
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

東彼商工会（法人番号 9310005004056 ） 
東彼杵町 （地方公共団体コード 423211） 
川棚町  （地方公共団体コード 423220） 
波佐見町 （地方公共団体コード 423238） 

実施期間 令和 3 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 31 日 

目標 

小規模事業者の経営力強化 
小規模事業者の経営改善課題に対し、商品力や販売力、管理力や経営力アップを図る対策

を講ずることによって、小規模事業者の経営改善・経営革新、起業支援による創業者輩出等の実
現を目指す。 
3 町ごとの産業構造特性を活かした地域力の向上 
農業と交流拠点のまち（東彼杵町）、商業のまち（川棚町）、窯業のまち（波佐見町）の特色を活

かし、3 町行政と連携を図りながら小規模事業者の支援を行い地域力の向上を目指す。 
3 町連携による交流人口受け入れ体制構築による小規模事業者支援 
各町の特色を活かし行政区を超えた地域資源活用や事業者間の連携を促進し、3 町回遊型

の交流人口増加による地域経済の発展を目指す。 

事業内容 

地域の経済動向調査に関すること 

①国や行政による統計データの活用 

②管内商工業者の税務申告データの活用 

需要動向調査に関すること 

①都市部での展示販売会時の消費者ニーズ調査の実施 

②商談会来場バイヤーへのアンケート調査の実施 

経営状況の分析に関すること 

経営改善に意欲的で販路拡大の可能性の高い事業者を対象とした経営分析の実施 

事業計画策定支援に関すること 

経営分析や需要動向調査の結果を踏まえた事業計画の策定 

事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画を策定した事業者への定期的なフォローアップや専門家派遣の実施 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①都市部等での展示販売会の開催 

②商談会等に出展する事業者への事前・事後支援の実施 

③IT ツールを活用した事業の課題解決や需要開拓支援の実施 

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 

経営発達支援事業について評価を行う委員会の開催 

地域経済の活性化に資する取組に関すること 

地域の各団体が連携して交流人口拡大や地域内回遊促進に繋がる取組みを検討する 

連絡先 

東彼商工会（本所） 
〒859-3605 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷 364-185 
Tel：0956-82-2068 ／ Fax：0956-83-2449 ／ Mail：touhi@shokokai-nagasaki.or.jp 

東彼杵町（まちづくり課） 
〒859-3806 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 1850-6 
Tel：0957-46-1286 ／ Fax：0957-46-088 ／ Mail：y.nakayama@town.higashisonogi.lg.jp 

川棚町（産業振興課） 
〒859-3692 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷 1518-1 
Tel：0956-76-8335 ／ Fax：0956-26-6125 ／ Mail：kanko@town.kawatana.lg.jp 

波佐見町（商工観光課） 
〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷 660 
Tel：0956-85-2162 ／ Fax：0956-85-5581 ／ Mail：shoukou@town.hasami.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 

①現状 

・立 地  

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

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

とくじらの町として、また、人と産物と情報が集まる長崎県の玄関口として知られる東彼杵町、大

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

武雄市、嬉野市に、北は佐賀県有田町に接する波佐見町で構成されている。 

 

【商工会地区へのアクセス】 

○ハウステンボス（佐世保市）から 

東彼杵町まで 車で 25分 

川棚町まで  車で 15分 

波佐見町まで 車で 30分 

○博多駅から 

波佐見町まで 高速バスで 75分 

○長崎空港から 

東彼杵町まで 高速バスで 35分 

川棚町まで  高速バスで 50分 

○ＪＲ長崎駅から 

東彼杵町まで 電車で 50分 

川棚町まで  電車で 60分  

 

 

（東彼杵町） 

基幹産業は農業であり、特にお茶は栽培面積約 400haで県内の約 6割を生産し「そのぎ茶」の銘

柄で知られている。かつては長崎街道の宿場町として、また平戸街道の起点として、多くの商人や

武士、時には外国からの来訪者たちで賑わっていた町である。江戸時代初めから明治にかけては、

鯨肉取引の中心地として栄え、町内にはこうした街道や鯨にまつわる歴史の面影が各所に残されて

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

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

地のひとつである。 

（川棚町） 

長崎県のほぼ中央に位置し、大村湾に面した温暖な気候を背景とする農業・商工業が盛んである。

東部には海抜 608メートルの虚空蔵山がそびえ、ここを源とする石木川・川棚川の上流には「日本

の棚田百選」の里山風景が広がり、下流は行政や医療機関等が集積し工場や港湾も整備されている。

また JR 川棚駅付近には様々な商店が軒を連ねる商店街があり、地元の人が買い物や飲食する場所

としても親しまれている。西部には大村湾に大きく突き出た大崎半島があり、一帯が県立自然公園

に指定されている。豊かな緑や美しい景観を活かしたスポーツ・レクリエーション施設などが整備

されており、観光拠点となっている。 

（波佐見町） 

400年の伝統をもつ全国屈指の「やきものの町」であり、全国の一般家庭で使われている日用食

東彼杵町      川棚町      波佐見町 

    （車で 20 分）  （車で 20 分） 

http://www.sonogi.jp/hot_sizen.html#ryuutousen
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器の約 16％は波佐見で生産されている。町内には陶磁器に関する約 400の事業所があり、約 2,000

人が窯業関連の仕事に携わっている。歴史ある陶磁器産業と、豊かな自然、文化や伝統、そしてテ

クノパークに立地した長崎キヤノン株式会社との融合を図りながら、「人と心がかよいあう 陶磁と

緑のまち 波佐見」を目指している。 

 

・人 口  

令和 2年 8月 1日現在の人口は、東彼杵町 7,728人、川棚町 13,384人、波佐見町 14,330人、本

会管内人口は合計 35,442人である。 

各町とも人口は年々減少しており、30 年前（H2 年）と比較すると、管内全域で 5,073 人の減少

（増減率▲12.5％）している。特に東彼杵町は増減率▲24.1％と人口流出が著しい。 

  将来的にも、社会減・自然減が共に進み、2045年には現在の約７割まで人口が減少すると見込

まれている。 

 

  また、管内の老年人口割合（65歳以上）は全国や長崎県平均と比較しても高い。３町とも高齢

化が進んでいるが、特に東彼杵町の進展が顕著で地域の活力低下が懸念される。 

 

 

 

 

 

  

・産 業  

  ア．事業者数の推移 

   当地区の商工業者は 1,720者で、そのうち 1,615者（93.9％）が小規模事業者である。 

   本会設立当初と直近の事業者数を比較すると、商工業者数は▲191者、小規模事業者数は▲201

者の減少となっている。特に「製造業」は▲141者と減少が著しい。その一方で「建設業」「サ

地区名 H2 年 H12 年 H22 年 H27 R2 年  増減 R2-H2 増減率 

東彼杵町 10,188 10,026 8903 8,298 7,728  -2,460 -24.1% 

川棚町 14,599 15,325 14651 14,067 13,384  -1,215 -8.3% 

波佐見町 15,728 15,462 15227 14,891 14,330  -1,398 -8.9% 

 

老年人口割合 全国 長崎県 管内合計 東彼杵町 川棚町 波佐見町 

2015 年度 26.3％ 29.4％ 30.2％ 33.8％ 29.5％ 28.7％ 

※人口に関する数値は e-Stat、RESAS より引用 
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ービス業」「その他」は増加に転じており、当地区の産業構造に変化が見られる。 

   商工業者の業種別構成では、波佐見地区に窯業関連事業所が集積していることから「製造業」

が最も多く全体の 27％を占めている。 

   商工業者・小規模事業者の減少要因として、代表者の高齢化と後継者不在により廃業する事業

者が増加していることが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東彼商工会実態調査より 

 

  イ．地区別業種構成と特徴 

RESASより引用 

（東彼杵町） 

町の主な産業は農業であるため総事業所数は他の 2町に比べると少ないが、特産品であるお茶

をはじめとする農産品関連の加工・販売業者が多いため、全体の 28.4％を「卸売業、小売業」

が占めている。 

H20 R2 増減

1911 1720 -191

小規模事業者数 1816 1615 -201

会員数 1045 1011 -34

建設業 257 281 24

製造業 610 469 -141

卸売業 110 86 -24

小売業 383 317 -66

飲食店・宿泊業 167 139 -28

サービス業 305 317 12

その他 79 111 32

商工業者数

商
工
業
者
数
内
訳
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（川棚町） 

割合順で見ると「卸売業、小売業」が 27.8％と最多で、次いで「宿泊業、飲食サービス業」

などサービス業者が多いことから、商業の町としての特徴が挙げられる。 

（波佐見町） 

「製造業」が全体の 37.9％と突出しており、そのうち「窯業・土石製品製造業」が 85.8％を

占めており、日本有数の「やきものの町」としての特徴が挙げられる。 

 

ウ．産業別就業者数 

 

（東彼杵町） 

主要産業である第1次産業の減少が

著しく、H27年には H2年の 53％（627

人減）まで減少している。第 2次産業

も同様で、H2年の 66％（505人減）ま

で減少している。一方、第 3次産業は

増加傾向にあり、H2年の 117％（368

人増）となっている。 

 

 

 

 

（川棚町） 

第 1次産業は逓減傾向が続いてお

り、H27年は H2 年の 53％（290人減）

まで減少。第 2次産業も同様で、H2

年の 64％（1005人減）となっている。

一方、第 3次産業は増加傾向にあり、

H2に対して 130％（1058人増）となっ

ている。 

 

 

 

 

 

（波佐見町） 

第 1次産業は H17年に一旦増加した

が、総じて減少傾向にあり、H27年は

H2年の 75％（128人減）となった。第

2次産業は窯業関連の就業者数の減少

に伴い、H12年には第 3次産業の就業

者数を下回った。H27年は H2年の 63％

（1749人減）となっている。一方、第

3次産業は H2年の 146％（1505人増）

と年々増加している。 

 

 

就業状態等基本集計（総務省統計局）より 
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エ．購買率の推移 

長崎県商工会連合会 消費者購買実態調査より 

消費者購買実態調査によると、調査時点によって増減はあるものの 3町とも隣接市町への購買流

出が増加しており、地元購買率は減少傾向にある。特に東彼杵町では住民の約 8割が購買流出して

おり、地元商業機能の低下が著しい。ＪＲ川棚駅に隣接する栄町商店街に商店の多くが集積されて

いる川棚町においても、近年は空き店舗の増加等によって立地密度が低下している。買い物客の町

外流出により地元購買率は低下し、その結果さらに商業の衰退を招く悪循環に陥っている。 

また、インターネットやスマートフォン等の普及に伴い流通経路も変化している。家計消費状況

調査（総務省統計局）によると、全国の二人以上の世帯におけるネットショッピング利用割合は、

2019年は 42.8％と 4割を超え、過去 10年間で 24.7ポイント上昇している。若い世代を中心にイ

ンターネットを通じた商品購入の動きは広がっており、特に衣料品、書籍、日用品、雑貨、家電製

品などの地元購買率の低下が顕著になってきている。 

 

オ．観光客数等の推移 
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長崎県観光統計データより 

 

平成 30年長崎県観光統計によると、この 10年間で管内の日帰り客数は約 1.5倍、宿泊客実数お

よび観光消費額は約 1.2倍に増加している。 

東彼杵町には長崎自動車道の東そのぎ ICに近接する道の駅「彼杵の荘」があり、年間に 43万人

もの来客数（レジ通過数）が訪れている。また、東そのぎ ICと彼杵の荘は平成 30年 3月から開始

された国土交通省の ETC2.0一時退出社会実験の対象になっており、東彼杵町近隣への来訪者数の

増加が見込まれる。 

川棚町には大村湾が一望できる露天風呂を有する宿泊施設があるが、宿泊客実数は減少傾向にあ

り日帰り客数が増加している。 

波佐見町は平成 13年に「来なっせ 100万人」のスローガンを掲げ、官民一体となった交流人口

の拡大に取り組んでおり、観光客実数は目標の 100万人は目前で、観光消費額もこの 10年で約 2

倍に増えている。 

 

カ．波佐見焼生産額の推移 

生産動態統計年報(資源・窯業・建材統計編)によると、台所・食卓用品を扱う陶磁器産業の生

産額は 1990 年代をピークに縮小を続けている。そのうち和飲食器の出荷額は、1991 年の 1295

億円をピークに、2019年には 324億円にまで減少した。 

状況は波佐見においても同様で、波佐見焼生産額(商工会独自調査)も減少傾向にあり、この

20 年余りで実に 5 割超の減少となっている。また、事業者の大半が経営基盤の脆弱な小規模事

業者であり、近年は経営者や職人の高齢化や後継者不足などが深刻で、事業所数や就業者数も減

少している。 

 

  H21 H24 H27 H30 

日帰り客数 

(人) 

東彼杵町 16,310 44,781 48,810 65,923 

川棚町 340,852 307,426 329,187 420,104 

波佐見町 589,752 790,007 879,127 949,963 

宿泊客実数 

(人) 

東彼杵町 2,816 2,648 1,749 2,526 

川棚町 52,619 43,605 65,115 22,840 

波佐見町 1,215 1,924 28,668 43,590 

観光消費額 

(千円) 

東彼杵町 85,886 171,449 157,831 345,192 

川棚町 4,091,534 3,392,586 4,627,032 3,197,247 

波佐見町 2,312,181 3,433,321 3,173,895 4,616,810 
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キ．３町の総合計画（商工・観光部分） 

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

≪商業振興≫ 

❶地域性を活かした魅力ある商業空間創出： 

A.農林漁業との連携事業の推進  B.起業家やコミュニティビジネスの育成 

C.新しい企業進出等への支援 

≪工業振興≫ 

❶生産基盤づくりの推進 

❷ものづくりに携われる人材育成の推進 

≪観光振興≫ 

❶交流・体験型観光を推進する体制の充実 

❷観光における町内、町外の連携強化と戦略的展開 

≪創業支援≫ 

東彼杵町と本会東彼杵支所に創業相談窓口を設置し、長崎県及び長崎県産業振興財団、日本政

策金融公庫、十八親和銀行、長崎県信用保証協会を構成員とした「創業支援ネットワーク」を

設け、構成員の連携による創業支援体制を構築する。 

 

◆川棚町   ※(第５次川棚町総合計画 2011⇒2020等より引用) 

≪商業振興≫ 

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

B.中小企業振興資金融資制度の充実  

❷商業環境の整備： A.新規開業及び経営革新の支援  

B.魅力ある商店街づくりを促進 

≪工業振興≫ 

❶中小企業・地場産業の振興：  

A.商工会と連携し経営体質の改善と経営基盤の強化を促進 

            B.新製品の開発、新分野への進出などを支援 

❷企業立地の促進      

❸新産業の育成、支援 

≪観光振興≫ 

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

❹観光推進組織の育成・支援  ❺体験型観光の振興 

≪創業支援≫ 

川棚町と本会川棚支所に創業相談窓口を設置し、長崎県及び長崎県産業振興財団、日本政策金

融公庫、十八親和銀行、長崎県信用保証協会を構成員とした「創業支援ネットワーク」を設け、

構成員の連携による創業支援体制を構築する。 

 

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

≪商業振興≫ 

❶商業環境の整備： A.中心商業ゾーンの形成 B.商店街の再生  

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

❸商店街組織の充実 

≪工業振興≫ 

❶窯業環境の整備： 

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

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

F.窯業技術を生かした新産業への転換 G.世界のやきもの生産拠点づくり 
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❷優良企業の誘致と工業環境の整備 

≪観光振興≫ 

❶やきものの町・波佐見の形成  

❷体験・滞在型観光の形成  

❸はさみ温泉の活用 

❹観光ルートの整備充実   

❺観光イベントの開発とＰＲ   

❻観光協会等の組織強化 

≪創業支援≫ 

波佐見町と本会波佐見支所に創業相談窓口を設置し、長崎県及び長崎県産業振興財団、日本政

策金融公庫、十八親和銀行、長崎県信用保証協会を構成員とした「創業支援ネットワーク」を

設け、構成員の連携による創業支援体制を構築する。 

 

ク．地域産業活性化計画（東彼商工会地域） 

  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。 

本会においても、東彼杵町「農業と交流拠点のまち」、川棚町「商業のまち」、波佐見町「窯

業のまち」という特性を生かした中小企業の生産性及び付加価値向上のために、行政・支援機

関・金融機関等と連携して中小企業を支援する「地域産業活性化計画」を策定し支援を実施し

ている。 

注力する分野と目標は下表のとおりである。 

注力分野 窯業、飲食業、食品製造業 

成果目標 

・各地区の産業構造特性を活かして、事業者の連携による新商品開発、

販路開拓、6次産業化等を推進し、福岡や首都圏における認知度を上

げる 

・近隣県からの観光客を取り込む 

目標値 
上記による前年比売上高 

3％以上増加：12社（うち 10％以上増加：3社） 

 

 

②課題 

以上の現状分析を踏まえて、商工会が解決すべき課題は以下の３点である。 

□ 購買力の地域外流出防止と地域内経済循環の構築 

□ 地域資源を活かした域外需要の獲得と交流人口の増加 

□ 異業種間及び 3地区間の連携促進による商品開発 

  

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①中長期的な振興のあり方 

前述の課題を集約し、中長期的な支援の方向性を下記の通り設定する。 
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 ≪購買力の地域外流出防止と地域内経済循環の構築≫ 

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

じての生産者の所得向上を支援し、地域経済好循環の礎となっている。このこと

から、道の駅を拠点として、小規模事業者と連携を図り、地域全体への回遊性強

化に取り組むため、市場調査等を実施し地元購買率向上を推進する。 

（川棚町）  元々商業機能が発達していることから、商店街等が開催するイベント等の販売

促進活動を支援し、小規模事業者が有する優れた商品やサービスの情報発信の強

化と地元購買率の向上を推進する。 

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

見られることから、商工会は既存事業の強化と新規創業者の育成により、地元購

買率の向上を推進する。 

  

≪地域資源を活かした域外需要の獲得と交流人口の増加≫ 

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

ため、従前の地域資源調査事業等で発掘した観光資源を有効に活用し、交流人口の増加に

取り組む。 

・町内での消費だけに頼らず、地域外の需要も積極的に取り込むため、県外での展示会や商

談会を実施する。 

≪異業種間及び 3地区間の連携促進による商品開発≫ 

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

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

共同化の遅れが地域経済の活力低下を招いている。今後は小規模事業者の 6次産業化の計

画策定支援により、収益性の高いビジネス開発支援を推進する。 

・東彼杵町「農業と交流拠点のまち」、川棚町「商業のまち」、波佐見町「窯業のまち」とい

うそれぞれの産業構造特性を活かして、地域を超えた小規模事業者の連携による新商品開

発・販路開拓・6 次産業化等を推進する。同時に、3 地区小規模事業所各個店へ顧客が回

遊する仕組み作りについての研究も進める。 

 

②各町総合計画との連動性・整合性 

各町ともに地域資源（自然、伝統・文化、産業）を生かしたまちづくりや、体験型観光などの

振興による地域外からの消費獲得、地域性を活かした魅力ある商店街の形成や個店の経営改善の

推進等を掲げており、本会の長期的振興のあり方と高く整合する。 

また、小規模事業者をはじめ創業者などの事業拡大や経営革新等、利益率向上や付加価値額増

加に意欲的に取り組む地場企業への支援強化等を振興計画の基本方針に掲げており、本会の長期

的な振興のあり方と高く整合する。 

 

③商工会としての役割 

ア.行政と小規模事業者のパイプ役 

      国・県・管内３町（東彼杵町・川棚町・波佐見町）等が実施する小規模事業者のための

各種支援施策を、地域の商工業者に理解・普及させるとともに、地域のニーズや課題など

を行政につなげ、行政が立案・実施する施策等に反映させるため、小規模事業者の声を届

ける。 

   イ.町行政区域を超えた事業者同士のパイプ役 

      本会は 3 町行政区を網羅しており、販路拡大や地域資源活用型の商品開発等において、

行政区域を超えて連携する小規模事業者のパイプ役となる。 

   ウ.小規模事業者の経営サポート役 
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      本会は「農業と交流拠点の東彼杵町」「商業の川棚町」「窯業の波佐見町」それぞれの特

性を有する事業者で構成されており、地域経済を支える小規模事業者は、業界経済動向に

左右されながら、需要の低下、売上減少、経営者の高齢化、事業承継等の問題に直面して

おり、経営を持続的に行うための支援や施策が必要である。そのため商工会は事業計画の

策定・実施・フォローアップ等の伴走型経営サポートを行う。 

   エ．地域支援機関へのリーダーシップ発揮 

「小規模企業振興基本法」「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法

律の一部を改正する法律」が制定・改正される中、商工会は数多く存在する地域の認定支

援機関や中小企業支援機関の中核となるべく努力を重ね、小規模事業者を面的に支援する

体制を構築するため、地域の支援機関におけるリーダーシップ発揮する。 

 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 ①小規模事業者の経営力強化 

小規模事業者の経営改善課題に対し、商品力や販売力、管理力や経営力アップを図る対策を

講ずることによって、小規模事業者の経営改善・経営革新、起業支援による創業者輩出等を実

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

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

開する。 

 

②３町ごとの産業構造特性を活かした地域力の向上 

農業と交流拠点のまち（東彼杵町）、商業のまち（川棚町）、窯業のまち（波佐見町）の特

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

く。 

 

③３町連携による交流人口受け入れ体制構築による小規模事業者支援 

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

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

源調査事業結果等を活用し、観光協会等と連携しながら地域資源の磨き上げを支援していく。

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

①小規模事業者の経営力強化 

小規模事業者が行う経営力並びに販売力の向上、販路開拓等の取り組みに対して伴走型の支援

を行う。支援にあたっては事業者ごとの経営資源の強み・弱み、外部環境の機会と脅威等を把握

し、企業実態に則した事業計画策定を支援し、中長期に亘るフォローアップ支援を行う。 

また、3町行政や地域金融機関等との連携を密にして、新規創業や既存事業者の異業種参入、事

業承継、ＩＴ活用などの支援事業を推進し、域外への購買流出を防ぐ。 

②３町ごとの産業構造特性を活かした地域力の向上 

農業と交流拠点のまち（東彼杵町）、商業のまち（川棚町）、窯業のまち（波佐見町）の特色

を有機的に連動させ、農商工連携や６次産業化を視野に入れつつ、地域の強みを活かした商品開

発・ブランド化・情報発信をすすめることで、地区内の窯業、飲食業、食品製造業者等の持続的

な経営発達と外貨獲得につなげる。 

③３町連携による交流人口受け入れ体制構築による小規模事業者支援 

それぞれの町のイベントや観光拠点には県内外から広く集客できているため、その集客効果を

地域全域に反映させるために域内回遊促進事業を展開する。また、観光商品の創出や話題性のあ

るメニューづくり、地域資源を活用した土産品の開発等を支援し、受け入れ態勢整備による滞留

時間と回遊性の向上を図ることで、宿泊・飲食業者、土産品店等の支援を推進する。 

 

 

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、地区内 15 社を対象に景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会

連合会が行う「中小企業景況調査」を実施している。調査結果の周知は、調査対象事業所の他、

巡回支援や窓口相談時に活用している。 

 しかしながら、地区内の景気動向をより広く詳細に把握するための独自調査やビッグデータ等

を活用した専門的な分析が実施されておらず、より地域経済の状況を把握し、地域特有の優位性や

課題把握に繋がるデータを収集・活用する必要がある。 

 

（２）目標 

 現行 R3年度 R4年度 R5年度 R6 年度 R7年度 

①地域経済動向

公表回数 
- 1回 1回 1回 1 回 1回 

②管内景気動向

公表回数 
- 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 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投下し、

効率的な経済活性化を目指すため、職員等が「RESAS」（地域経済分析システム）を活用した地域
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の経済動向分析を行い、年 1回公表する。 

【分析手法】・「地域経済循環マップ・生産分析」→何で稼いでいるか等を分析 

      ・「まちづくりマップ・From-to分析」→人の動き等を分析 

      ⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

②管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、税務相談所の税務申告データを活用

し、管内小規模事業者の景気動向等について、年 1回調査・分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者 187社（東彼杵地区 37社、川棚地区 60社、波佐見地区 90社） 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

【調査手法】日計表を回収してのデータ入力、自計システムによる事業者自らのデータ入力 

【分析手法】職員等が外部専門家と連携し分析を行う 

 

（４）成果の活用 

  ○情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。 

  ○職員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

 

３－２．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

本会ではこれまで、都市部（首都圏や福岡等）での展示販売会時に消費者ニーズ調査を実施してい

るが、開催の運営等に追われて簡易な調査となっており、調査項目が不足しており、分析内容が不十

分なため、改善した上で実施する。 

また、需要動向調査の実施にあたり、職員間で事前のミーティングによる全体像を共有し、調査方

法等の事前訓練等によるスキルアップを図る。事業者には地域の経済動向調査や経営状況に関するこ

となどの段階からマーケットインの考え方を導入し、事業計画に反映されるよう改善した上で実施す

る。 

 

（２）目標 

 現行 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

①消費者ニーズ調査 

対象事業者 
- 20社 20社 20社 20社 20社 

②バイヤーニーズ調査

対象事業者 
- 5社 5社 5社 5社 5社 

 

（３）事業内容 

①都市部等で開催する波佐見焼を中心とした東彼３町の物産品の展示販売会において、消費者

ニーズを踏まえた販路開拓や商品開発に繋げることを目的に、出展事業者（個社）の商品や

試作品について来場者を対象にアンケートによる消費者ニーズ調査を実施する。 

収集したアンケート結果を基に、職員等と外部から中小企業診断士等の専門家を招き、消費

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

し、事業計画の策定や商品開発、販路開拓に活かせるようにする。 

【サ ン プ ル 数】 来場者 200人 

【調査手段・手法】 都市部等で開催する展示販売会の来場客において、波佐見焼を中心とした

東彼３町の物産品について、職員等が聞き取りの上、アンケート票へ記入

する。 
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【調 査 項 目】 価格、用途、見た目、パッケージ、家族構成、決済方法、購入理由等 

【調査・分析結果の活用】 分析結果は、職員等が当該事業者に直接説明する形でフィードバッ

クし、更なる改良等を行う。 

 

②長崎県商工会連合会が開催する「魅力発信！ながさき商談会」等において、来場されるバイヤー

等に対し、試食、アンケート調査を実施する。 

【サ ン プ ル 数】 バイヤー5人 

【調査手段・手法】 職員等が聞き取りの上、アンケート票へ記入する。 

【調 査 項 目】 味、サイズ、価格、用途、購入手段、色、見た目、デザイン、ターゲット

層等 

【調査・分析結果の活用】 分析結果は、職員等が当該事業者に直接説明する形でフィードバッ

クし、更なる改良等を行う。 

 

 

４．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

地域内の小規模事業者の実態把握が金融や税務、補助金申請の支援を行う時のみに集中し、商工会

が実施する事業においてもニーズの把握は一部の事業者の意見となる場合があり、支援対象自体の偏

りがあった。 

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

容、財務の内容等の現状を定量的・定性的に調査・分析することで、支援の基礎情報として、経営改

善・発達のために活用することが必要である。 

 

（２）目標 

 現行 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

分析件数 - 100件 100件 100件 100 件 100件 

 

 

（３）事業内容 

①巡回・窓口での相談者の内、販路拡大に意欲的な事業者を選定し、必要に応じて専門家派遣事業

等の事業も紹介しながら、外部専門家による専門的な分野の支援を図っていくことを促し、事業

者ニーズを掘り起こすとともに、事業者への伴走型支援に繋げていく。 

 

②経営分析の内容 

【支援対象】 巡回・窓口での相談者の内、意欲的で販路拡大の可能性の高い 20社を選定 

【分析項目】 定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「SWOT分析」の双方を行う 

≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

≪SWOT 分析≫強み、弱み、脅威、機会 等 

【分析手法】 店舗・工場・事務所訪問の上、第三者の視点から職員等が分析を行う。また、必

要に応じ、専門家派遣制度を活用して実施する。経営分析の視点においては、経

済産業省「ローカルベンチマーク」を参考に実施する。 

 

（４）分析結果の活用 

  ○分析結果は当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

  ○分析結果はデータベース化し内部共有することで、職員等のスキルアップに活用する。 
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５．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

これまでセミナーによる意識醸成・動機付けを行い、意欲的な事業者については、事業計画を策定

してきた。また、金融相談時や補助金等申請時においても事業計画策定支援を行ってきたが、小規模

事業者が自主的に自らの経営発達のための事業計画策定を支援するケースは少なかった。 

そのため、経営状況の分析や需要動向調査の結果等を踏まえ、事業計画策定の重要性を示しながら

支援を行っていく。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識変化を

促せるわけではないため、事業計画策定の必要性ではなく小規模事業者におけるメリットや成長発展

の効果を周知し、専門家派遣制度による中小企業診断士等の活用を促し、本会によるフォローアップ

体制等を強化することにより、4.で経営分析を行った事業者の 5割程度/年の事業計画策定を目指す。 

併せて、持続化補助金等の補助金申請を契機として経営計画の策定を目指す事業者の中から、実現

可能性の高いものを選定し、事業計画の策定に繋げていく。 

なお、長崎県の地域産業活性化計画（東彼商工会地域）における注力分野（窯業・飲食業・食品製

造業）、創業予定者、事業承継予定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 

 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 - 50件 50件 50件 50件 50件 

 

（４）事業内容 

①事業計画の策定 

【 支援対象 】経営分析を行った事業者、及び補助金等申請希望者を対象とする。 

【手段・手法】職員等が担当制で張り付き、事業者と共に策定する。必要に応じ、外部専門家も

交えて確実に事業計画の策定に繋げていく。 

 

 

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 

現状は、補助金の実績報告作成支援や実績の確認にとどまり、計画的なフォローアップが実施でき

ていない。目標達成へ向けた進捗管理や目標未達成時の要因の洗い出し等の検証・把握が必要となる

ため、計画的なフォローアップの実施へと改善した上で実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪問回数を増や

して集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障ない事業者を見

極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。 

 

（３）目標 

 現行 R3年度 R4年度 R5年度 R6 年度 R7年度 

フォローアップ

対象事業者数 
- 50社 50社 50社 50社 50社 

頻度（延回数） - 200回 200回 200回 200回 200回 
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売上増加 

事業者数 
- 2社 2社 3社 3社 4社 

利益率 1%以上

増加の事業者数 
- 2社 2社 3社 3社 4社 

 

（４）事業内容 

事業計画を策定した小規模事業者に対し計画進捗状況等のフォローアップ支援を行う。フォローア

ップの頻度は原則３ヶ月に１回を目標とするが、重点支援業種である窯業・飲食業・食品製造業や、

事業承継事業者、創業間もない事業者については、その頻度を２ヶ月に１回とする。 

なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合には、県商工

会連合会や中小企業診断士等の外部専門家など第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及び

今後の対応方策を検討の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

 

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 

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

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

するところが多く、結果として収益性が乏しくなる実情がある。 

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

ているが、出展参加者に対する事前・事後のフォローアップが不十分であったため、改善した上

で実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

現状においては商工会が主体となり、域外需要の取り込みと域内需要喚起のために展示販売会を開

催し、一定の売上額を確保して成果を上げている。今後も引き続き展示販売会を開催し、出展にあた

っては、職員等が事前・事後の出展支援を行うとともに、出店期間中は、陳列、接客など、きめ細か

な伴走支援を行う。 

また、「3-1．地域の経済動向調査」から「6．事業計画策定後の実施支援」までの支援を実施

した小規模事業者を中心に、商談会や即売会・展示会等による新たな需要の開拓に取り組む事業

者の出展を促し、事業計画に基づいたアクションプランによる商談の成立や売上額の増加などの

伴走支援を行う。 

 

（３）目標 

 現行 R3年度 R4年度 R5年度 R6 年度 R7年度 

①都市部での

展示会販売出

展事業者数 

18 社 20社 20社 20社 20 社 20社 

売上額/社 46 万 50万円 50万円 50万円 50 万円 50万円 

②商談会参加

事業者数 
1社 5社 5社 5社 5 社 5社 

成約件数/社 - 2件 2件 3件 3 件 3件 
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（４）事業内容 

①都市部（福岡市等）等での展示販売会の開催（BtoC） 

意欲的で販路拡大の可能性が高い事業者を選定し、商工会が都市部（福岡市等）等において販

売会場を借り上げ、新たな需要の開拓を支援する。 

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

佐見焼振興会、長崎県陶磁器卸商業協同組合、波佐見陶磁器工業協同組合などの窯業関係

団体と連携し開催している。R1年度は当展示販売会に域内の窯業関係者 32社が参加し、

期間中合計約 7,500人の来場と 32社合計で 1,629万円の売上があった。 

 

②商談会/展示会出展事業（BtoB） 

事業計画を策定した食品製造業者を中心に地域産品を活用した商品の販路開拓を支援する。商

談会・展示会へは参加させるだけではなく、商談会でのプレゼンテーションが効果的になるよう

事前研修を行うとともに、事後には、名刺交換した商談相手へのアプローチ支援など、商談成立

に向けた実効性のある支援を行う。 

【参考】想定される商談会等 

◆魅力発信！ながさき商談会（長崎市） 

例年、10月に長崎市内のホテル等で２日間の日程で開催される。試食や商談が行われる展示

商談会と、ＦＣＰシートから商談希望リストよりマッチングされる個別商談会が実施される。

バイヤーは首都圏などから100社参加され、本県の商談会としては最大規模となる。商談成約

数は平成25年から令和元年度までで、332社のうち182社（商談成約率54.8％）の実績である。 

◆Food Style in Fukuoka（福岡市） 

出展企業 570 社、開催 2 日間で約 14,500 名（令和元年度実績）の来場者がある九州最大級

の食料品商談展示会。 

◆地方銀行フードセレクション（東京都） 

出展企業は約 1,000 社、開催 3 日間で約 14,000 名（令和元年度実績）の来場者があり、中

規模な展示商談会であり、個別商談を主催者側からマッチングしてもらえるのが特徴。 

◆スーパーマーケット・トレードショー（東京都） 

2,176社・団体（3,568小間）が参加し、開催期間 3日間で 88,412名（令和元年度実績）の

日本最大級の食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会。 

 

③ＩＴ活用支援事業（BtoC 、BtoB） 

   事業者が抱える課題の解決や新たな需要開拓のための IT ツール活用を支援することで、業務

効率化や売上アップ、販路開拓を目指す。特に新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りなが

ら経済活動を進めていくために、新しい生活様式に対応したビジネスモデルへの転換に取り組む

事業者への支援に注力する。 

 

 

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 

東彼杵町、川棚町、波佐見町、外部有識者（中小企業診断士、金融機関等）、本会役員などで構成

する「経営発達支援事業評価委員会」を設置しており、事業終了後に委員会を開催し、事業の実施状

況及び計画に掲げている数値目標の達成度等の成果についての報告を行うとともに、事業の評価・見

直しの方針を提示し、次年度の計画の取り組みに活かしている。 

 

（２）事業内容 

東彼杵町・川棚町・波佐見町の各町の担当課長、法定経営指導員、外部有識者として専門家（中小

企業診断士等）、金融機関支店長、本会役員等をメンバーとする「経営発達支援事業評価委員会」を

年 1回開催し、経営発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。 
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当該協議会の評価結果は、役員会にフィードバックした上で、事業実施方針等に反映させるととも

に、HP及び会報へ掲載することで、地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態とする。 

 

 

９．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）現状と課題 

それぞれの町のイベントや観光拠点には県内外から広く集客出来ている。特に波佐見町は「やきも

のの里」としての知名度が高く、毎年ゴールデンウィーク中に開催される「波佐見陶器まつり」には

県内外から約 30 万人が訪れているが、開催期間中に会場近辺が賑わう程度にとどまっており、イベ

ントの集客効果を十分に地域経済に反映させるには至っていない。 

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

町・川棚町）との連携により、商工会全域への回遊促進策を講じることで、域内小規模事業者の販売

促進を支援する。 

 

（２）事業内容 

 東彼杵町・川棚町・波佐見町の３町の行政、各町の観光協会、地域金融機関、商工会で構成する「商

工会地区活性化会議」を開催し、３町全体の経済活性化の方向性について検討する。 

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

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

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

て行く。 
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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１０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： 中尾 正浩 

  ■連絡先： 東彼商工会 TEL:0956-82-2068 

 

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。 

 

 

課長補佐 1名

係長 1名

主任 2名

主事 3名

課長（兼務） 1名

主任 2名

主事 1名

一般職員 2名

課長 1名

主任 2名

東彼杵支所 東彼杵町
まちづくり課

事
務
局
次
長

法
定
経
営
指
導
員

事
務
局
長

本所・川棚支所

川棚町
産業振興課

波佐見支所

波佐見町
商工観光課
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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 

〒859-3605 

 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷 364-185 

東彼商工会 本所 

TEL：0956-82-2068 ／ FAX：0956-83-2449 

E-mail：touhi@shokokai-nagasaki.or.jp 

 

 

② 関係市町村 

〒859-3806 

 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 1850-6 

東彼杵町 まちづくり課 

TEL：0957-46-1286 ／ FAX：0957-46-0884 

E-mail：shoukou@town.higashisonogi.lg.jp 

  

〒859-3692 

 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷 1518-1 

川棚町 産業振興課 

   TEL：0956-76-8335 ／ FAX：0956-26-6125 

E-mail：kanko@town.kawatana.lg.jp 

 

〒859-3791 

 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷 660 

波佐見町 商工観光課 

TEL：0956-85-2162 ／ FAX：0956-85-5581 

E-mail：shoukou@town.hasami.lg.jp 
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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） 

 
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 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 

 

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 

 

評価委員会等の開催 

 

 

200 

 

500 

 

500 

 

700 

 

8,000 

 

100 

 

200 

 

500 

 

500 

 

700 

 

8,000 

 

100 

 

200 

 

500 

 

500 

 

700 

 

8,000 

 

100 

 

200 

 

500 

 

500 

 

700 

 

8,000 

 

100 

 

200 

 

500 

 

500 

 

700 

 

8,000 

 

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、手数料、特別賦課金、伴走型小規模事業者支援推進事業補助金、県連補助金、町補助金 等 

 

（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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