
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
長崎商工会議所（法人番号 6310005001031） 

長崎市（地方公共団体コード 422011） 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

目標 

長崎商工会議所は、「交流人口拡大を契機とした小規模事業者の経営力強化」を

目標に掲げ、長崎県・長崎市、関係団体、地域金融機関等と連携し、長崎地域経済

の活性化に取り組む。特に、観光業や関連するサービス産業（第 3 次産業）、食品

製造業（「長崎かんぼこ」等水産ねり製品・菓子等食品）等の小規模事業者への経

営発達支援を強化することで、雇用拡大、外貨獲得などの相乗効果による地域全体

の活性化につなげていく。加えて、新たな需要開拓に向けた創業や、地域に必要と

される経営資源の円滑な引継ぎ、事業承継により新たな事業展開を目指す小規模事

業者を積極的に支援していく。 
これらの支援によって、小規模事業者の事業計画に基づく事業の推進や、新たな

需要の開拓等による生産性向上・企業価値の向上を図るとともに、第四次長崎市経

済成長戦略の基本方針である「競争優位を備えた魅力ある企業群を創出」の実現に

寄与し、地域の更なる活性化を目指す。 

 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること 

管内の景況及び小規模事業所の経営動向・業況を把握、地域経済分析システム

（RESAS）等を活用し、経営に必要な経済動向に関する情報を提供する。 

３．経営状況の分析に関すること 

各種相談ニーズや経営指導員の巡回・窓口相談などを契機に、事業者からのヒア

リング、財務諸表などをもとに、クラウド型経営支援ツール「Biz ミル」等を活

用し、個々の小規模事業者の経営分析を支援する。 

４．事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定支援に関するセミナーを開催する他、経済動向や個々の経営分析等

の結果を踏まえ、需要を見据えた事業計画策定を支援する。 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

売上拡大・利益確保等の成果につなげるために、事業計画に基づく事業の推進を

支援するとともに、必要に応じたフォローアップを行うなど、伴走型で支援する。 

６．需要動向調査に関すること 

長崎市地域商社・専門家等と連携し、小規模事業者が販路開拓を目指す市場のニ

ーズを的確に把握し、買い手が満足する商品を開発・提供できるよう個別のアド

バイス会を開催するなどして支援する。 

７．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の希望する販路（県内・県外）に応じた商談会・即売会等の開催お

よび出展支援を行い、新たな需要開拓を支援する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

人口減少による地域経済の衰退への危機感をキーワードに、長崎サミットプロジ

ェクトの関連事業と連携をとりつつ、長崎市域の地域経済活性化に取り組む。 

 

連絡先 

長崎商工会議所 中小企業振興部経営支援課 

〒850-8541 長崎県長崎市桜町 4番 1号長崎商工会館 2階 

TEL；095-822-0111 FAX；095-825-1490 E-Mail；sodan@nagasaki-cci.or.jp 

長崎市商工部 産業雇用政策課  

〒850-8685 長崎県長崎市桜町 4番 1号長崎商工会館 4階   

TEL；095-829-1313 FAX；095-829-1151  E-Mail；sangyo@city.nagasaki.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 

長崎市は、旧来、造船を中心とした製造業、豊富な水産資源を背景とした水産業、歴史的観光資源

を多く有する観光業を基幹産業として発展してきたが、造船関連業においては為替変動や後発海外企

業との国際競争激化、水産業においては漁場規制、魚価の低迷、漁業就業者の高齢化、観光業におい

ては国際的競合や観光形態の多様化といった構造的な課題を抱えており、さらに近年の著しい人口減

少を背景に、中小・小規模事業者においては人材の確保や育成においても課題を抱えるなど、地域経

済は衰退傾向にあり中小企業も経営状況は厳しい状況にある。 

 

【長崎市の概況】 

（立地） 

・管轄区域内人口 320,223人 （R1年 6月長崎市統計月報） 

・人口           418,294人 （R1年 6月長崎市統計月報）  

・面積           405.86km² （H27 国勢調査） 

・管轄区域内事業者数     15,365 （H28経済センサス） 

・管轄区域内小規模事業者数  12,377 （H18年事業所統計より推計） 

・長崎市内事業者数       18,840 （H28経済センサス） 

・長崎市内小規模事業者数   10,336 （H28経済センサス） 

 

（産業構造） 

・第 1次産業 0.3％（全国値 0.6％） 

・第 2次産業 11.6％（全国値 17.8％） 

・第 3次産業 88.1％（全国値 81.6％） （H28経済センサス） 

 

・観光客数および観光消費額（長崎市観光統計） 

年次 観光客数 観光消費額 

平成 28 年 6,723,500人 131,378,500,000 円 

平成 29 年 7,077,700人 145,846,150,000 円 

平成 30 年 7,055,400人 149,689,450,000 円 

 

・国内・国際クルーズ客船入港数 

（長崎市観光統計；令和元年は県聞き取り） 

年次 観光客数 

平成 24 年 73隻 

  

平成 28 年 197隻 

平成 29 年 267隻 

平成 30 年 220隻 

令和元年見込 208隻 
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【位置図】 

※長崎市内には、長崎商工会議所のほか、東長崎、長崎南、長崎市北部の３商工会が存在している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのような中、本市の観光は「世界新三大夜景都市」（H24）や「日本新三大夜景都市」（H27）の認

定、さらには「明治日本の産業革命遺産」（H27）、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」（H30）の世

界文化遺産登録などの好材料があり、加えて、国際クルーズ船の寄港も平成 24 年度以降増加し現在

も高い入港数を維持するなど観光業においては今後も成長が期待される。 

さらに、令和 4年の九州新幹線西九州（長崎）ルート開通を目途に長崎駅周辺の再開発、県庁舎跡

地の活用、市役所の建替え、交流拠点施設（MICE 施設など）の整備、中心市街地の再開発、プロサ

ッカーチーム Ⅴ・ファーレン長崎の市内中心部でのスタジアム建設計画など、今後 10年あまりの間

に「まち」全体が大きく様変わりしようとしており、当地域は、中長期的にも観光客等交流人口の拡

大による地域経済の活性化が図られる千載一遇の機会を迎えようとしている。 

長崎市第四次総合計画（2011 年度～2020 年度）の後期基本計画では、急速な人口減少と長崎の経

済動向を踏まえ、長崎市の主要産業である造船・造機、水産加工業等の食料品製造、観光を中心とし

た産業の基盤強化や競争力を高めることで地域経済の活性化を図り、特に若年層が魅力を感じるよう

な雇用機会の創出に引き続き取り組む必要があるとし、更に、総合計画の経済分野のうち、特に重点

的に取り組む主要産業分野の目指すべき方向性などを取りまとめた第四次長崎市経済成長戦略（平成

29 年 9 月）において、「競争優位を備えた魅力ある企業群を創出」を基本方針とし、観光関連産業

の基本戦略を「交流の産業化」とし、「顧客創造」「価値創造」などにより、交流人口の拡大と来訪者

の消費支出の増加につなげ経済成長への貢献を実現することとしている。 

長崎市では「交流の産業化」を、長崎市が誇る有形・無形の地域資源に磨きをかけ、情報を国内外

に発信して「人」の交流を生み出し、質の高いサービスを提供するための創業や既存事業の拡充を図

り、雇用創出と所得向上につなげていこうとするものと定義しており、長崎市まち・ひと・しごと創

生総合戦略の特定戦略としても位置付けている。 

 

②課題 

長崎市の産業分類別構成比は、全国値と比べて第 2 次産業の占める割合が低く、サービス産業（第

3 次産業）が多いという産業構造になっている。特に、当地域は、サービス産業（第 3次産業）事業

所の割合が 88.1％と全国値と比較しても高く、観光関連のホテル・旅館業や交通事業者など地域に

おける中堅企業を中核として 小売業、飲食業、サービス業、土産品関連の食品製造小売業など、裾

野が広い産業が集積していることが強みである。その中には多くの小規模事業者が存在することか

ら、観光業の振興が及ぼす地域小規模事業者への波及効果は大きい。換言すれば、観光業に関連する

小規模事業者の経営発達支援を強化し、売上拡大・利益確保・生産性向上を実現していくことで、雇

用拡大、外貨獲得などの相乗効果による地域全体の活性化につながることが期待できる。 
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しかしながら、歴史的・文化的な地域固有の資源が数多く存在するものの、その多くを強みとして

有効に活用・磨き上げが十分にできていないことや、昨今の環境変化を機会ととらえ、顧客ニーズな

ど需要側の視点も踏まえた域内・外の需要やインバウンド対策など新たな需要の掘り起こしが十分に

できていないことなどに加え、人材の確保および定着が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲長崎市総人口の将来展望 ※出展；長崎創生人口ビジョン・総合戦略 

 
▲社人研（現行）推計における年齢３区分別人口割合の推移 

 ※出展；長崎創生人口ビジョン・総合戦略 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

長崎県のながさき産業振興推進会議で平成 29 年度に本所が策定した長崎地域産業活性化計画（５

か年計画）において、サービス産業（第 3 次産業）が、交流人口の増加を背景に、飲食、小売・サー

ビス、食料品製造など幅広い分野で域外需要を獲得し、域内に循環させることで波及効果をもたらし、

地域経済全体への寄与が期待されるとし、「交流人口の拡大を背景としたサービス産業の生産性向上

による地域産業振興」を目指すべき地域の将来像として位置づけている。 

長崎市では、定住人口の減少が予想される中、年間を通じて観光客やビジネス客など多くの来訪者

が訪れており、インフラ整備の推進による来訪者の受入体制も整ってきていることから、前述したよ

うに、第四次長崎市経済成長戦略（平成 29年 9月）において、「競争優位を備えた魅力ある企業群を

創出」を基本方針とし、観光関連産業の基本戦略を「交流の産業化」とし、「顧客創造」「価値創造」

などにより、交流人口の拡大と来訪者の消費支出の増加につなげ経済成長への貢献を実現することと

している。 

したがって、本所では、長崎県・長崎市と小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を共有・連

携しながら、小規模事業者のビジネスチャンスの契機を目的とした「会員交流会の開催」や、販路拡

大支援として「地域資源を活用した商品開発・販路拡大支援」「個別商談会の開催」「大規模商談会等

への出展支援」「展示即売会の開催・出展支援」「地域発ブランド育成支援」等に取り組むこととして

いる。 
また、活力ある担い手の拡大として、「円滑な創業に向けた支援」や、「事業承継や事業再編に向け

た早期の計画的な取り組み支援」、人材の確保・育成・定着支援として、働き方改革関連法への対応

による働きやすい職場環境づくりを支援していくとともに、「高校生の企業見学会の実施」「地元就職

に関する高校との意見交換会」「福岡圏内大学生に対する長崎県内企業説明会開催への協力」を通じ

て支援先企業の人手不足対策にも取り組むほか、「長崎歴史文化観光検定」、「人“財”育成講座」や

「ものづくり人材・品質管理スタッフの育成支援」などにより人材育成事業の推進にも注力していく。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 

長崎商工会議所は、上述のような地域の強みや課題を踏まえ、「交流人口拡大を契機とした小規模

事業者の経営力強化」を目標に掲げ、長崎県、長崎市、関係経済団体、地域金融機関等と連携し、観

光をはじめとした交流人口拡大による地域経済活性化に取り組みつつ、こうした動きを契機に、個々

の強みを活かした事業の 成長発展や、持続的発展 を図ろうとする小規模事業者の事業計画策定・創

業支援を通した売上拡大・利益確保支援および事業者の成長段階に合わせた伴走型の支援を継続的に

実施する。 

近年では、補助金申請支援などを通じて、事業者の経営分析、需要動向分析、事業計画策定支援を

一体的に実施し、策定した計画書に沿った支援策を実施するといった伴走型支援の体制が整ってきた

ところである。 

今後はこれを増強し 、特に、サービス産業を中心に地域小規模事業者の売上拡大・利益確保に向

けた事業計画策定を軸とした成長段階に応じた伴走型支援を拡充し、支援先企業の売上増加や利益率

改善につなげていく。 
 これらの支援によって、小規模事業者の事業計画に基づく事業の推進や、新たな需要の開拓等に

よる生産性向上・企業価値の向上を図るとともに、第四次長崎市経済成長戦略の基本方針である「競

争優位を備えた魅力ある企業群を創出」の実現に寄与し、地域の更なる活性化を目指す。 
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（４）目標の達成に向けた方針 
 

目標の達成に向けた方針として、特に注力する分野を次のとおりとし、国・長崎県・長崎市の支援

施策を有効に活用しながら、地域小規模事業者の成長段階に合わせた売上拡大・利益確保支援に伴走

型で取り組んでいく。 
加えて、横断的な取り組みとして、交流人口の拡大等を契機として新たな需要開拓に向けた創業や、

地域に必要とされる経営資源の円滑な引継ぎ、或いは事業承継により新たな事業展開を目指す小規模

事業者を積極的に支援していく。高度・専門的な経営課題の解決に向けては、地域金融機関、関係支

援機関、専門家などと連携してきめ細かに対応していく。 
 支援の対象者に関しては、従来の資金調達ニーズ、補助金申請ニーズ、販路拡大ニーズ等を持ち来

所する事業者に加え、本所が実施する「景気・経営動向調査」や「販路拡大意向調査」により個社ご

との販路拡大の方向性を把握しつつ、さらには本所のホームページ、SNS、支援事例集などにより本

所の小規模事業者に対する支援体制・支援事業を訴求することで掘り起こしの枠を拡げ、非会員事業

所も含めた支援対象者の拡大を図っていく。 

 
【注力する分野】 
①サービス産業（第 3次産業）の振興 

 ・長崎市の産業構造及び地域特性を踏まえ、小売・サービス業（土産品・飲食店等）の売上増加・

付加価値向上に向けて、新たな需要を見据え、顧客ニーズに合った事業計画策定を支援し、 
販路拡大、新商品・新サービスの開発・提供などにつなげていく。 

・窓口相談・巡回指導による課題の掘り起こしを行ない、専門家との連携強化により、革新的な

取り組みや経営力向上、ＩＴ活用等による生産性向上に取り組む。 
②食品製造業の振興 

・水産ねり製品（「長崎かんぼこ」）製造業、菓子等食品製造業の売上増加・付加価値向上に向け

て専門家と連携し、経営指導員等による伴走型支援により、地場産品の開発、販路開拓・販売

促進などに取り組むとともに、行政、金融機関、他の支援機関等と連携し、マスメディアを活

用しながら長崎市内外における展示即売会の実施や商談会などへの出展を支援する。 
③その他横断的な取り組み 

・地域経済の維持・拡大を図るため、従来から取り組んできた小売・サービス業を中心とした 
 創業支援に積極的に取り組むとともに、雇用の創出に努める。 

  ・事業承継・事業引継ぎに課題を抱える小規模事業者の掘り起こしを進めるとともに、長崎県事

業承継ネットワーク事務局や長崎県事業引継ぎ支援センターとの連携強化による円滑な事業

承継の推進と雇用の維持に取り組む。 
【事業者の成長段階に合わせた伴走型支援のイメージ】 
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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（令和２年４月１日～令和７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 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 
 

（１）現状と課題 

［現状］会員企業 400 社を対象とした「景況・経営動向調査」による景況感を回答企業にフィードバ

ックするほか、会報やホームページを中心に公表。また、市内商店街等 26 か所にて歩行者

の通行量を調査し、結果を会報およびホームページにて公表。併せて、行政機関等から公開

された各種指標をとりまとめ、主要経済指標として毎月会報に掲載しているほか、長崎経済

概観として冊子を発行している。 

［課題］国等が収集したビッグデータの活用がなされていない。 

 

（２）事業内容 

①「RESAS」の活用 

国が地域経済に関する様々なデータを一か所に集約し、公開している地域経済分析システム

（RESAS）について、公開されているデータを収集・分析することにより、地域経済の循環や観光客

の動向、人口動態などを把握し、結果を公表する。併せて、小規模事業者の事業計画策定や販路拡大

のための施策立案のための基礎データとする。 

【分析手法】 

・「人口マップ・人口増減等」→人口動態を把握し、今後の施策の参考とする 

・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

・「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  

・「観光マップ・国内・外国人目的地・訪問分析等」→観光に関する現状や課題等を分析 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援策に反映する。 

 

②「景況・経営動向調査」の実施 

管内の景況感や業界動向についての調査を 4半期ごとに行う。併せて、分析結果を公表するととも

に、調査協力事業者にフィードバックする。 

【調査対象】会員事業所 400社（うち小規模事業者約 300社） 

【調査手法】調査票を郵送または Eメールにて送付。回答は FAXまたは Eメールにて 

【調査項目】業界の景況、売上・生産の推移、利益・採算性の推移、資金繰り、設備投資、雇用状

況、経営上の問題点など。必要に応じて附帯調査を実施（例；事業承継の取り組み、大雨の影響 等）。 

【調査回数】四半期に 1度（年 4回） 

 

③「歩行者通行量調査」の実施 

市内 26か所で歩行者数を計測し、小規模事業者や創業予定者の立地分析等に活用する。 

【調査対象】市内商店街等 26地点 

【調査手法】計測員目視によるカウント 

【調査項目】時間帯別（10:00～18:00 の間、1時間ごと）、方向別、男女別 

【調査回数】年 1回（毎年 7月の第一金曜日・日曜日） 
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④「主要経済指標」の取り纏め 

長崎県、長崎市をはじめ、各機関が調査している各種指標を収集・整理して取り纏めるほか、大型

店販売額について独自に調査し、結果を公表する。 

【調査項目】長崎市の人口、世帯数、魚市水揚高、グラバー園入園者数、長崎空港利用状況、長崎港

貿易額、市中銀行勘定、平均家計消費支出、市内消費者物価指数、有効求職者数、倒産状況、公共

工事請負動向、建築着工状況、新設住宅着工状況、大型店販売額（独自調査）。 

【調査回数】年 12回（毎月） 

 

⑤「長崎経済概観」の発行 

長崎地域経済のアウトラインを把握し、中小企業の支援策の参考にすることを目的に、市の人口や

企業数、観光・製造・水産・商業・貿易等の金額やその推移等の各種経済指標を取り纏めた「長崎経

済概観」を発行し、公表する。 

【調査項目】長崎市の人口、企業数、観光・製造・水産・商業・貿易等の金額、推移等。 

【調査回数】年 1回 

 

（３）成果の活用 

地域経済分析システム（RESAS）を活用し、地域経済の循環や観光客の動向、人口動態等を把握・

情報を共有することで、地域のニーズに合った事業展開への支援ツールとする。また、地域経済動向

に関する調査を継続的に実施、結果を会報誌（毎月 6,000 部発行）及びホームページ・SNS・メール

マガジンにて公表するとともに、所内の研修にて経営指導員等と共有し、経営発達支援に有効に活用

する。 

 

（４）目標 

支援内容 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

①活用及び結果の公表 － 1回 1回 1回 1回 1回 

②実施及び結果の公表 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

③実施及び結果の公表 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

④実施及び結果の公表 12回 12回 12回 12回 12回 12回 

⑤冊子の発行及び公表 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 
 

（１） 現状と課題 

［現状］補助金申請や資金調達ニーズ等を通じた個別企業の経営上の具体的課題に対し、各事業者の

強み・弱みの把握や定量的な分析を実施し、事業計画策定に取り組んでいる。 

［課題］これまでも経営分析を実施しているものの、高度・専門的な知識が不足している部分もある

ため、外部専門家等との連携や経営分析ツールを導入するなどして、改善した上で実施する。 

 

（２）事業内容 

①各種相談ニーズを契機とした経営分析 

窓口相談・巡回訪問によって顕在化した小規模事業者の課題解決に向けた各種相談ニーズの中か

ら、意欲的な小規模事業者の掘り起こし、必要に応じて専門家と連携を図りながら経営分析を行う。 

 

【対象者】小規模事業者の課題解決のための補助金（小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、

長崎市まちなか誘客補助金、長崎市事業承継補助金等）申請ニーズや資金調達ニーズ、経 
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営力強化（経営革新、経営力向上計画、先端設備等導入計画等）支援ニーズ、販路拡大ニー

ズ等の相談者の中から、意欲的で販路拡大の可能性の高い小規模事業者。 

【分析項目】貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書といった財務諸表と各種経営指標

との比較等による収益性・安全性・効率性といった定量分析や、「強み」や「課題」の

把握など SWOT分析による定性分析を行なう。 

【分析手法】クラウド型経営支援ツール「Bizミル」、経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小

機構の「経営計画つくるくん」等を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 

②事業承継診断等を通じた経営分析 

長崎県事業承継ネットワーク事務局や長崎県事業引継ぎ支援センターとの連携を強化し、事業承継

診断を実施した事業者の中から、事業承継に取り組む小規模事業者の経営分析を行う。 

併せて、長崎県が事業承継促進事業として実施する「事業価値簡易査定」等を活用することにより、

経営状況や対象事業者の「強み」や「課題」、事業価値等を把握し、専門知識を有する税理士や中小

企業診断士等と連携することで SWOT 分析等を用いた経営分析を行なう。 

 

【対象者】「事業承継診断」や「事業価値簡易査定」を実施した事業者の中から、事業承継を機に販

路拡大等に取り組む小規模事業者。 

【分析項目】貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書といった財務諸表と各種経営指標

との比較等による収益性・安全性・効率性といった定量分析や、「強み」や「課題」の

把握など SWOT分析による定性分析を行なう。 

【分析手法】クラウド型経営支援ツール「Bizミル」、経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小

機構の「経営計画つくるくん」等を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 

③各種セミナーの開催 

中小機構九州本部との連携による小売業・飲食業・サービス業、食品製造小売業などを主対象とし

た「知的資産経営（経営分析）セミナー」や、事業継続力強化支援事業の中で実施する「事業継続力

強化計画策定支援セミナー」などを通じて、対象となる小規模事業者をピックアップし、経営状況や

対象事業者の「強み」「課題」等を把握し、定量分析や、SWOT 分析などによる定性分析を行なう。 

 

・「知的資産経営（経営分析）セミナー」 

【開催回数】１回 

【募集方法】窓口相談・巡回相談を通じてセミナーへの参加者を募るほか、会報誌・メールマガジン

等を通じて、セミナーへの参加を呼び掛ける。 

【募集人数】２０名 

【分析対象者】セミナー参加者の中から、意欲的で販路拡大の可能性の高い１０社を選定する。 

【分析手法】クラウド型経営支援ツール「Bizミル」、経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小

機構の「経営計画つくるくん」等を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 

・「事業継続力強化計画策定支援セミナー」 

【開催回数】１回 

【募集方法】窓口相談・巡回相談を通じてセミナーへの参加者を募るほか、会報誌・メールマガジン

等を通じて、セミナーへの参加を呼び掛ける。 

【募集人数】２０名 

【分析対象者】セミナー参加者の中から、計画作成に意欲的な１０社を選定する。 

【分析手法】クラウド型経営支援ツール「Bizミル」、経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小

機構の「経営計画つくるくん」等を活用し、経営指導員等が分析を行う。 
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（３）成果の活用 

分析結果および課題・問題点等の情報は、当該事業者にフィードバックすることにより、自社の現

状把握および課題・問題点等の認識を促し、より実効性の高い事業計画策定のためのデータとして活

用する。併せて、「Biz ミル」を利用し、データベース化し内部共有することで、経営指導員・経営

支援員のスキルアップに活用する。 

 

（４）目標 

支援内容 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

知的資産経営（経営分析）

セミナー開催回数 

     1      1      1      1      1      1 

事業継続力強化計画策定支

援セミナー開催件数 

    0       1       1       1       1       1 

経営分析件数 200 220 220 220 240 240 
※①による経営分析件数 200件、②による経営分析件数 20件、③による経営分析件数 20件、計 240件の 

 経営分析を最終目標とする。 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

 
（１） 現状と課題 

［現状］補助金申請及び資金調達ニーズ、セミナー開催などを契機として、各事業者の強み・弱みの

把握や定量的な経営分析を行った上で事業計画策定支援を行っている。 

［課題］これまで事業計画策定を実施しているものの、「経営状況の分析」に加え、地域経済分析シ

ステム（RESAS）や「景況・経営動向調査」等の結果を踏まえ、需要を見据えた事業計画策

定支援を実施するため、セミナー開催方法を見直すなど改善した上で実施する。 

 

（２） 支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、窓口相談・巡回指導による個別支援や「事業計画策定セミナー」や「創業セ

ミナー・交流会」等の実施を通じて、３．で経営分析を行った事業者の事業計画策定のほか、長崎市

（「創業サポート長崎」）と連携し、創業支援事業者の事業計画策定を支援していく。 

策定においては、本所経営指導員が主体となり、必要に応じて専門家等と連携しながら、需要を見

据えた実現可能な事業計画の策定を行なう。 

 その際、過去の事業計画作成事例を活用し、巡回・窓口相談の際に事業計画策定の必要性を啓蒙し、 

事業計画策定の重要性を認識してもらう機会を提供することにより、策定数の増加を図る。 

 

（３） 事業内容 

①「事業計画策定セミナー・個別相談会」の開催 

事業計画策定等に関するセミナー・個別相談会を実施し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘

り起こしを行ない、事業計画策定の重要性を周知するとともに、策定にあたっての考え方や実際の策

定手法の習得を促す。併せて、セミナー後の個別フォローアップにより、継続的な事業計画策定支援

を行なう。 

 

・「事業計画策定セミナー・個別相談会」 

【開催回数】１回 

【募集方法】経営分析を行った事業者を対象にセミナーへの参加者を募る。  

窓口相談・巡回相談を通じてセミナーへの参加者を募るほか、会報誌・メールマガジン 
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等を通じて、セミナーへの参加を呼び掛ける。 

【募集人数】２０社／回 

【内  容】事業計画策定に精通した中小企業診断士・税理士等の専門家を講師に、事業計画策定

の考え方をはじめ、計画策定記載項目ごとに具体的なワークを取り入れ、事業計画の

策定を目指す。併せて、地域経済分析システム（RESAS）や「景況・経営動向調査」等 

の結果を提供し、地域経済の循環や観光客の動向、人口動態等を把握した上で、需要

を見据え、地域のニーズに合った事業計画策定につなげていく。 

【手段手法】セミナー受講者に対し、経営指導員が担当制で張り付き、専門家等と連携しながら確

実に事業計画の策定につなげていく。 

 

②窓口相談等による各種相談ニーズを契機とした支援 

３．で経営分析を行った事業者に対し、参考となる事業計画作成事例等を示しながら事業計画策定

を促すとともに、窓口相談・巡回指導を通じ、事業の持続的な発展のための事業計画策定支援を行な

う。 

併せて、それらの事業計画をベースに、必要に応じて専門家と連携して各種補助金申請、資金調達、

経営力強化（経営革新、経営力向上計画、先端設備導入計画等）を支援していく。 

 

③事業承継を契機とした支援 

長崎県事業承継ネットワーク事務局や長崎県事業引継ぎ支援センターと連携し、事業承継診断、経

営分析等を実施した事業者の中から、事業承継を機に意欲的な経営に取り組む小規模事業者に対し、

事業計画策定を支援する。 

策定にあたっては、事業者や家族のほか、従業員が後継者となる場合はその者の意見も十分取り入

れ、実現可能な事業計画策定について、専門家等と連携を図りながら伴走型で支援する。 

 

④創業支援を契機とした支援 

創業希望者に対し、長崎市の「創業サポート長崎」と連携を図りながら、「創業者広報活動支援補

助金」などの施策を活用し、個別に創業計画策定支援を行なう。また、日本政策金融公庫長崎支店と

の共催により、小売・飲食・サービス業に特化した「創業セミナー・交流会」を開催する。これによ

り、創業希望者の創業に係る基礎的な知識向上を図り、創業計画の策定支援を行なうとともに、創業

予定者同士のネットワーク構築を図る。 

 

・「創業セミナー・交流会」 

【開催回数】１回 

【募集方法】窓口相談・巡回相談を通じて、セミナーへの参加者を募る。 

      会報誌・メールマガジン等を通じて、セミナーへの参加を呼び掛ける。 

【募集人数】４０名 

【内  容】産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」の内容を踏まえ、創業に必要な経営、

財務、販路拡大、人材育成に係る知識習得を目指し、創業計画書の策定を目指す。 

併せて、地域経済分析システム（RESAS）や「景況・経営動向調査」等の結果を提供し、

地域経済の循環や観光客の動向、人口動態等を把握した上で、需要を見据え、地域のニ

ーズに合った事業計画策定につなげていく。 

【手段方法】セミナー受講者に対し、経営指導員が担当制で張り付き、専門家等と連携しながら、

受講者のうち半数にあたる２０件の創業計画書の策定を目指す。 
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（４） 目標 

支援内容 現行 2年度 

 

3年度 4年度 5年度 6年度 

事業計画策定件数 110件 110件 110件 110件 120件 120件 

  ※①による事業計画策定事業者数 20件、②による事業計画策定事業者数 70件、③による事業計画策定事業 

者数 10件、➃による事業計画策定事業者数 20件、計 120件の事業計画策定を最終目標とする。 

 

 

５．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］事業計画策定を支援した事業者に対し、資金調達支援後の事後指導や補助金申請後のフォロ

ーアップなど、必要に応じて窓口・巡回指導を行っている。 

［課題］これまで実施しているものの、フォローアップ事業者数およびフォローアップ回数を管理す

るツールを導入するとともに、定期的な訪問回数を設定するなど、改善した上で実施する。 

 

（２）事業内容 

４．で事業計画策定を支援した小規模事業者に対し、事業計画の実施支援を行なう。 

実施支援にあたっては、新たに「Bizミル」等を活用し、フォローアップ事業者数およびフォロー

アップ回数の管理を行うとともに、定期的なフォローアップにより事業計画の実施状況を把握、所内

において情報共有・検討を行ない、事業者へフィードバックするとともに計画実施に必要な資金調達

支援・補助金等の申請支援、別項に掲げる売上拡大・販路拡大支援などを行なう。 

事業計画策定支援を行なった小規模事業者へのフォローアップについては、原則 3ヶ月に 1回とい

う目標を設定する 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とを見極めた上で、フォローア

ップ頻度を設定する。ただし、事業者からの申出等により、臨機応変に対応する。 

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、法定経

営指導員の助言や外部専門家派遣によるアドバイスなどを取り入れ、当該ズレの発生要因および今後

の対応方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 2年度 

 

3年度 4年度 5年度 6年度 

フォローアップ対象事業者数 110社 110社 110社 110社 120社 120社 

頻度（延回数） ― 360回 480回 480回 480回 480回 

売上増加事業者数 ― 40社 40社 50社 50社 60社 

粗利益率増加事業者数 ― 40社 40社 50社 50社 60社 
   ※2年度のフォローアップ頻度については、対象事業者のうち約半数の事業者を下半期からフォローアップ 

していくと仮定し、割り出した数値。3年度以降は、年度当初よりフォローアップすると仮定。 

 

 

６．需要動向調査に関すること 
 

（１）現状と課題 

［現状］２年前までは地元シンクタンクに業務委託し、販路開拓を希望する食品製造業者１０社程度

／年を長崎県内および九州圏のバイヤーごとに商品アドバイス会を行い、結果を事業者にフ

ィードバックした。今年度からは長崎市地域商社との商品アドバイス会を実施している。 
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また、他団体が行う商談会等の情報を随時提供している。 

［課題］全国に展開できるポテンシャルを秘めた商品・素材が多くあると思われるものの、掘り起し

や磨き上げが十分ではない。２０２１年１１月に開業予定の交流拠点施設「出島メッセ長崎」

や２０２２年度に開業予定である「九州新幹線西九州ルート」など、今後の交流人口拡大に

向けた新たな商品開発が進んでいない。併せて、長崎市地域商社との更なる連携の推進。 

 

（２）事業内容 

①専門コーディネーターによる商品開発等支援 

新商品開発や販路拡大に意欲のある食品製造業等の小規模事業者を対象に、商品開発や販路拡大の

スキルを持つ専門コーディネーターを派遣。各事業者に応じた支援カリキュラムを作成し、専門コー

ディネーター及び本所経営指導員等による伴走型支援を実施する。 

【実施方法】専門コーディネーター及び経営指導員等による個別対応 

【支援対象者】管内の食品製造業者等１０社程度 

【アドバイス項目】パッケージデザイン、価格設定、販売チャネル、販売方法（POP・ディスプレイ）  

         等 

  ※専門コーディネーターについて…産地直売所の店長の経験を持ち、消費者ニーズや食品製造業を

はじめとする小規模事業者の状況に精通している。また、九州各地の農家や漁業者、産地直売所

などとのネットワークを持つ。これまでの経験を活かしたアドバイスや他事業者との連携による

新商品開発が期待できる。 

 

②「地域商社」を活用した商品開発等支援 

長崎市の「地域商社育成支援事業」にて販路開拓等支援の地域商社事業に取り組む企業と商品開発

アドバイス会を拡大実施し、域外に進出するためのヒントを提供する。また、地域商社と経営指導員

等が連携して商品のブラッシュアップ等を進める。 

【実施方法】長崎市地域商社２社との個別面談方式（１社につき３０分程度） 

【アドバイス項目】価格、原材料、地域資源の活用、納期、生産ロット等 

【開催回数】年２回 

 

③「販路拡大意向調査」の実施 

地元の食品および工芸品等の製造業者をリストアップし、アンケートにより個社ごとの販路拡大の

方向性（域内・県外・全国・海外）を把握する。併せて、把握した情報に対し、行政機関および関連

団体等が行う百貨店、流通業等のバイヤーを招聘した個別面談会等の機会の情報を提供する。 

【調査手法】郵送にて送付。 

【調査対象】管内小規模事業者（食品・工芸品製造業等）約１６０社 

【調査項目】販路拡大を希望する地域（域内・県外・全国・海外）、希望する支援内容等 

【調査回数】年１回 

【情報提供方法】郵送、Ｅメール、電話等により情報を提供する。 

【情報提供回数】年４回程度 

 

（３）目標 

  支援内容 現行 2年度 

 

3年度 4年度 5年度 6年度 

①アドバイスを行う事業者

数 

5社 5社 5社 5社 5社 5社 

②参加企業数 5社 10社 10社 10社 10社 10社 

③調査の実施 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

③情報提供の回数 4回 4回 4回 4回 4回 4回 
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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］地元土産品店および地域商社、福岡県の食品スーパーとの商談会を実施しているほか、地元

および県外においてマーケティング調査を兼ねた即売会を実施するとともに、幕張メッセで

行われるスーパーマーケットトレードショーへの出展をサポートしている。 

［課題］九州圏内を対象とした販路拡大を希望する事業者が増えてきており、商談の機会等をより多

く設ける必要がある。 

 

（２）事業内容 

①福岡市内にて展示即売会の実施 

九州圏内へ進出する事業所に対し、九州一の都市である福岡市の駅前広場等において、展示即売会

を行う。自社だけでは実施することができないが、当所が企画・実施することで福岡市にて販売する

ことができ、売上拡大を図るとともに、県外進出の足掛かりを作る。 

【実施方法】個別ブース方式による展示即売 

【支援対象者】管内の食品製造業者等８社程度 

【実施回数】年１回 

 ※JR 博多駅について…九州で最も乗降客数が多い（30.1 万人／日）。昨年度は博多口（通行客；休

日 18.5 万人／日）の小規模イベントスペースにて実施。 

 

②地元土産品店との商談会の実施 

長崎市は年間７００万人以上が訪れる全国屈指の観光都市であることから、観光客をターゲットと

した商品を製造する事業者と地元土産品販売店とのマッチングを行う。 

【実施方法】地元土産品店バイヤー１０社程度との個別面談方式（１社につき３０分程度） 

【支援対象者】管内の土産品製造業者等１０社程度 

【実施回数】年１回 

 

③長崎市内にて展示即売会の実施 

地元客および観光客をターゲットとする事業所に対し、長崎市内の人通りが多い商店街や駅前広場

等において、伴走型支援にて作り出された新商品や、自店でしか販売されていない商品等を扱う事業

者を集め、展示即売会を行い、売上拡大を図る。 

【実施方法】個別ブース方式による展示即売 

【支援対象者】管内の食品製造業者等２０社程度 

【実施回数】年１回 

 ※JR長崎駅について…乗降客数 2.5 万人／日、隣接する駅ビル（アミュプラザ長崎）の年間入館者

3.2 万人／日。昨年度はイベントスペースであるかもめ広場で実施している。同広場は年間を通

してイベント等が実施されており、市民・観光客を問わず利用されている。 

 

④全国規模商談会への出展支援 

全国進出を図る事業所に対し、長崎県や中小企業団体中央会等と連携し、スーパーマーケットトレ

ードショーなどの大規模商談会に出展できる機会を設ける。併せて、専門家派遣等を活用し、ディス

プレイや商談の進め方などの伴走型支援も行うことで、効果的な商談を促す。 

※スーパーマーケットトレードショー…来場者数約 8.8万人、出展者数約 3,500小間。スーパーマ

ーケットを中心とした小売業をはじめ、卸・商社、中食、外食、海外などから多数のバイヤーが

来場し、出展者の新たな販路やビジネスチャンスにつながる場として 53回の開催実績がある。 

【実施方法】個別ブース方式による展示及び商談 
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【支援対象者】管内の食品製造業者等３社程度 

【実施回数】年１回 

 

⑤マスメディアを活用した販路拡大支援 

  本所の支援により商品化された新商品やブラッシュアップされた商品など、長崎の地域資源を活か

した商品について、地元での認知度向上や販路拡大及び売上向上に結び付けるため、地元ラジオ番組

等を活用したＰＲ事業を行なう。 

【実施方法】専門コーディネーターによる指導のもと、対象事業者の選定および放送内容を検討する。 

【支援対象者】管内の食品製造業者等５社程度 

【実施回数】年５回 

 

⑥販路拡大セミナーの開催 

  新たな販路や商談ノウハウなどを求める小規模事業者に対し、販売促進の専門家等を講師としたセ

ミナーを開催し、商談シートの作成方法や商談の進め方等について解説し、商談成約率の向上を図

る。 

【開催回数】年１回 

【募集方法】窓口相談・巡回相談を通じて、セミナーへの参加者を募る。併せて、会報誌・メールマ

ガジン等を通じて、セミナーへの参加を呼び掛ける。 

【募集人数】３０名 

 

（３）目標 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

８．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 

［現状］長崎商工会議所、長崎経済同友会、長崎県経営者協会、長崎青年会議所、長崎県、長崎市、

長崎大学の産学官で構成する「長崎サミットプロジェクト」おいて「造船」「観光」「水産」

「教育」の 4分野を柱として各種プロジェクトを推進しており、各構成機関のトップによる

「長崎サミット」や「長崎都市経営戦略推進会議」等において、本所は中核的役割を果たし

ながら地域活性化に努めている。 

観光の振興については、長崎県、長崎市、関係機関等と連携し、インバウンド対策や観光消

項目 現行 2年度 

 

3年度 4年度 5年度 6年度 

①出展社数 4社 8社 8社 8社 8社 8社 

①売上額／社（1日間） 8万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

②参加社数 10社 10社 10社 10社 10社 10社 

②商談成立件数 5件 5件 5件 5件 5件 5件 

③出展社数 20社 20社 20社 20社 20社 20社 

③売上額／社（2日間） 12万円 15万円 15万円 15万円 15万円 15万円 

④参加社数 3社 3社 3社 3社 3社 3社 

④商談成立件数／社 3件 3件 3件 3件 3件 3件 

⑤マスメディア活用回数 － 5回 5回 5回 5回 5回 

⑥セミナー開催回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 
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費の拡大に努めている他、長崎歴史文化観光検定の実施、長崎夜景プロモーション実行委員

会を中心に夜景観光の情報発信や魅力向上に取り組んでいる。まちづくりの推進について

は、長崎市中心市街地活性化協議会の事務局を運営し、長崎市中心市街地活性化基本計画な

どについて協議する等して中心市街地活性化の推進に取り組んでいる。 

また、商業の振興については長崎市商店街連合会（事務局：本所）と連携し、商店街アドバ

イザー派遣事業や商店街情報発信補助事業等により商店街の振興に取り組んでいるほか、長

崎工業会（事務局：本所）と連携し地元の高校を対象に地場企業見学会や意見交換会を開催

している。 

［課題］「観光」等の基幹産業の振興、中心市街地の活性化、地元企業の人材確保・定着、基幹産業 

に従事する産業人材の育成に向けた取り組みの強化。 

 

（２）事業内容 

①長崎都市経営戦略推進プロジェクト（長崎サミット）への参画（年 10回）  

長崎商工会議所、長崎経済同友会、長崎県経営者協会、長崎青年会議所、長崎県、長崎市、長崎大

学の産学官で組成する「長崎都市経営戦略推進会議」を月 2回程度開催し、会議において、長崎地域

の人口減少対策・地域浮揚について検討し、各団体と連携して取り組んでいく。 

 

②中心市街地活性化協議会の開催（年 2回） 

長崎市中心市街地活性化基本計画に基づく都市機能の増進と賑わい創出等に向け、まちづくり会社

や地元商店街、交通事業者、地権者等で構成する中心市街地活性化協議会の運営を通じて 2期目の同

基本計画策定とその後の計画実施について長崎市に協力する。 

 

③長崎夜景プロモーション実行委員会の開催（年 2回） 

 長崎市、長崎都市経営戦略推進会議、長崎商工会議所、長崎商工会議所青年部、長崎国際観光コン

ベンション協会、(一財)長崎ロープウェイ・水族館、民間企業（6社）で組成する委員会を開催し、

夜景の魅力向上に向け、オフィスや住宅等のカーテンを開け夜間の光量を増やす「光のおもてなし」

事業を官民一体で取り組むほか、葉加瀬太郎氏へ依頼して作成した長崎夜景のテーマ曲「長崎夜曲」

による夜景の情報発信・普及活動を行う。 

 

④長崎歴史文化観光検定（長崎検定）の実施（年 1回） 

観光客へのホスピタリティ向上策として、長崎商工会議所が実施している「長崎歴史文化観光検定」

の資格取得を、対策講座の開催などを通じて観光関連事業者を対象に勧奨する等して関連事業者従業

員の人材育成支援を行なう。 

 

⑤地元工業高校・商業高校等との意見交換会（年 2回） 

  特に若者の転出が多い長崎市においては、転出の理由として地元企業の事業内容や地域貢献などの

情報が若年者に伝わっていないことが原因の一つであると考えられている。 

  本所では関連部会役員や関連団体と地元工業高校や商業高校との意見交換会を行うことで、若年者

や高校のニーズを探るとともに、地元企業への理解を深めてもらうような取り組みを実施すること

で、地元定着促進を図っている。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

  

９．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 

 
（１） 現状と課題 
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［現状］各種研修会等を通じて、他地区商工会議所や商工会等の経営指導員・経営支援員との連携・

情報交換を密に行っており、金融機関や行政機関等とも各種会議や長崎県事業承継ネットワ

ークなどの事業を通じて、円滑な連携体制を築いている。 

［課題］更なる連携体制の強化 

 

 

（２） 事業内容 

①他地区商工会議所等支援機関との連携による支援ノウハウ等の情報交換（年８回） 

・日本商工会議所や中小機構等が経営指導員・経営支援員など支援機関の担当者を対象とする各種

研修会等において、他地区の先進的な支援ノウハウ、支援の現状、支援事例などについて情報交

換を行なう。商工会議所の経営指導員をはじめとした支援機関担当者は、各々支援事例を有して

おり、数多く情報交換を行なうことで、事業者の規模、業種、外部環境、目指す市場など多様な

ケースでの支援手法のノウハウを得ることができ、それらを蓄積することであらゆる小規模事業

者の支援ニーズに応えることが可能となる。（年６回） 

・県内商工会議所中小企業相談所長が集まる「中小企業相談所長会議」において、経営発達支援事

業に関する情報交換の時間を新設し、支援ノウハウ、支援の現状等について情報交換を行ない、

支援手法等の向上に努める。（年２回） 

 

②金融機関との連携による支援ノウハウ等の情報交換（年８回） 

・長崎県が開催している「経営安定対策会議」（日本銀行長崎支店、日本政策金融公庫長崎支店、

商工中金長崎支店、地方銀行、長崎県信用保証協会、長崎県商工会連合会、長崎県中小企業団体

中央会などで構成）への参加。（年６回） 

・日本政策金融公庫が開催する「推薦団体連絡協議会」（日本政策金融公庫長崎支店国民生活事業、

諫早商工会議所、大村商工会議所、福江商工会議所、島原商工会議所が参画）への参加。（年１

回） 

・長崎県信用保証協会が実施する「がんばる長崎中小企業経営支援ネットワーク会議」（県内地方

銀行各行、県内各信用金庫、長崎県信用組合協会、商工中金長崎支店、長崎県商工会連合会、長

崎県中小企業再生支援協議会、長崎県信用保証協会などで構成）への参加。（年１回） 

・上記会議等への参画を通じて、地方銀行、政府系金融機関、信用保証協会との連携により、金融

機関目線での域内小規模事業者の経営動向や各関連機関の小規模事業者支援の実態等について

情報交換を行なうとともに、融資制度等に関する最新の情報を得る取組みを行なう。 

・資金調達は事業計画策定などを通して経営発達を目指す小規模事業者にとって、計画実行のため

の重要なツールであることから、支援を実施する経営指導員・経営支援員にとっては融資制度の

詳細や申込み要領、金融機関の貸し出しスタンス等について情報を得ておくことは重要であり、

こうした情報を備えておくことでスムーズな資金調達支援が可能となる。 

 

③販路拡大支援を行なう機関との連携による支援ノウハウ等の情報交換（年２回） 

・長崎県、長崎市、長崎県商工会連合会、長崎県中小企業団体中央会や他地区の商工会議所など商

談会の実施や展示会への出展支援を行なっている支援機関と連携し、それぞれの支援機関が対象

としている事業者、市場や支援内容に関する情報交換・共有を行なうことで、域外への販路拡大

を目指す小規模事業者に対し、より的確な支援策や商談会などを紹介することが可能となる。（年

１回） 

・海外展開に関しては、所内にノウハウの蓄積が少ないことから、地域の小規模事業者の海外展開

ニーズや海外展開に関する具体的な手法など専門的知見を有する日本貿易振興機構(JETRO)長崎

貿易情報センターとの連携を今後さらに深め、情報交換・共有により、海外展開を目指す小規模

事業者支援のノウハウ蓄積に努める。（年１回） 

 



１７ 
 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

（１） 現状と課題 

［現状］経営指導員・経営支援員については、定期的な研修会への参加やＯＪＴの実施等により、資

質向上に取り組んでいる。 

［課題］支援実績やノウハウ等を共有する仕組みや、一般職員を含めた支援能力の向上を促す取り組 

みが不足している。 

 

（２） 事業内容 

①外部専門研修の積極的活用 

長崎県商工会連合会との共同開催研修、日本商工会議所主催の研修への参加に加え、特に経営分析

力や事業計画策定支援能力、創業支援スキル等の向上に努めるため、中小企業大学校が主催する専門

研修（「経営・財務分析力向上研修」や「事業計画・経営改善計画策定支援研修」、「伴走型支援研修」）

などに、経営指導員・経営支援員が年間１回以上参加することで、支援能力の向上を図る。 

 

②職員間の定期ミーティングの開催 

所内の経営指導員・経営支援員による定期的なミーティングを月１回（年１２回）開催することに

より、経営指導員・経営支援員個々の資質向上にも役立てる。その際、一般職員への参加を促し、経

営指導員・経営支援員が実際に行なっている伴走型支援の事例を相互に報告・助言することで、所内

の総合力による支援内容充実・高度化を図る。 

  

③経営支援ノウハウの蓄積・向上 

所内の経営指導員・経営支援員・一般職員に対し、中小企業診断士等の資格取得を勧奨、該当する

研修等への参加を通して経営支援のノウハウ蓄積を図る（令和元年 8月現在、中小企業診断士資格取

得者 2名、中小企業診断士試験一次試験科目合格者 2名、社会保険労務士資格取得者 4名）。 

併せて、専門家派遣制度を活用し小規模事業者支援にあたる際は、必ず経営指導員もしくは経営支

援員が帯同し、小規模事業者支援の現場で指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴによる

伴走型支援能力の向上を図る。 

 
④データベース化 

経営指導員・経営支援員が「Bizミル」等の基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支

援中の小規模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の職員でも一定

レベル以上の対応ができるようにする。 

 

 

１１．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］行政関係者（長崎県・長崎市）、外部有識者（中小企業診断士、大学教授）などにより構成

する「経営発達支援事業評価委員会」を設置しており、半期ごとに委員会を開催し、事業の

実施状況およ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評価報告を行なう

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。 

［課題］事業全体を推進・管理していく中核人材の育成が課題である。 

 

（２）事業内容 

本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、法定経営指導員が中心となり、毎年度以下の方
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法により評価・検証を行う。 

 

①行政関係者（長崎県・長崎市）、外部有識者として中小企業診断士、大学教授などにより構成する

「経営発達支援事業評価委員会」を設置する。 

②「経営発達支援事業評価委員会」を半期ごとに開催し、事務局より、事業の実施状況および計画に

掲げている数値目標の達成度等の成果についての評価報告を行なうとともに、見直し案を提示する。

（年２回） 

③「経営発達支援事業評価委員会」において、評価・見直しの方針を決定する。 

④事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会議へ報告し、承認を受ける。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果を長崎商工会議所ホームページ（https://nagasakicci.jp/）で

公開し、計画期間中閲覧可能とする。 

⑥事業の評価・見直しの方針を次年度の計画の取組に反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

https://nagasakicci.jp/
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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 

（令和元年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） 

 

長崎商工会議所の組織体制は、２７名の職員で下記組織図のとおりである。 

経営発達支援計画の目標達成に向け、組織内の情報共有、連携を図る。 

経営発達支援事業の推進については、中小企業振興部、業務部に所属する１２名の職員（経営指導

員１２名）で対応し、経営支援員等は補助的業務を行う。 

なお、法定経営指導員３名を中心に、中小企業振興部経営支援課に所属する職員２名（経営指導員

２名）が進捗管理などの役割を担当する。 

   

 ＜経営発達支援事業の実施体制＞ 

  経営指導員  １２名（法定経営指導員３名含む） 

  経営支援員   ５名 

  一般職員   １０名（再雇用嘱託１名含む） 

※総 数   ２７名 

 

  ※組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専務理事 

理事兼事務局長

 

総務部 業務部 中小企業振興部

 

商工振興課 経営支援課 

法定経営指導員 1 名 

経営指導員 2 名 

経営支援員 2 名 

一般職員 1 名 

臨時職員 1 名 

法定経営指導員 1 名 

経営指導員 3 名 

経営支援員 1 名 

業務課 財務会員課 総務企画課 

経営指導員 2 名 

経営支援員 2 名 

 
（１名） 

部長 1 名 
（経営指導員 1 名） 

部長 1 名 
（経営指導員 1 名） 
次長 1 名 
（法定経営指導員 1 名） 

部長 1 名 
（一般職員 1 名） 

 
（１名） 

長崎市商工部 

産業雇用政策課 

一般職員 3 名 一般職員 5 名 
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（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当該経営指導員の氏名、連絡先 

■氏  名：松本和俊、濵﨑亮次、植村輝宏 

  ■連絡先：長崎商工会議所 TEL.０９５－８２２－０１１１ 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

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。 

 

（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 

長崎商工会議所中小企業振興部 経営支援課 

 

住  所   ；〒850-8541 長崎県長崎市桜町 4番 1号長崎商工会館２階         

電話番号   ；０９５－８２２－０１１１ 

FAX 番号   ；０９５－８２５－１４９０ 

ホームページ ；https://nagasakicci.jp/ 

E-Mail    ；sodan@nagasaki-cci.or.jp 

 

②関係市町村 

長崎市商工部 産業雇用政策課  

 

住  所   ；〒850-8685長崎県長崎市桜町 4番 1号長崎商工会館４階         

電話番号   ；０９５－８２９－１３１３ 

FAX 番号   ；０９５－８２９－１１５１ 

ホームページ ； http://www.city.nagasaki.lg.jp/ 

E-Mail    ；sangyo@city.nagasaki.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sodan@nagasaki-cci.or.jp
mailto:sangyo@city.nagasaki.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） 

 
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

必要な資金の額 133,070 133,070 133,070 133,070 133,070 

 

【経営分析・事業計

画の策定支援】 

【伴走型支援】 

 

【経済動向調査】 

 

【地域活性化事業】 

127,170 

      

4,600 

 

200 

 

1,100 

 

127,170 

      

4,600 

 

200 

 

1,100 

 

127,170 

      

4,600 

 

200 

 

1,100 

 

127,170 

      

4,600 

 

200 

 

1,100 

127,170 

      

4,600 

 

200 

 

1,100 

 

（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（会議所自主財源）、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、 

参加者負担金（受講料、受験料等） 

 

 

 

 

（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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