱の距離にある。また、日本有数のテーマパーク

「ハウステンボス」まで３０分程度の位置である。 

  ●市域は、半島部の本土とともに江島、平島、松島といった離島部から構成されており、総面積

は２４２.０１Ｋ㎡で、長崎県全体の約６％を占めている。本土は、東岸が内海である大村湾

に、西岸が外海である五島灘と角力灘に面している珍しい地域である。 

  ●永禄５年（１５６２年）、日本最初のキリシタン大名である大村純忠が、横瀬浦（西海町）に

ポルトガルとの貿易港を開港したことから、西海市は南蛮貿易やキリスト教とゆかりの深い歴

史を有している。 

 

西海市 
西
海
市 
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  ●かつての炭鉱地域であり、各所に炭鉱全盛期を偲ばせる遺跡が残されている。 

  ●平成１７年に西彼町、西海町、大島町、崎戸町、大瀬戸町が合併し西海市となった。 

  ●本市の人口は、人口減少と少子高齢化が進行している。人口の構成では、年少人口及び生産年

齢人口は減少を続けており、これに対して、老年人口は増加を続け平成２年に年少人口を逆転

した。 

  ●年齢階級別の人口移動の状況は、２０代中盤の年齢層以外のすべての年齢階級において人口が

減少しており、特に 10 代後半の若年層の人口減少が著しくなっている。地域間の人口移動に

ついては、長崎市、佐世保市への転出超過が大きくなっている。 

 

ｂ．産業面 

  ●平成２７年度における本市の市内総生産額は、１,２１６億４千万円で、県全体（４兆３,８２

２億１千万円）の２.８％を占めている。 

  ●産業別比率は、第一次産業（５.２％）、第二次産業（５４.１％）、第三次産業（４０.４％）

で、細かく見ると、「製造業」（４９.４％）、「サービス保健衛生・社会事業」（７.４％）、「不

動産業」（７.２％）が上位を占めている。 

  ●本市の産業は、生産物の価格低迷や資材等の高騰、近隣地域の国・県道沿線への大規模小売店

舗の進出等により、購買力の市外流出が進み、極めて厳しい経営を強いられている。そのため、

地域の過疎化と就業者の高齢化に歯止めがかからず、就業人口は断続的に減少している。 

 

 ＜一次産業＞ 

  ●第一次産業の従事者は年々減少しており、後継者不足や高齢化により農地や山林等の荒廃が進

んでいる。就業者全体に占める第１次産業の比率は１６.９％で後継者不足等の影響により継

続的に減少している。業種別比率では「農業」が８１.１％で最も高く、以下、「漁業」（１７.

４％）、「林業」（１.４％）の順となっている。 

  ●農業では、生産に適した気候や地理的特性を活かし、ミカン、ビワ、ぶどうなどの果樹類、大

根、ブロッコリー、すいかなどの露地野菜のほか、施設園芸によるイチゴ、トマト、アスパラ

ガスなどを中心とした多様な作目の栽培や、アボカド、オリーブといった新しい作目栽培への

チャレンジも行われている。また、養豚が盛んであり、県内一の飼育頭数を誇っている。 

  ●林業では、これまで森林組合を中心にスギやヒノキなどの人口造林・保育が行われている。 

  ●水産業では、外海の五島灘において、イサキ、アジ、ブリ等の一本釣、ヒラメ、イセエビ等の

刺網、たこつぼ、小型定置網や魚類・ワカメ養殖業等が、内海域である大村湾において、小型

底引き網、小型定置網、刺網、採介藻、カキ養殖業等、それぞれの海域特性にあった漁業が営

まれている。 

  ●「原口みかん」、「大島トマト」、「西海ポーク」という一部の農産物や、水産物の「うず潮カキ」

などブランド化できている産品はあるものの、市場で高い評価を得るまでには至っていない。 

  ●生産物の価格低迷や資材等の高騰等もあり、本市の第一次産業は極めて厳しい経営を強いられ

ているとともに、地域の過疎化と就業者の高齢化に歯止めがかからず、就業人口は断続的に減

少している。 
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  ●付加価値の高い農畜産物の開発と流通体制の強化、地産地消の拡大や製造業、小売業、観光産

業などの異業種との連携による、６次産業化を積極的に推進し新しい農業活性化策の展開が求

められている。 

 

 ＜二次産業＞ 

  ●就業者全体に占める第二次産業の比率は２９.８％で、炭鉱閉山等の影響により昭和４５年ま

では減少傾向にあったものの、その後は造船所や製塩所など独自の高度な技術を有する大規模

事業所の誘致により一旦増加に転じ、近年は、重要な雇用の場となっており、本市経済の牽引

役として重要な位置づけにある。 

  ●業種別比率では、「製造業」が６４.１％で最も高く、「建設業」（３５.７％）、「鉱業、採石業、

砂利採取業」（０.１％）が続いている。平成 12 年国勢調査時点では「建設業」が「製造業」

を上回っていたことを鑑みると、近年の公共事業の減少により、建設業が厳しい経営環境に追

い込まれていることが推測される。 

  ●現在、本市では、脆弱な雇用環境を改善するため、製造業を主要なターゲットとして、工業団

地の造成など企業誘致実現に向けた取組を強化している。 

  ●造船業を中心とした重厚長大型の製造業は、大規模・中規模の企業体であり、下請け企業の裾

野も広く、雇用の確保を含め本市の経済を牽引しているものの、一次産品を活用する食品製造

分野においては小規模な事業者が多く、農業・水産業との連携が十分でない課題がある。 

  ●「ゆでぼし大根」は日本一の生産量を誇るものの、他の１次産品は、ほとんどが生鮮品として

出荷されており、付加価値づくりがなされていない。 

  ●異業種との連携も含め、本市の地域資源を活かした特産品のブランド化の取り組み拡大によ

り、都市部への販路を拡大し本市の知名度向上と外貨獲得の推進に寄与することが求められて

いる。 

 

 ＜三次産業＞ 

  ●第三次産業では、就業者全体に占める比率は５３.３％で、近年、増加傾向にあり、平成２７

年には全体の約半数を占める状況となっている。「医療・福祉」（２６.１％）、「卸売・小売業」

（1１８.２％）、「サービス業（他に分類されないもの）」（１１.２％）、「宿泊業、飲食サービ

ス業」（９.０％）が上位を占めている。 

  ●大瀬戸町松島に火力発電所が立地しているものの、大多数を占める小売業やサービス業など

は、ほとんどが小規模な事業所であり、近隣地域の国・県道沿線への大規模小売店舗の進出等

により、購買力の市外流出が進み、厳しい経営を強いられている。 

  ●地域密着型として古くから地元の人々に親しまれてきたが、多様化する消費者ニーズへの対応

の遅れや、近隣地域への大型量販店進出等により、購買力の流出が著しく進んでおり、この影

響を受け市内の商店街等は厳しい経営状況にある。 

  ●一方、市民意向調査では、市内の商業環境に対する改善要望が色濃く現れており、今後は、既

存商店街・商店の機能充実を図るため、消費者の意向を的確に捉えた魅力ある品揃えやサービ

スを展開する商店街・商店づくりを進め、購買力の流出に歯止めをかける必要がある。 
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  ●観光客数は、平成２６年の８５９,８８２人（延数）と比較すると、平成３０年では８９８,

７６７人と、県全体の観光客数が伸びる中、９０万人前後で低迷しており、県内二大都市であ

る長崎市と佐世保市の中間に位置することや、団体客の受入が可能な宿泊施設が不足している

ことから、観光客に占める日帰り客の割合が高く、その結果１人当たりの観光消費額は、県平

均値を大幅に下回っている。 

  ●市内の購買力の流出に歯止めがかからない中において、市外から本市を訪れる交流人口の拡大

による外貨をいかに獲得していくかが課題である。 

  ●来訪者の消費マインドを刺激し地域内での経済効果の拡大を図るためには、本市の特徴的な観

光施設、歴史、文化、食、産業等を活かした観光ルートや体験メニュー、イベント等を創出す

るとともに、これらを効果的に結びつけた魅力ある旅行商品の開発や特産品のブランド化、一

次産品を活かし特徴ある飲食メニューの提供等を進める必要がある。 

 

ｃ．小規模事業者の状況 

  ●現在、本市の商工業者数１,１２１事業者のうち小規模事業者数は８１９事業者であり、７３％

を占めている。（2016 年経済センサス活動調査） 

  ●業種別の商工業者数及び小規模事業者数は下表のとおり 

 建設業 製造業 卸小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他 合計 

商工業者数 144 88 282 132 92 383 1,121 

小規模事業者数 132 60 211 126 71 219 819 

小規模割合 91% 68% 74% 95% 77% 57% 73% 

業種割合 16.1% 7.3% 25.8% 15.4% 8.7% 26.7% 100.0% 

  ●小規模事業者（以下、「事業者」という）の経営状況や問題点を明らかにし、本会が実施する

支援内容等の検討のために実施した事業者アンケート調査の結果は以下のとおりであった。 

   （調査年月：平成２９年７月、配布数：６４１、回答数：３２４） 

   ◎回答者業種構成    

 建設業 製造業 卸小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他 無回答 

回答構成 18.2% 12.3% 26.3% 10.7% 18.5% 14.0% 5.2% 

   ◎経営状況 

 増加 横ばい 減少 無回答 

売上高 17.8% 41.1% 41.1% 4.9% 

売上総利益 16.5% 47.5% 36.0% 6.9% 

営業利益 14.5% 41.9% 43.6% 6.9% 

 好転 不変 悪化 無回答 

資金繰り 11.1% 64.2% 24.7% 9.5% 

 

 



 

- 5 - 

 

   ◎商圏・販路（売上の多い順） 

 市内 県内 九州内 国内 海外 無回答 

１番目 68.9% 18.2% 6.6% 5.3% 1.0% 7.3% 

２番目 14.9% 69.2% 13.0% 1.9% 1.0% 55.8% 

３番目 10.2% 10.9% 62.6% 14.3% 2.0% 120.4% 

   ◎販路拡大ターゲット    

 市内 県内 九州内 国内 海外 予定なし 無回答 

ターゲット 23.9% 18.9% 11.3% 10.0% 2.0% 33.9% 20.3% 

   ◎後継者候補    

 想定有り 未定 廃業予定 譲渡希望 無回答 

事業承継 28.0% 14.3% 22.5% 2.6% 5.5% 

   ◎興味のある支援分野（割合高い順）    

各種補助金 金融 経営一般 税務 興味なし 無回答 

33.0% 22.8% 22.5% 22.5% 20.3% 17.4% 

情報化 事業承継 労働 地域資源活用 環境対策 商談会･物産展 

15.9% 13.0% 11.2% 9.4% 6.5% 5.4% 

経営革新 よろず支援拠点 取引 その他   

4.7% 3.3% 1.8% 0.7%   

   ◎アンケート結果から読み取れることとしては、 

    ・経営状況としては、売上高・利益とも「減少」と回答した事業者が多く、厳しい経営環境

となっている。 

    ・現在の「商圏・販路」と「販路拡大ターゲット」については、どちらも「市内」が最も多

く、次いで「県内」、「九州内」となっており、「国内」（全国）を想定している事業者は少

ない。 

    ・事業承継の「後継者想定」を有する事業者が２８.０％に留まっており、「廃業予定」が２

２.５％と高い割合を占めている。 

    ・興味のある支援分野では、「金融」「税務」「労働」といった従来型の支援を押さえて、「各

種補助金」の回答が圧倒的であることや、「情報化」についても一定数の割合があり、生産

性向上の意向が見受けられる。 
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ｄ．行政の振興計画 

 

＜西海市総合計画＞ 

  ●西海市総合計画（計画期間：平成２９年度～令和８年度）の産業分野の取り組みは次のとおり

である。（抜粋） 

 

ア．個性と活力あふれる商工業の振興 

 【基本政策方針】 

  ●市内中小商工業者の経営基盤の強化を図るため、商工会等と連携し、経営者の能力開発や後継

者の育成を支援し、消費者ニーズを的確に捉えた経営改善を促進する。 

  ●新商品の開発や販路拡大を目指す企業を積極的に支援する。 

  ●市外の大型店舗への購買力流出を防止する施策を実施し、市内消費による商店街等の活性化を

促進するとともに空き店舗対策による賑わいを創出する。 

  ●創業者向けの講習会や資金援助等により、新しいビジネスの開拓を支援する。 

  ●地域資源を活用したコミュニティビジネスの形成により、地元産品の認知度向上、高付加価値

化、販路の拡大等の課題を解決する。 

 

イ．魅力ある地域資源を活用した観光業の振興 

 【基本政策方針】 

  ●自然環境や歴史文化、食等の地域資源を発掘し、新たな観光資源としての整備·活用を図る。 

 

＜西海ブランド戦略＞ 

  ●本市は、市内で生産、加工された良質な農水産品やサービスを「ぎゅぎゅっと！西海」の統一

ブランドで県内外に積極的に売り込む事業を新たに実施している。 

  ●戦略商品として１５品目を選定。対象の１５品目は、農産品がミカン、ゆで干し大根、トマト、

豚肉など。水産品は「ゑべす蛸（だこ）」、イサキなど。加工品は大島酒造の吟醸芋焼酎「磨き

大島」、地元原料で作るかんころ餅などであり、農水産品は糖度や大きさなど基準を設けてい

る。 

  ●生産者、経済団体、行政が連携し、“西海ブランド”の確立を図り、生産者、サービス提供者

の所得拡大を目指し、商品ごとに流通、販促戦略を練り、首都圏や関西圏、県内に売り込みを

図る。生産額を２０２１年に、現行の２割増とする目標も掲げている。 

 

＜西海市地域商社＞（以下、「広報さいかい」(H30年 2月号)の抜粋記事） 

  ●平成２９年１２月１８日、西海市地域商社「株式会社西海クリエイティブカンパニー」が設立

された。この会社は言うなれば西海市総合計画および総合戦略をより具現化するために西海

市、銀行、民間の３者が共同出資して誕生した地域の「お役立ち会社」と言えるもの。 

  ●具体的な事業展開として市内産品のブランド化、西海市の認知度やブランド向上に向けた宣伝

活動など多岐にわたり、市内業者のデザイン、ＰＲをサポートする会社としてその活躍が期待

されている。 
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＜西海市地域産業活性化計画＞ 

  ●長崎県は、県内各地域において、特に注力する分野を設定し、地域の強みも活かしながら、事

業者が販路拡大や付加価値向上を図ることにより、域外需要を獲得し、持続的発展を遂げるた

めの支援策を記載した「地域産業活性化計画」の策定を支援している。 

  ●本会は「西海市地域産業活性化計画」（平成２９年度）を策定し、西海市の特性を活用した中

小企業の生産性及び付加価値向上のために、長崎県と目標を共有し、本会が中心となり、長崎

県・西海市・支援機関・金融機関等が連携して支援を行っている。 

  ●注力する分野と目標は下表のとおり。（※支援対象：中小企業・小規模事業者） 

注力する分野 飲食業、宿泊業、食品製造業 

成果目標 
①地域資源を活用した食により外貨を獲得する 

②ハウステンボスなどの観光客を取り込む 

目標値 
売上高・前年比３％以上増加 １５社 

（うち、１０％以上増加  ３社） 

    

ｅ．西海市の地域経済における課題の整理 

 

ア．地域資源の活用不足 

  ●前述した一次産業の状況にある中で、「原口みかん」「西海ポーク」「うず潮カキ」「えびす蛸」

「大島トマト」など特徴のある産品としてブランド化しているもの、市場の中で高い地位を占

めるまでには至っておらず、一般消費者認知度も限られている。 

  ●また、大根の加工品である「ゆでぼし大根」は日本一の生産量を誇るものの、他の一次産品は、

ほとんどが生鮮品として出荷されており、付加価値づくりがなされていない。 

  ●観光資源についても、キリスト教関連や、近代エネルギー産業関連の歴史を有しているが、西

海市の地域資源として活用されていない。 

 

イ．消費の市外流出 

  ●県消費者購買実態調査や本会が独自に実施した購買実態調査の結果を見ると、地元購買率は、

平成２４年までは右肩下がりの傾向にあったものの、その後は、西海市の補助を受けて本会が

発行している「プレミアム付き商品券」の効果により、横ばいの状態を維持している。 

  ●人口減少や購買力の流出は、西海市における商工業の衰退、コミュニティの崩壊等をもたらし、

事業者の売上の減少・店舗数の減少に繋がっている。 

  ●特に、飲食料品を始めとする生活関連の店舗数の減少は、先に挙げた高齢化の進展及び大規模

小売店舗の進出と相まって、買い物に苦慮する高齢者（買い物弱者）を生むとともに、地域の

事業主等が中心に担ってきた地域コミュニティ活動（消防団、子供の見守り活動・子育て支援

など）の深刻化を促すものと考えられる。 

 

ウ．経営者の高齢化 

  ●国立社会保障・人口問題研究所による平成 17 年から令和 17 年の将来人口推計結果から明ら

かなように、西海市の総人口は、平成 17 年の 33,680 人から令和 17 年の 22,679 人へと 30 年
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間で 11,001 人減少（32.7％減）することが予想されている。また、65 歳以上の高齢者数は、

令和 2 年をピークにほぼ横ばいで、令和 12 年には 40.8％と増加する予想がされている。 

  ●同様に、経営者も世代交代が進んでおらず、本会の調査結果によると、個人事業の経営者のう

ち、60代以上が 63.4％を占めている。 

  ●経営者の高齢化は、事業意欲の減退や経営改善の意欲の低下をもたらす一つの要因であるとも

考えられ、廃業の増加に繋がる恐れがある。 

 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

＜本計画による長期的振興のあり方＞ 

  ●以上の内容を受け、西海市商工会は、西海市の計画・取り組みとの整合性を図るとともに、小

規模事業者の特性も鑑み、今後１０年程度の期間を見据えた長期的振興のあり方を次のとおり

とする。 

  ◎飲食・宿泊業及び食品製造業を「重点支援業種」に位置付け、市外からの外貨を獲得するため

の地域の農水産品を活かした高付加価値産品の開発を促す。そのために、消費者ニーズの調和

のとれた「売れる商品」の開発や商品のブランド化、積極的な販路開拓、市外からの誘客増を

実現し事業者の持続的発展を促す。 

  ◎小売・サービス業等の地域密着型の事業者においては、市内経済循環の観点から「重点支援業

種」に準じた位置づけとし、経営改善への意欲発起を促し、事業計画の策定等を通して、経営

基盤の足固めを行う。また、事業者ならではの、市内の消費者の需要に対応するために、事業

者毎の特徴ある商品・サービスの提供などの差別化を図るとともに、市内でのみ利用可能な「プ

レミアム付き商品券」の有効な活用により事業者の持続的発展を促す。 

  ◎創業者や事業承継予定者については、右肩上がりの成長を目指し重点的にスタートアップの支

援を行う。新たな着眼点による事業計画の策定等を支援し、経営改善や経営革新的な意識を醸

成することで、市内外の消費者のニーズを満たすとともに需要の喚起を促し事業者の持続的発

展を促す。 

 

＜行政の計画との整合性＞ 

  ●西海市や長崎県では、一次産品を始めとする農産品・水産品を、その特徴を活かして幅広く食

の分野で活用し、市外・県外からの外貨獲得推進を高く掲げており、本会の長期的振興のあり

方と高く整合する。 

  ●西海市では、経営者の能力開発、後継者育成、創業者支援によるマーケットインの考え方によ

る経営改善及び新しいビジネス開拓を掲げており、本会の長期的振興のあり方と高く整合す

る。 

 

＜本会の役割＞ 

  ●これまでの事業者支援は、基礎的事業である、金融・税務・労働分野に重点を置きながら、全

ての事業者についての事業計画策定等を支援する方向で行ってきた。 

  ●しかしながら、本会の少ないリソースの中では対応に限界があり、充実した支援につながって
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いないケースも散見された。 

  ●今後は、長期的振興のあり方に沿って、重点支援業種として設定する飲食・宿泊・食品製造の

事業者や、創業間もない事業者、事業承継を行う事業者について、事業計画策定から販路開拓

までの一貫した支援を充実させる。 

 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

 

  ●事業者の経営力の向上 

    経営環境や顧客ニーズの変化に応じた課題や解決策を計画立てるとともに、振り返りながら

経営に活かし、売上増加を目指す。 

  ●売れる商品づくりと販路拡大 

    地域の特徴ある農産物・水産物を有効に活用し「食」をキーワードとした高付加価値商品の

商品開発・ブラッシュアップ・販路拡大や、事業者毎の特徴ある商品・サービスの提供など

差別化による販路拡大による売上増加により、重点支援業種について、対前年比売上３％増

１０社（うち、前年比売上１０％増２社）を目指す。 

  ●地域経済活性化のための創業間もない事業者と事業承継支援 

    創業や事業承継といったスタートアップ時点からの事業計画策定から販路開拓までの一貫

した支援により、計画期間を通して右肩上がりの売上増を目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和３年４月１日～令和８年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 

 Ⅰ．事業者の経営力の向上 

 

  ●地域の経済動向等のデータについて、調査・分析した結果をセミナーや個別指導により事業者

へフィードバックし、事業者の経営改善意識を醸成し、経営に取り組む姿勢の変革を引き出す。 

  ●意欲を持つ事業者や重点支援業種の事業者に対して、中小企業診断士等の専門家とも連携を図

りながら、事業者毎に、経営分析を行い事業計画策定に繋げる。 

  ●策定した事業計画については、継続的にフォローアップを行い、個社のニーズに即したきめ細

かな伴走型支援により経営改善の効果を求めていく。 

 

 Ⅱ．売れる商品づくりと販路拡大 

 

  ●西海市や西海市地域商社、各種専門家と連携を図りながら、確実に成果に結びつくようなきめ

細やかな支援を実施する。 

  ●市内の農業・漁業者と事業者とのマッチングにより地域農水産品の効果的な活用を掘り起こ

す。 

  ●商品開発・ブラッシュアップ、販路開拓に向けた個社の需要動向調査を実施し、ターゲットを

明確にしたうえで、採算性、デザイン、販売方法など詳細な検討を実施する。 

  ●販路においては、商談会・展示即売会への参加を促し販路開拓の機会を提供するとともに、伴

走型で準備段階からフォローアップまでの一貫した支援を行う。 

  ●商業・サービス業においても、特徴ある商品・新サービスの提供などへの取り組みに対して、

市内の農水産品、観光資源の活用を積極的に促す。 

 

 Ⅲ．地域経済活性化のための創業間もない事業者と事業承継支援 

 

  ●創業間もない事業者については、西海市創業支援計画に基づく準備段階から、西海市や市内の

金融機関等で構成する「西海市創業支援連携会議」を構成する関係機関と連携を図りながら、

スタートアップ時点から、地域経済の動向把握や自社の経営分析、事業計画策定やフォローア

ップ、販路開拓までを、きめ細やかに一貫して支援する。 

  ●事業承継を予定する事業者や事業承継後の事業者については、事業者毎の状況により、長崎県

事業承継ネットワークや長崎県事業引継支援センター、中小企業診断士等の専門家と連携しな

がら、地域経済の動向把握や自社の経営分析、事業計画策定やフォローアップなど、きめ細や

かな支援を実施するとともに、新事業や経営革新等の新たな取り組みによる販路開拓までを積

極的に支援する。 
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３－１．地域の経済動向調査に関すること 

 

(1)現状と課題 

 ＜現状＞ 

  ●景気動向調査を管内 20事業者に対して実施し、集計結果を提供してきた。 

  ●国・県が実施している統計調査(国勢調査、経済センサス、家計調査等)から収集した一部の調

査結果を提供してきた。 

 ＜課題＞ 

  ●景気動向調査については、業種の大分類（製造業、建設業、小売業、サービス業）ごとに調査

対象事業者をサンプリングしているため、集計結果が必ずしも当該業種の姿を表していない。 

  ●事業者の多くが自らの肌で感じる範囲での景況把握に基づき営業活動を行っており、数字の羅

列で表現した説明では耳を貸さない状況にある。 

  ●国・県が実施している統計調査では、西海市に特化した集計データが限られており、特に消費

支出など県単位で括られている情報も多く、事業者に有益な情報となっていない。 

  ●本会の支援体制が限られており、各調査結果分析に十分なマンパワーの投下ができない。 

 

(2)目標 

項目 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

RESAS調査公表 ― 1回 1回 1回 1回 1回 

決算数値統計公表 ― 1回 1回 1回 1回 1回 

 

(3)事業内容 

 ① 国が提供するビッグデータの活用 

  ●国が提供している地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」は、地域経済の姿を見える化して表現

しているため、限られたマンパワーの中で効率的に情報収集が可能である。 

  ●地域経済の専門家の助言を受けながら職員が「ＲＥＳＡＳ」を活用して西海市の経済動向を表

すデータを収集・分析し、本会ホームページで年１回公表するとともに、事業計画策定支援等

に活用する。 

  ●分析内容は、 

   ・「産業構造マップ」… 地域産業の現状等 

   ・「地域経済循環マップ・生産分析」… 資金流出や外貨流入状況や何で稼いでいるか等 

   などを組合せて総合的に分析し、地域の経済動向を表す。 

 

 ②事業者の税務申告データの統計処理活用 

  ●事業者が税務申告した実際のデータを業種別に統計処理し、西海市の経済動向を表すデータと

して分析し、本会ホームページまたは本会発行の情報誌で年１回公表するとともに、事業計画

策定支援等に活用する。 
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  ●統計処理対象は、２８０社（令和２年１１月現在）とする。 

  ●統計処理項目は、 

   ・「売上」… 過去の推移と比較し地域経済の規模を表す。 

   ・「売上総利益」「営業利益」… 過去の推移と比較し利益動向を表す。 

   ・「付加価値」… 過去の推移と比較し地域内での付加価値の動向を表す。 

   などを組合せて総合的に分析し、事業者の身近でリアルな数値として地域の経済動向を表す。 

   

(4)成果の活用 

  ●情報収集・分析した結果は、本会ホームページに掲載し、広く管内事業者等に公表する。 

  ●職員が事業計画策定支援や巡回指導等を行う際の資料として活用する。 

 

 

 

３－２．需要動向調査に関すること 

 

(1)現状と課題 

 ＜現状＞ 

  ●長年の経験や感覚を重視しているため環境変化に対応できず、需要動向を把握し経営方針を見

直す経営に消極的な事業者が多数存在する。 

  ●マーケットインの考え方ではなく、プロダクトアウト式の経営者の思い込みで商品開発を行う

事業者が存在する。 

  ●これまで、飲食店向けには、店舗毎に来店する消費者のニーズを調査し分析のうえ、各店舗に

調査結果の提供を行ってきた。 

 ＜課題＞ 

  ●豊富な地域資源や食材の活用で、多様化するニーズに対応した販路を開拓し、地域外からの外

貨を獲得することが課題。 

  ●自社の商品を都市部の消費者向けに販路拡大したい事業者向けの情報提供ができていない。 

 

(2)目標 

項目 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

①飲食・宿泊事業者向けの

消費者ニーズ調査対象事業

者数 

― 10事業者 10事業者 10事業者 10事業者 10事業者 

②食品製造業者向けのバイ

ヤーニーズ調査対象事業者

数 

― 5事業者 5事業者 5事業者 5事業者 5事業者 

 

(3)事業内容 

 ① 飲食・宿泊事業者向けの消費者ニーズ調査 

   ●飲食店集客支援により市外から来店される消費者にニーズ調査を実施する。    
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調査対象 飲食店（目標 10事業者） 

サンプル数 来店客１,８００人(店舗平均１２０人) 

分析手段・手法 
飲食店集客支援実施期間中に調査対象店舗に来店した消費者にアンケ

ート記入を依頼する。 

調査項目 
①価格、②量、③味、④見た目、⑤接客、⑥清潔感、⑦店舗選択理由、 

⑧店舗情報発信頻度など 

分析結果の活用 
店舗毎にアンケート結果を集計・分析し、担当職員が当該１０店舗にフ

ィードバックし、以降のメニュー改善等に活用する。 

 

 ② 食品製造業者向けのバイヤーニーズ調査 

   ●出展支援する商談会において、来場するバイヤーに対しニーズ調査を実施する。 

調査対象 食品製造業者（目標 5事業者） 

サンプル数 出展支援商談会の来場バイヤー１００社 

分析手段・手法 
事業者の出展ブースにおいて、事業者が提供する試食品について、来場

しているバイヤーに聞き取りによりアンケート調査を実施する。 

調査項目 
①価格、②量、③味、④見た目、⑤パッケージ、⑥取引可能性、⑦ブラ

ッシュアップポイント、⑦欲しい商品など 

分析結果の活用 
出展事業者毎にアンケート結果を集計・分析し、担当職員が当該５事業

者にフィードバックし、以降のブラッシュアップに活用する。 

 

 

４．経営状況の分析に関すること 

 

(1)現状と課題 

 ＜現状＞ 

  ●日々の資金繰りを最大の課題と捉えており、どんぶり勘定の域を超えていない事業者が多数存

在する。 

  ●事業者の現状把握について、定性的な状況は、毎月全事業者に対して実施している定期巡回訪

問の際に簡単なヒアリングにより聞き取りを行っている。 

 ＜課題＞ 

  ●事業者が自らの損益状況や財務状況を把握するのは決算時の年１回のみが多く、期中で経営状

況を把握することによる、事業計画策定や事業計画の見直しを行う経営がなされていない。 

  ●本会が全事業者へ行っているヒアリングにおいても、定性的な事業状況把握に留まっており、

損益状況や財務状況の把握からの経営分析に繋げることができていない。 

  ●令和元年度から実施している「経営分析チーム支援」は、本会職員が選定した事業者に対して

専門家と職員がチームを組み財務状況や強み・弱み等の経営分析を実施したものであり、この

取り組みを今後も拡大し、特に、重点支援業種の事業者に対する事業計画策定支援に繋げて行

く。 
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(2)目標 

項目 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

経営状況分析件数 ― 50件 50件 50件 50件 50件 

※西海市は離島を含む半島地域であるとともに海沿いと山間部に事業所が点在している地理的要因

や小規模事業者の相談内容の多様化・複雑化等により対応に時間を要することが想定されるため上

表の件数を目標値とする。 

 

(3)事業内容 

 ① 重点支援業種の事業者に対する経営分析 

  ●本会職員が選定した事業者に対して経営分析を実施する。 

  ●全国商工会連合会が提供する「経営状況まとめＢＯＯＫ」等の支援ツールを活用するとともに、

必要に応じて専門家の助言を受けながら支援を行う。 

  ●経営分析の内容は、定量的な「損益・財務分析」はもとより、定性的な「ＳＷＯＴ分析」等を

組み合わせて実施する。 

  ●「経営状況まとめＢＯＯＫ」による分析項目は以下のとおり。 

   ①外部環境（ライバル、パートナー、顧客、環境） 

   ②商品・サービス（商品・サービス、生産・調達・原価、課金モデル） 

   ③販売（ターゲット、販売窓口・販売ルート、販売促進・営業活動） 

   ④実施体制（有形資産、ヒト、無形資産） 

 

 ② 補助金申請や法認定計画を予定する事業者の経営状況分析 

  ●国・県や本市の補助金申請を予定する事業者や、経営強化法等の法認定を申請予定の事業者に

対して経営分析を実施する。 

  ●経済産業省が提供する「ローカルベンチマークツール」等の支援ツールを活用するとともに、

必要に応じて専門家の助言を受けながら支援を行う。 

  ●経営分析の内容は、損益・財務状況からの定量的な分析はもとより、定性的な外部環境・内部

環境・強み・弱み等の分析を組み合わせて実施する。 

  ●「ローカルベンチマークツール」による分析項目は以下のとおり。 

   ①売上持続性（売上増加率）、②収益性（営業利益率）、③生産性（労働生産性）、 

   ④健全性（ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率）、⑤効率性（営業運転資本回転期間）、 

   ⑥安全性（自己資本比率）、⑦製品製造・サービス提供の業務フローと差別化ポイント、 

   ⑧商流把握（当社と仕入先・協力先・得意先・エンドユーザーの関係）、 

   ⑨経営者・事業・取り巻く環境・関係者・内部管理体制 

 

(4)分析結果の活用 

  ●分析結果として、「経営状況まとめＢＯＯＫ」のアウトプット（まとめシート）、「ローカルベ

ンチマークツール」のアウトプット（財務分析シート、商流・業務フローシート、４つの視点

シート）等の活用ツールのアウトプット資料を事業者にフィードバックするとともに、当該事

業者の事業計画策定等に活用する。 



 

- 15 - 

 

  ●分析結果は、事業者別に管理し職員間で共有することで、職員のスキルアップに活用する。 

 

 

５．事業計画策定支援に関すること 

 

(1)現状と課題 

 ＜現状＞ 

  ●日々の業務が経営者に集中しがちであり、忙しさのために、今後の計画を考える余裕を持たな

い事業者が多数存在する。 

  ●これまでは、事業再生や金融支援、小規模事業者持続化補助金申請時などに、事業者からの要

請により策定支援を行っている。 

 ＜課題＞ 

  ●事業者や後継者、創業間もない事業者自身が経営改善の必要性を認識し、今後の取り組みをい

かに描くことができるかが課題である。 

  ●事業者の高齢化や後継者不足の環境の中で、事業承継を予定している後継者や創業間もない事

業者については、これまでの支援が創業支援や税務支援に留まっていたことも課題である。 

   

(2)支援に対する考え方 

  ●これまで実施してきた事業計画策定事業者の掘り起こしのための少人数型のセミナーは、着実

に事業者の事業計画策定につながっているため、今後もセミナーカリキュラムの創意工夫を行

うことで事業計画策定への事業者の苦手意識を払拭し、事業計画策定機運の醸成を図る。 

  ●平成２９年度から実施している「事業計画策定チーム支援」は、本会職員が選定した事業者に

対して専門家と職員がチームを組み、事業計画策定を支援してきたものであり、この取り組み

を今後も拡大する。 

  ●経営分析支援を行った事業者や、重点支援業種の事業者、事業承継を予定している後継者、創

業間もない事業者、補助金活用を予定している事業者に対する事業計画策定支援を優先的に実

施する。 

 

(3)目標 

項目 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

事業計画策定件数 ― 15件 15件 15件 15件 15件 

 

(4)事業内容 

 ① 掘り起こしのための少人数型ステップアップセミナーの開催  

  ●１つのテーマで複数回開催するステップ型で、最終的にテーマに応じた自社の事業計画の必要

性を認識可能なセミナーを開催する。 

  ●テーマ毎の募集人数は１０人程度とし、講師が参加している個社の支援まで可能な範囲で計画

する。 

  ●セミナーの周知については、案内チラシ配布や本会ホームページ掲載等の方法をとる。 
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  ●想定している内容は下表のとおり。 

テーマ例 回数 カリキュラム案 

会社の数字に強くなる 

第１回 自社の決算書を理解しよう 

第２回 自社の財務内容を理解しよう 

第３回 目標利益を立て収支計画を考えよう 

売上や客数を増やそう 

第１回 自社の顧客を見つめよう 

第２回 商品・サービスの強み・弱みを見つめよう 

第３回 売上を伸ばす仕組みを考えよう 

 

 ② 個社への事業計画策定支援 

  ●事業者の取り組み状況や本会の支援状況を踏まえ下表のとおり実施する。 

  ●計画策定の際は、地域経済動向調査や需要動向調査、経営分析の結果を活用するとともに、い

つ・誰が・何をするかというアクションプランの組み立ても行う。 

支援対象 
経営分析 

実施事業者 
セミナー受講事業者 その他事業者 

掘り起こし 支援実施の際 セミナー参加の際 職員の巡回訪問 

手段・方法 事業者別に担当職員を配置し策定まで支援 

連携者 

必要に応じて中小企業診断士等の専門家の協力を得る。 

また、事業承継を予定している事業者は、長崎県事業承継ネット

ワーク及び長崎県事業引継支援センターの協力を得る。 

 

 

 

６．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

(1)現状と課題 

 ＜現状＞ 

  ●日常業務の忙しさのために、策定した事業計画を振り返る余裕を持たない事業者が多数存在す

る。 

  ●これまでは、資金調達完了直後や、補助事業採否判明直後、補助事業完了前、事業者からの要

請の都度のタイミングでフォローアップを行っている。 

 ＜課題＞ 

  ●これまで、事業者の補助事業や資金調達後の事業活動が策定した事業計画に沿って推移してい

るかどうかを定期的に検証・把握しきれていない課題がある。 

  ●これまでは、職員のみで対応し、必要があれば専門家の助言を受けてきたが、タイムリーな助

言に繋がらず、計画の見直し着手までに時間がかかる課題がある。 
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(2)支援に対する考え方 

  ●フォローアップの重要性を職員が認識し、事業計画を策定した全ての事業者を対象として、事

業計画策定後に「四半期に１回」を基本頻度として支援する。 

  ●重点支援業種や事業承継事業者、創業間もない事業者については、フォローアップの頻度を高

め「２ヶ月に１回」の頻度とする。 

  ●特に、売上増加が思わしくない場合には、「事業計画策定チーム支援」を定期的なフォローア

ップにも活用し、専門家の助言を受けながら実施支援を行う。 

 

(3)目標 

項目 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

実施支援対象事業者数 ― 15事業者 15事業者 15事業者 15事業者 15事業者 

実施支援延べ回数 ― 84回 84回 84回 84回 84回 

重点支援業種の売上増加事

業者数（前年比 3％以上） 
― 8事業者 8事業者 8事業者 8事業者 8事業者 

重点支援業種の売上増加事

業者数（前年比 10％以上） 
― 2事業者 2事業者 2事業者 2事業者 2事業者 

※実施支援延べ回数：84回＝①重点支援業種(想定 10事業者)×6回＋②事業承継・創業(想定 2事業

者)×6回＋①②以外の事業者(想定 3事業者)×4回 

 

(4)事業内容 

  ●事業計画を策定した事業者に対するフォローアップを「四半期に１回」の頻度で計画する。 

  ●実施支援対象事業者のうち、食品製造・飲食・宿泊業の事業者(想定 10 事業者程度)について

は、重点支援業種であることから、フォローアップの頻度を高め「２ヶ月に１回」の頻度で実

施する。 

  ●実施支援対象事業者のうち、事業承継事業者や創業間もない事業者(想定 2事業者程度)につい

ては、経営熟度に乏しいことから、フォローアップの頻度を高め「２ヶ月に１回」の頻度で実

施する。 

  ●実施支援対象事業者のうち、売上増加が思わしくない場合やアクションプランの進捗状況にズ

レが生じている場合には、専門家と職員のチームによる充実した支援を行う。 

 

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

(1)現状と課題 

 ＜現状＞ 

  ●「外貨獲得支援」として、飲食業の市外客誘客支援や、食品製造業の都市部向け販路拡大支援

を実施してきた。 

  ●「地域内資金循環支援」として、市内５地区のうち２地区に集積している小売業・サービス業
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等について需要拡大・認知度向上支援を実施してきた。 

 ＜課題＞ 

  ●「取引先を増やしたい！」とか「売上を増やしたい！」という想いを有している事業者は存在

するが、経営資源に余裕がなく、自ら行動できる事業者は限られている。 

  ●商談会出展事業者や展示即売会出店事業者に対する事前および当日の支援は行っているもの

の、事後フォローアップが十分にできていない。 

  ●新商品の企画や既存商品のブラッシュアップ等の商品開発面の助言を求められるケースが有

るものの十分に対応できていない。 

 

(2)支援に対する考え方 

  ●食品製造業等の特色のある商品を都市部の卸・小売事業者へ提案し、新しい販路を開拓する支

援については、事業者の経営環境や熟度に合わせ２パターンにより取り組む。 

   ＜パターン①＞自ら提案・営業対応が可能な事業者については、当該事業者の商談会・展示即

売会への出展を支援する。 

   ＜パターン②＞特色ある商品を有するものの、経営資源に余裕がなく、自ら提案・営業対応が

難しい事業者については、西海市地域商社と当該事業者が連携して行う販路開

拓・商品の付加価値増加のための取り組みを支援する。 

  ●飲食・宿泊業、小売・サービス業については、魅力ある店舗への来店を増やすための取り組み

を行い、個社の売上向上を目指す。 

  ●支援対象として、食品製造業（40社）、飲食・宿泊業（73社）を重点支援業種に位置付け、優

先的に支援を実施する。その他の業種については、販路拡大に関する事業計画を策定した事業

者について支援を実施する。 

 

(3)目標 

項目 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

商談会の出展事業者数 ― 2事業者 2事業者 2事業者 2事業者 2事業者 

出展事業者の成約件数 

（成約件数／事業者数） 
― 2件 2件 2件 2件 2件 

展示即売会の出店事業者数 ― 3事業者 3事業者 3事業者 3事業者 3事業者 

出店事業者の売上額 

（売上額／事業者） 
― 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

飲食・宿泊業の集客支援事

業者数 
― 10事業者 10事業者 10事業者 10事業者 10事業者 

小売・サービス業等の売上

増加事業者数 
― 10事業者 10事業者 10事業者 10事業者 10事業者 
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(4)事業内容 

 ① 新たな需要開拓に寄与する外貨獲得型支援 

 ＜商談会出展支援（BtoB）＞（支援対象：食品製造業等２事業者） 

  ●都市部で開催される商談会に出展する事業者に対して支援を行い、事業者が有する特色ある商

品の販路開拓を実施する。 

  ●事業者の出展に当たっては、事前に FCPシートや商品パンフレットなど、バイヤー向けの説明

資料の作成支援や、出展時の商品展示方法、商談方法、商談内容の記録方法などについても支

援を行い、必要に応じて専門家の指導を受ける。 

  ●出展後には、記録した商談内容に応じたバイヤーへのアプローチ等についても支援を行うとと

もに、需要動向調査で実施するバイヤーニーズ調査結果を基に商品の付加価値増加の取り組み

を支援する。 

  ●出展する商談会は、事業者の商品特性や製造能力等を勘案し選定する。 

出展候補商談会 開催地 
出展者数 

(R1実績) 
特徴 

ながさき商談会 長崎市 93社 

日本政策金融公庫と連携して開催され、

長崎県内の事業者のみ出展。 

都市部の卸・小売等のバイヤー100社。 

FoodStyle in FUKUOKA 福岡市 570社 

九州管内を中心として全国から食品・飲

料、設備・機器、サービス事業者が出展

する商談会。 

都市部の卸・小売等のバイヤーを含め

14,500名が来場。 

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ 千葉市 2,100社 

スーパーマーケットを中心とする食品流

通業界に最新情報を発信する全国最大規

模の商談展示会。長崎県食料産業クラス

ター協議会が共同出展ブースを設置。 

全国の卸・小売等のバイヤーを含め

88,000名が来場。 

 

 ＜展示即売会出店支援（BtoC）＞（支援対象：食品製造業・飲食店等３事業者） 

  ●西海市近郊で展示即売会を開催（他団体主催への参加を含む）し、事業者の特色ある商品を紹

介することで、西海市内の事業者の店舗や事業者の通販サイト等でのリピート需要開拓に繋げ

る。 

  ●事業者の出店に当たっては、事前に店舗・商品パンフレットなど、消費者向けの説明資料の作

成支援や、出店時の商品展示方法、セールストークなどについても支援を行い、必要に応じて

専門家の指導を受ける。 

  ●出店後には、消費者の反応を基にした振り返りを行い、次回出店までの改善点を整理するとと

もに、課題解決のために売れる商品づくりを支援する。 

  ●展示即売会開催場所については、来場した消費者が西海市を訪問可能な範囲として、片道１時

間程度の距離で選定する。 
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開催候補地 特徴 

高速道路ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 

NEXCO 西日本と高速道路ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱの運営会社と連携。西海市は鉄

道がなく、公共交通機関過疎地であるため、自家用車利用者をﾀｰ

ｹﾞｯﾄとする。 

県内のｲｵﾝ店舗 
イオン九州と連携。県内のイオンショッピングセンターは 10店舗

（離島を除く）。店内の催事場を借用した展示即売会を想定。 

 

 ＜飲食店集客支援（BtoC）＞（支援対象：飲食店等１０事業者） 

  ●西海市で生産・収穫される特色ある農産物・水産物を飲食・宿泊業の事業者が店舗毎に創意工

夫を凝らした飲食メニューに加工・提供し、市外からの消費者の誘客を増加させる取組みを支

援する。 

  ●飲食・宿泊業の事業者には、活用する素材の選定や活用方法などのメニュー開発について、事

前に支援を行うとともに、必要があれば、生産者とのマッチングも支援する。 

  ●事後については、来店した消費者の意見を店舗毎に取りまとめ、次回までの改善点を整理する

とともに、課題解決のための支援を行う。 

  ●支援に当たっては、必要に応じて専門家の指導を受ける。 

 

 ② 新たな需要開拓に寄与する地域内資金循環型支援 

 

 ＜小売・サービス店等集客支援（BtoC）＞（支援対象：飲食等・小売・サービス業１０事業者） 

  ●本会が西海市の補助を受け、西海市内のみで使えるプレミアム付き商品券を発行し、消費の市

外流出防止と市内の小売・サービス業を中心とした事業者の売上増加を図る。 

  ●プレミアム付き商品券を活用し、集客・売上の増加を目指す事業者について、西海市内の消費

者に店舗や取扱商品の特徴を広く周知し集客を図るための取組みを支援する。 

 

 

 

８．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 

 

(1)現状と課題 

 ＜現状＞ 

  ●当該年度の事業評価及び次年度に向けた見直しのための事業検証会議を年度末に実施してい

る。 

 ＜課題＞ 

  ●基本的には年度末に１回のみの開催であり、外部有識者を含めた委員の助言を受ける機会が限

られてしまう。 
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(2)事業内容 

  ●本会役員・西海市・外部有識者・法定経営指導員を委員とする事業検証会議を設置する。 

  ●事業内容・実施結果・事業手法等への委員の理解と助言、および検証を受ける機会を定期的に

設けるため、会議は、年度当初・年度半期・年度末の年３回実施する。 

  ●会議では、事業効果を高めるため、ＰＤＣＡサイクルの活用により、必要に応じて事業内容や

手法の改善見直しを図る。 

  ●事業検証会議の検証結果・見直し結果については、総代会で報告するとともに、本会ホームペ

ージで公表する。 
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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 

（令和２年１１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）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第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏名 所属 電話 

三浦 友義 西海市商工会 0959-37-5400 

佐藤 藤佐 西海市商工会 0959-37-5400 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

 

   経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 
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（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①商工会／商工会議所 

西海市商工会 

住所 〒851-3305 長崎県西海市西彼町喰場郷 1686-3 

電話／FAX 0959-37-5400 ／ 0959-27-1677 

e-mail saikaishi@shokokai-nagasaki.or.jp 

 

 

②関係市町村 

西海市 

担当部署 西海ブランド振興部商工観光物産課 

住所 〒857-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 2278-2 

電話／FAX 0959-37-0064 ／ 0959-37-0220 

e-mail  machidukuri@city.saikai.lg.jp 

 

 

 

 

（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） 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

必要な資金の額 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

 

地域経済動向調査 

需要動向調査 

経営状況分析 

事業計画策定・実施支援 

新たな需要開拓支援 

200 

500 

100 

2,700 

3,500 

200 

500 

100 

2,700 

3,500 

200 

500 

100 

2,700 

3,500 

200 

500 

100 

2,700 

3,500 

200 

500 

100 

2,700 

3,500 

（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 

 

伴走型小規模事業者支援推進事業補助金、会費、県補助金、市補助金、事業受託料収入、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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 
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