
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 玉名市商工会 

実施期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日 

目  標 

これまでの当会の取り組んできた「全国展開支援事業」「経営力強化支援事業」

「玉名市商工会地域活性化事業」等をはじめとした地域活性化事業と商工業振

興を踏まえて、市内の商工業が抱える課題に対策を講じる。 

当会は小規模事業者支援機関としての役割を踏まえ、地域内小規模事業者の

安定的な成長が地域経済の発展に不可欠であることを認識し、地域内における

小規模事業者の中長期的な振興を図るため、地域内における小規模事業者の中

長期的な振興を目指目標及びそれを達成するための方針を以下の如く設定す

る。 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

当事業において、地域の小規模事業者の抱える経営課題解決を支援するため、

地域密着で経営の現場に適応した事業目標として以下の目標を設定する。 

（１）生活支援型産業の育成 

・農業・漁業者との連携による農商工連携・６次産業化支援等による食品加

工・飲食・小売業などの食関連産業の振興支援、  

・後継者が多い建設業の事業承継や住宅リフォーム・定住化工事等建設関連

共同受注及び第２創業などの支援等による経営革新化 

・買い物弱者支援事業者や福祉事業者等（４社）のコミュニテイビジネス自

立経営化支援 

（２）体験型観光のメニュ開発と観光産業の育成 

・現存施設である道の駅等施設の拠点化・連携化 

・沿岸地区・中心地・周辺市町との地理的広域連携 

・ＪＡ・漁協等の一次産業との連携によるグリーン＆ブルーツーリズムメニ

ュー開拓 

（３）リーディング・モデル企業の育成支援 

・積極的に経営革新、地域経済活性化等に取り組んでいる小規模事業者の地

域でのリーディング・モデル企業の育成支援 

（４）関連団体等との連携の強化 

・玉名商工会議所及び近隣商工会との商工団体地域内連携 

・地域ＪＡ・漁協、玉名市、熊本県など地域内連携 

・産業振興のみでなく、農水産業振興、福祉、教育、スポーツ、環境、コミ

ュニティ、防災など多様な行政施策・部門との連携することによりコミュ

ニテイビジネスの創出 

連 絡 先 

玉名市商工会 本所 

住所 熊本県玉名市岱明町浜田１０５ 

電話０９６８（５７）０３２３ ファックス０９６８（５７）２７５４ 

e-mail:taimei@lime.oce.ne.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．玉名市の概要 

１）人口の推移と現状 

玉名市は旧玉名市と岱明町・横島町・天水町の１市３町が１０年前に合併し、これま

での１０年で毎年５００名程度の人口が減少しており、合併当初７２千人が平成２６

年６７千人と１０年間で７％減少している。特に２０代から３０代の人口が著しい。 

商工会エリアの岱明・横島・天水の３町は、玉名市全体に対する割合は 38％を占め、

減少傾向は玉名市全体と同様である。（玉名市から資料提供） 

  平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

人口総数 70,049 69,587 68,835 68,410 67,644

商工会ｴﾘｱ 25,481 26,200 26,102 25,919 25,678

 

２）出生率と高齢化率 

玉名市の出生率と高齢化率をみると、高齢化が進んでおり全国平均、熊本県平均と比

べると以下の表による。 

(玉名市から資料提供)（出生率：玉名市は平均のデータ） 

  平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

出生率 

全国 1.39 1.41 1.43 1.42   

熊本県 1.62 1.62 1.65 1.67   

玉名市 1.56 （平均のデータ） 

高齢化率 

全国 23.3 24.1 25.1 26.0 

熊本県 25.8 26.5 27.2 28.1 

玉名市 29.2 30.1 30.7 31.7 32.2

総人口 70,049 69,587 68,835 68,410 67,644

 

２．玉名市の産業の現状 

１）産業構造・産業特性 

平成２１年経済センサス基礎調査によると、玉名市商工会エリアの産業別構成は、卸

小売業３３．６％、建設業１９．７％が多く、次いで生活関連サービス業１２％、医

療・福祉４．４％、サービス業２３．７％、製造業６．６％となっている。 

玉名市全体での商工会エリアの割合は、農林漁業５５％、建設業５０％、製造業３６．
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８％、運輸業３６．３％、卸小売業２９．１％、宿泊飲食１２．５％、医療福祉３２．

３％、複合サービス業３６．１％で、農林漁業、建設業の割合が高い。 

（玉名市商工会エリア３町の状況）：事業者数、小規模事業者数は平成１８事業所統計より

売上高、従業者数：平成２４年度から平成２８年度第１次玉名市総合計画より 

 商業 

サービス業 
製造業 建設業 観光業 その他 商工業合計 農水産業 

事業者数 419 48 144 36 85 732 2,959

小規模事業者数 308 40 144 36 85 613 

売上高(百万円) 179,092 115,073 9,123 1,374 22,465 327,127 
8,490 農業

226 水産業

就業者数 2,745 2,187 1,085 303 659 6,979 
3,949 農業

203 水産業

 

玉名市の業種別事業所数（平成２１年経済センサス） 

  
玉名市全 旧３町 

事業所数 構成 事業所数 構成 

 

非農林漁業（下記総数） 2,720 815  

鉱業・採石業・砂利採取業 5 0.2 0 0

建設業 284 11.6 144 19.7

製造業 144 5.9 48 6.6

電気・ガス・熱供給・水道業 3 0.1 1 0.1

情報通信 15 0.6 3 0.4

運輸業・郵便業 57 2.3 21 2.9

卸小売業 844 34.4 246 33.6

金融保険業 60 2.4 15 2.0

不動産物品賃貸業 122 5.0 30 4.1

学術研究・技術サービス 70 2.9 15 2.0

宿泊業，飲食サービス業 288 11.7 36 4.9

生活関連サービス業， 306 12.5 87 11.9

教育，学習支援業 75 22 商工業者から除外

医療，福祉 189 61 商工業者から除外

複合サービス事業 36 1.5 13 1.8

サービス業 222 9.0 73 10.0
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２）商工会・会員数の推移と現状 

現在の商工会員数３８１は、近年廃業による脱退者が多く年々減少し、現在の商工会

エリアの事業者数７３２に対し、組織率５２．０％となっている。 

企業数の構成比は、建設業が２９％、小売業２４％、サービス業１６％となっている。

売上高については、会員情報調査が未整備のために把握することができていない現況

である。 

年度 会員 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食 
宿泊業 サービス業 その他 定款

会員 

平成 27 381 112 32 27 93 19 60 32 6
26 395 113 32 29 96 19 66 34 6
25 403 117 33 27 99 20 66 35 6
24 408 121 36 28 102 20 61 34 6
23 421 130 36 28 108 19 62 32 6
22 432 131 38 28 112 19 67 31 6
21 429 126 36 30 112 18 72 29 6
20 438 123 35 34 120 21 78 21 6
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会エリアの業種別事業所
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３）小規模事業者の現状 

現在の商工会エリアの事業者数７３２に対し、小規模事業者数は６１３で８３．７％

を占めている。多い業種の卸小売業者、建設業、観光サービス業者の状況は以下のと

おりである。 

卸小売業者については、道路網の整備や交通手段の大きな変化、郊外型大型店の出店、

多様な消費者ニーズへの鈍化な対応などで年々売上の減少、後継者不在により衰退傾

向が進むばかりである。しかし、多様な消費者ニーズに応えローコストで店舗展開す

る小売店もあり地域からの期待度が高い。 

建設業では、従業員の高齢化による労働力不足や小規模零細な事業者で公共工事が主

体で通年を通しての受注にばらつきがある。その中にあって、他業種に比べ後継者が

多く存在し、経営意欲が高い事業者は、経営持続化補助金の申請をするなど販路の拡

大や新たな営業スタイルの構築に向け努力している。 

商工会エリアの産業別構成では建設業は、卸小売業に次いで多く１８％を占めている

ものの小規模零細な事業者がほとんどである。 

しかし３町の企業形態の中で後継者が育っている唯一の業種で、特に創業２代目の土

木建築業が多く商工会青年部員の構成員の過半数である。 

観光サービス業は、地域に有名な観光資源が少ない中、事業者の設備の老朽化、接客

力の弱さなど、今までは、事業者間の連携不足など共同体としての対応不足がビジネ

スチャンスを喪失していたが、自然、産業、歴史、文化、環境をテーマに体験型観光

の開発に向け努力している。また、商工会エリア外である旧玉名市は、豊富で魅力あ

る観光資源を最大限に生かすとともに、九州新幹線全線開業を絶好の機会として、高

瀬浦川花菖蒲などの観光イベントへの誘客を図るために関西以西をターゲットに誘客

をする広域的観光策を展開するほか、国際観光も視野に入れ関係機関との連携による

振興策を展開している。 

農業関連業としては、青果物だけの出荷額は年商１億３千万円程であった農業者が６

次産業化を進め、加工メーカーとして商品開発、販路開拓、青果物の生産方法の改善

を図り、売上の伸びと経費の削減の努力により利益率の上昇と利益の拡大、雇用の維

持と従業員５人増員をしている。商品のラインナップも食品から嗜好品まで有りアイ

テム数を増やし、商談会での提案等の取り組みにより成約数も増やしている６次産業

化取り組み農業者もある。 

 

４）創業・廃業の状況 

平成２０年に玉名市商工会が合併した後も廃業件数より開業件数が下回っている。中

でも倒産廃業の理由として業況悪化もあるが、７割以上は経営者の高齢化や後継者不

在によるものである。特に卸小売業が目立つのもこの地域の特色である。 
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（玉名市商工会独自調査） 

 平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26

創業者数 0 2 4 4 4 5 6 

廃業者数 11 22 10 15 7 9 7 

 

５）付加価値化を目指す農水産業の現状 

商工会エリアの３町は、玉名市全体の中で農業者の６０%、漁業者の５１%を占めてお

り従事者も同様な傾向にある。 

農業では、法人化した農家は家族労働の他、数十人の雇用をしている事業者も数社有

る一方、新規就労者や地域農業の一翼を担う高齢者･女性農業者に対する支援や省力化

など効率的生産の推進、販売促進のための支援が進められている。 

また、生産された農林水産物は素材のまま出荷しているものが大多数で市場の影響を

受けている現況であることより、玉名市で生産する農林水産物を生かして生産から加

工、販売までを実施する農業者の商工業事業者化を支援するため、県下でも玉名市は

いち早く推進室を設置し、６次産業推進交流会を開催するなど重点事業として展開し

ている。 

 水産業では、海苔やアサリなどの生産量の低迷が続き、漁場環境も悪化している現

状で関係各機関が連携を図りながら環境保全や干潟漁場の整備を最優先に、農産物と

同様、付加価値化を図る必要がある。 

 

３．玉名市行政の産業振興計画 

玉名市の商工業、観光業などの振興を促進するとともに、新しい産業の育成、新たな

企業の誘致により地域の活力を伸ばす産業振興計画が示され取組まれている。 

その中にあって、主にこれからの産業の振興がまちのにぎわいにつながるための施策

を推進し、地域に貢献する企業を育成・支援するとともに、安定した雇用の確保に努

め、さらに地域資源を生かした広域的な観光施策の展開など、下記の施策が推進され

ている。 

１）【製造業工業の振興】 

事業所数、従業員数ともに減少傾向にあるが、製造出荷額については、一時的な急激

な落ち込みから回復傾向にある。このような中、地域の活力維持のため優良企業の誘

致や地場企業の育成による安定した就労の場の確保に向け下記の取り組みを継続す

る。 

① 新規企業の誘致 

② 地場企業・起業家の支援 

③ 就業対策の推進 
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２）【商業の振興】 

消費者ニーズの多様化、車社会の進展による消費者行動範囲の拡大が進み商店街など

の地域型から大型店・ロードサイト店などの郊外型への傾向が強まっている。個々の

商店や商店街の魅力アップだけでなく、まちづくりとしての理念を基に、観光産業な

ど他業種や関係機関と連携、時代に応じた下記の支援に取り組む。 

① 商店街・商業者の支援 

② 就業活性化の推進 

③ 消費者の保護の強化 

 

３）【観光の振興】 

多種多様な観光資源を有し、平成２３年３月に九州新幹線新玉名駅が開業した。観光

資源や交通手段の変化に即した計画を建てていくこと。広域的な観光も視野に入れ観

光振興の核となる温泉街の活性化策を展開し豊かな自然や歴史、地域伝統の文化を生

かすなど下記の取り組みを推進する。 

① 広域観光ネットワークの推進 

② 観光情報の充実 

③ 特産・物産品の開発と販路拡大 

④ 観光資源の魅力創出 

⑤ 国際観光への対応 

 

４．玉名市商工会のこれまでの取り組み 

玉名市商工会では平成２０年の合併当初から岱明町、横島町、天水町の地域の特性を

生かした新商品開発や販売促進支援など地域の産業振興事業に取り組んできた。 

・地域資源調査事業（平成２０年度）、 

・地域商工業夢づくり応援事業・地域活性化事業（平成２１年度）、 

・地域資源∞全国展開プロジェクト玉名ふるさとブランド化事業（平成２２年度）、 

・地域商工業夢づくり応援事業・玉名ふるさとプロモーション事業（平成２３年度）、

・地域活性化事業「旬の玉名を楽しむ体験プログラム（平成２６、２７年度） 

以上の事業を実施後、次の課題や成果が明らかになった。 

 

① 玉名の特色を出した振興策について素材の掘り起こしはできたが、付加価値化や需

要開拓など将来にむけての継続的な取組ができていない。 

② 玉名のブランド化を目指した新たなロゴ、新商品の開発やパッケージの改良、開発

を進めたが継続性に欠けている。 

③ 新たな農産物の加工品、新たな販路の開拓、新たな名所の掘り起こし、異業種間の

人の交流、情報交換の場を生むことができた。 
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④ 体験型観光を通じて外貨獲得の手段や仕組み作りが解ってきた。 

 

５．玉名市産業振興の今後の課題 

上記の産業構造・産業特性、地域の強み・弱み、市の産業振興計画・施策及び商工会

のこれまでの取組などから抽出される地域の主な課題は下表の事項があげられる。 

１）地域の特性・課題の整理 

項目 地域特性等の強み・弱み 産業振興課題 

 

地

域

資

源 

 

 

 

 

地

域

資

源 

地形 

自然 

特産物 

 

 

 

文化 

 

食文化 

風土 

施設 

 

 

 

交通 

• 立地（干拓地・沿岸・丘陵・

有明海・海水浴場） 

• 柑橘類・イチゴ・トマト・

蘭など豊富な農産物 

• のり・シャコ、あさり貝な

どの固有な水産物 

• 夏目漱石（草枕）、笠智衆

等の文化資源 

• コノシロすし等固有な食

習慣 

• 産業資産：横島干拓・堤防

• Ｙボックス・郷○市・磯の

里等道の駅、物産館・直売

所の存在 

• 草枕温泉・磯の里・玉名温

泉など宿泊施設の存在 

• 新幹線開通・沿岸道路計画

・地域資源活用不足 

 

・農水産物の付加価値化 

販売力不足 

 

・農商工等産業間の連携不足 

・商工会エリア地域内の 

連携不足 

・旧玉名市との連携不足 

・観光産業振興における周辺市 

町など地域外との連携不足 

・ボランティアによる運営中心 

・観光情報発信不足 

 

産

業 

・

生

活 

農水産業 

製造業 

観光業 

生活支援 

建設業 

• 6 次産業化の取り組み 

• 体験型観光と滞在型観光

の連携 

• 観光協会、 

体験観光推進事業 

• 観光振興中心で観光産業

振興視点不足、ボランティ

アによる運営 

• 定住化促進計画、買い物弱

者の発生等コミュニティ

の弱体化 

・産業構造及び産業連関が 

不明確 

 

・地域経済活性化、 

観光産業振興など事業者への

成果が不明確 

・重点業種・事業者を 

対象とするなど 

事業振興戦略性・計画性不足 

・コミュニティの継続化困難 

・事業の継続化困難 
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• 廃業・後継者事業承継問題

事

業 

【商工会】 

工業部会

観光部会 

商業部会 

• 特産品・ご当地グルメ商品

開発等ブランド化事業取

組み 

• 商談会・直売会等販売促進

プロモーション事業取組

み 

・商工会事業で取り組んだ開発 

商品及び販促取組みのフォロ

ーアップ不足 

・商工会事業の戦略的・計画的 

取り組み不足 

・小規模事業者の課題解決の 

伴走型のこまめな支援不足 

 

２）小規模事業者の業種別課題 

① 生活関連産業の課題 

衣食住など市民の日常生活を支える主な業種分野の産業振興上の主な課題は以下の

通り。 

A)食関連産業：食品加工・飲食・小売業 

多くの小規模零細な事業者は、生活関連及び観光関連産業にかかわる地域活動

の中心的役割をはたしてきたが、特に小売業者においては、交通手段の大きな

変化、郊外型大型店の出店、多様な消費者ニーズへの対応への鈍化などで、経

営環境の変化への対応不足等で、売上の減少、後継者不在により改廃業などの

衰退傾向が進むばかりである。 

農業者の中に玉名市６次産業推進施策の支援を受け６次産業化でメーカー・販

社として商品開発や販路の拡大を行っている企業もあり、商工会としても複数

社の６次産業化に取り組む農業者・小規模事業者を支援し、リーディング企業

として成長させることで地域商社的な役割も可能になり、地域全般に経済効果

をもたらすことが可能にある。 

なお、これらの業種は「生活支援」だけでなく「観光産業振興」の両方の観点

から、来町者に対する高付加価値の提供と地元生活者に対する持続的な付加価

値提供を目指すことで売上を確保し、来街者にとって魅力ある、市民にとって

は住みやすい生活環境づくりを目指す。 

B)住関連産業：建設業 

建設業では、昨今の支援策による一次しのぎはあるものの、従業員の高齢化に

よる労働力不足や公共工事の減少傾向や通年を通しての受注にばらつきがある

ことなどから、小規模事業者にとって経営革新的取り組みの必要性が高まって

いる。 

現在、同業組合等で技術力の技能向上講習は頻繁に受講しているが、経営に必

要な事業計画や経営分析、原価管理等の研修を受ける機会は少なく脆弱である

ことが危惧され。また、３町の企業形態の中で後継者が育っている唯一の業種
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で、特に創業２代目の土木建築業が多くいることより、事業承継や第２創業、

経営革新など、当業種を重点的に支援することで関連事業者への効果の広がり

が期待出来る。 

 

３）観光関連産業の課題 

同じ市内でありながら、観光資源が少ない商工会エリアにおいて、商工会事業の新商

品開発の調査研究において体験型観光に取り組み始めているが、集客力がある観光産

業化までには至っていず、観光商品化と販売促進が課題となっている。 

多様な観光客ニーズ・観光スタイルに応えるため、県北地域や関係団体とタイアップ

し、商工会エリアの天水草枕温泉と玉名温泉や宿泊施設等を有する旧市内との連携メ

ニュー作りが課題となっている。また、歴史・文化・自然・景観・食・スポーツ・環

境など、地域ごとの特色と産業を活かした体験メニューの創出・商品化、ハードソフ

ト両面での受け入れ態勢の整備など、地域経済活性化の視点での観光関係者に限らず

各産業や各業種の団体と幅広い連携が課題である。 

さらに、観光資源不足などの外部要因の他に、観光サービス業者の設備の老朽化、接

客力の弱さ、事業者間の連携不足など小規模事業者自身及び共同体として、対応不足

がビジネスチャンスを喪失しており、当業種においても経営革新的取り組みの必要性

が高まっている。 

 

６．経営発達支援事業の目標・方針 

当会は小規模事業者支援機関としての役割を踏まえ、地域内小規模事業者の安定的な

成長が地域経済の発展に不可欠であることを認識し、地域内における小規模事業者の

中長期的な振興を図るため、地域内における小規模事業者の中長期的な振興を目指す

目標及びそれを達成するための方針を以下の如く設定する。 

 

１）事業の目標 

当事業において、地域の小規模事業者の抱える経営課題解決を支援するため、地域密

着で経営の現場に適応した事業目標として以下の目標を設定する。 

①生活支援型産業の育成 

   ・農業・漁業者との連携による農商工連携・６次産業化支援等による食品加工・

飲食・小売業などの食関連産業の振興支援、  

   ・後継者が多い建設業の事業承継や住宅リフォーム・定住化工事等建設関連共同

受注及び第２創業などの支援等による経営革新化 

   ・買い物弱者支援事業者や福祉事業者等のコミュニティビジネス自立経営化支援

②体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成 

・現存施設である道の駅等施設の拠点化・連携化 
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・沿岸地区・中心地・周辺市町との地理的広域連携 

・ＪＡ・漁協等の一次産業との連携による 

グリーン＆ブルーツーリズムメニュー開拓 

③地域のリーデイング・モデル企業の育成支援 

・積極的に経営革新、地域経済活性化等に取り組んでいる小規模事業者の地域で

のリーデイング・モデル企業の育成支援 

④関連団体等との連携の強化 

   ・玉名商工会議所及び地域ＪＡ・漁協、玉名市など等の地域内連携 

   ・近隣の商工会や観光協会・行政などとの地域外連携 

   ・産業振興のみでなく、農水産業振興、福祉、教育、スポーツ、環境、コミュニ

ティ、防災など多様な行政施策・部門との連携＞コミュニティビジネスの創出

 

２）数値目標 

①小規模事業者の経営分析、需要動向、経営計画の作成指導、助言により年間１９事

業所の伴走型支援を行う。 

②毎年２事業所の創業者を創出する。 

③新たな観光資源となりうる観光商品の毎年 1品以上の開発に取り組む。 

                                   

３）目標達成の方針 

本事業における目標を達成するため、地域の経済動向調査・需要動向調査やそれらを

踏まえた小規模事業者の経営状況の分析、それに基づく中長期的な事業計画の策定支

援、販路開拓などの事業計画の実施を支援するなど、小規模事業者の発達段階に応じ、

伴走型支援事業を講ずる取り組みの方針として以下の如く掲げる。 

①経営力の強化支援： 

・経済動向調査・需要動向調査などにより外部環境を把握する取組を通じて、小規

模事業者の経営課題と支援ニーズを明確化する。 

・創業予定者を対象にした創業、既存事業者には経営革新支援、個店支援等を通じ

て、外部環境の変化に強く、安定した成長ができるよう経営分析支援などにより

内部環境づくりを支援する。 

・新製品開発・新市場開拓・需要の開拓などを経営計画策定支援・経営計画実施支

援などにより支援する。 

・本事業における各種調査、経営分析、計画策定等の支援を通して、経営者の育成

を図る。 

②商品力の強化支援： 

・商品開発・保有商品の付加価値化及び新市場開拓等を支援する。 

③販売力の強化支援： 

・販売促進支援、販路開拓支援等を支援する。 
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④地域力の強化支援： 

・地域観光資源の発掘と発信を通じて、交流人口の拡大等を支援する。 

地域内関連団体との連携による観光振興等による地域経済活性化の支援による外

貨の獲得更には雇用の創出などを支援することにより経営発達支援事業を補完す

る。 

⑤支援力の強化： 

・事業推進の内部体制の整備や外部関係団体等との連携体制の整備及び商工会職員

の資質の向上を図り、支援の実効性を向上させる。 

併せて支援事業の客 ・客観的な評価・修正に関する仕組みづくりを行う。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

経営発達支援事業の実施期間 

（平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

一定期間ごとに行われる消費動向調査と業種別に９事業者を対象にして４半期ごとに

中小企業景況調査を実施しているものの、域内の幅広い動向を知るに至っていない現

状にある。また、最新の消費動向を知るに至っていない。 

今後は、経営指導員及び経営支援員による巡回、窓口相談、玉名市や地域金融機関と

定期的な会議等を開催することにより互いの情報交換により情報共有を図り、地域の

課題を把握する。更に業種ごとの課題抽出においては、商工会の内部組織の業種ごと

に構成される「部会」の活用を図っていく。 

 

１.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域の経済動向調査の目標、支援対象、分析内容・分析手段等は以下の通り。 

 

【目的・目標】 

広域かつ地域の経済動向を調査・分析することにより、市内外企業の経済活動の現状

を把握して実情に即した商工会事業活動を進めると共に、小規模事業者の外部経営環

境の変化等を把握し経営判断の指標とする。 

 

【調査を行う項目】 

①経済動向（世界・日本・九州・熊本県など） 

②業界景況（主に生活関連産業・観光産業など） 

③地域景況(玉名市における下記事項) 

・観光客の動向・指向 

・農水産業の６次産業化の動向 

・全体及び旧３町の産業構造と就労状況の変化・動向  

④地域小規模事業者の景況感など 

 

【支援対象】 

・生活支援及び観光関連の主な業種である製造・建設・卸売・小売・サービス業の５

産業の事業所を対象に、生産・売上および経営状況の調査を実施する。 
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【調査・分析手段】 

・地域外情報については、消費動向調査、観光統計調査、商業統計、事業者統計等の

行政や金融機関から提示される統計レポートなどを基に広域な経済動向を探る。

(新規事業追加) 

・地域内情報については、生活支援や観光の需要動向、地域市場の動向などとそれら

への供給動向などの経営実態及び地域の支援ニーズをアンケート等で調査・分析し、

把握する。                     （新規事業追加） 

・経営指導員等の巡回時にヒアリング調査票により現状の把握や課題抽出に努め、課

題解決に向けた支援策について検討を行っていく。（新規事業追加） 

 

【調査・分析内容】〔新規事業追加〕 

・業況・売上高・採算の DI(景気動向指数)を今期実績と来期予測で示すと共に、経営

上の問題点を確認する。 

・業界の動向(生産・販売・需要)、今後の見通し、地域情報などのコメントを求め、

業種毎の景気ムードや課題を確認する。 

・記帳継続指導企業へは、年１回景況調査を実施し景況を探る。 

・記帳継続指導事業者でない企業へは、年１回景況調査を行い地域の景況感を探る。 

・経営指導員が経営指標と対比し課題抽出と地域の景況動向を総合的に判断する。 

 

【活用方法】 

・調査結果はグラフ等にまとめ、調査対象事業所に今後の経営判断の材料として提供

するほか、関係機関にも配布する。また、当所ホームページで、結果を公表する。

 

【数値目標】 

 現況 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 平成1 

対象事業所数 43 76 76 76 76 76 

実施回数 0 1 1 1 1 1 

 

【実施者】 

・情報収集・調査：経営指導員及び経営支援員 

・分析：経営指導員及び専門性を必要する場合は派遣専門家活用 

 

２. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

金融斡旋や補助金事業を実施する事業者に対し特に支援してきたが、他の事業者への

取組が積極的であったとは言えなかったため、主に重点支援事業者で経営計画策定を

希望する事業者の掘り起こしを進めるなどにより、経営状況の分析支援の以下の事業

を実施する。 

項目 年度 
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経営状況分析の目標、支援対象、分析内容・分析手段等は以下の通り。 

 

【目的・目標】 

事業所ごとに所有する経営資源や経営機能及び経営実績など、経営実態の把握に努め

るとともに、必要に応じ収集した情報より、経営分析を実施し、課題抽出と支援すべ

き事を明確にし、これらの分析結果を用い適切な助言・支援を行う。 

 

【分析項目・内容】 

①記帳代行事業者の決算結果による財務上の経営動向を分析する。 

②経営資源や経営機能の強み・弱みをＳＷＯＴ分析等により明確にする。 

③競合企業との比較分析、ポジショニング分析を行い、競合環境を把握する。 

 

【支援対象企業】 

・主に経営状況の調査を実施し経営革新等の取り組みを行う、生活支援及び観光関連

の主な業種である製造・建設・卸売・小売・サービス業の５ 産業の事業者。 

・創業者又は第２創業者及び６次産業化を目指す農水業者、事業承継者。 

 

【分析手段】 

①巡回による経営状態の把握及び経営分析の実施〔既存事業改善〕 

・小規模事業所訪問巡回を経営指導員を中心に、年間を通し実施する。 

②窓口相談における経営状態の把握及び経営分析の実施〔既存事業改善〕 

・小規模事業者の各種経営相談において、経営分析が必要とされる事業所については、

積極的な経営分析実施と経営戦略立案等の指導を行う。 

・金融指導経験豊富な窓口専門家を設置し、定期的な相談会を実施することで、より

専門的な経営分析を行う機会を提供する。 

③金融相談における経営分析の実施〔既存事業改善〕 

・マル経推薦事業所については、個別案件毎に経営分析を実施(ただし、貸借対照表未

整備の事業者を除く)し、今後の円滑な事業展開のための助言を行う。 

・それ以外の金融相談においても原則として経営分析を行い、事業所の経営課題の抽

出に努める。 

・会員企業の記帳代行事業者増やし経営支援員による記帳代行事業者への経営分析を

利用する。また、その他の事業者は記帳継続指導の件数を増やし内容の把握をする。

 

【活用法】 

・後継者育成、創業者支援、資金調達支援のため金融機関との連携支援のための共有

情報。 

・補助制度の活用における事業計画書作成支援のための基礎情報。 
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・産学官連携やよろず支援拠点との連携における支援対象企業の基礎情報。 

・よろず支援拠点と連携し販路拡大のための手段を講じているか、持続可能な事業活

動がきるか、後継者や事業承継者を育てる環境を整備する。 

・記帳継続指導事業者については、経営分析結果により個別の改善を提言する。 

 

【数値目標】 

 現況 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 平成 31 

事業者訪問件数 420 520 520 520 520 520 

窓口相談等件数 458 460 460 460 460 460 

マル経推薦件数 8 10 10 10 10 10 

経営分析目標件数 43 76 76 76 76 76 

 

【実施者】 

・経営指導員、経営支援員及び専門性を必要する場合は派遣専門家活用 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業の持続的発展を図るうえで、「事業計画」の作成は企業の方向性を明確にする大変

重要なものと言えるが、小規模事業者の殆どは具体的な事業計画を示すことができな

い。 

このため、限られた経営資源をどこに集中して投じる必要があるのか明確な裏付けの

ない 

ままに、経営者や担当者等の経験と勘による経営が行われることで売上や生産性の低

下、又は金融機関からの信頼獲得が困難になっている。 

そのような小規模事業者に対するこれまでの支援取り組みは、金融機関の融資申請と

公的補助事業への申請時に、経営計画の策定支援を行う程度で、計画的に十分に経営

計画の策定支援を行ってきたとは言えない。 

当事業において、経済動向調査や経営状況分析などにより問題、課題の把握とその解

決策を見出した重点業種の地域小規模事業者を主な対象とした経営計画等の策定支援

等により、地域小規模事業者の経営改善等を図る。 

 また、創業者に対しても事業計画策定は必須事項となるため、創業（予定）者にと

って相談しやすい環境を整備する必要がある。 

事業計画策定支援の目標、支援対象、手段等は以下の通り。 

 

【目的・目標】 

地域の経済動向の調査、企業の経営実態調査および経営状況の分析により得られた結

果から課題を抽出し、小規模事業者の持続的な発展に寄与するため、事業所毎に中長

期的な事業計画の策定に向けた支援を行う。 

項目 年度 
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【支援項目】 

①分析結果等に基づいた事業計画策定支援 

②営業戦略・生産戦略・資本戦略の構築と売上計画・生産計画・資金計画、収支計画

等の策定支援 

③短期事業計画、中期事業計画策定支援 

 

【支援対象】 

・主に経営状況の調査を実施し経営革新や創業等の取り組みを行う、生活支援及び観

光関連の主な業種である製造・建設・卸売・小売・サービス業の 5 産業の事業者。

・創業者又は第２創業者及び６次産業化を目指す農水業者、事業承継者。 

 

【手段】 

①基本セミナー・講習会の開催【指針②】〔既存事業改善〕 

創業支援、事業承継、経営革新、販路開拓・販売促進・経営全般等の各種セミナー・

講習会開催する。 

②事業計画策定手法に関するセミナーの開催【指針②】〔既存事業改善〕 

セミナー開催とセミナーに付随し、個別の事業計画作成相談会を実施する。 

③窓口相談会による事業計画策定に関する情報の提供【指針②】(新規事業追加) 

地域内の経済動向等の資料提供とともに、商工会窓口の専門家を招いての個別相談で

の助言・指導を行う。 

・経営指導員、経営支援員による個別指導や県商工会連合会のエキスパートバンク、

よろず支援拠点による専門家派遣活用、玉名市商工観光課、玉名市６次産業推進室

との連携、玉名市と包括的協定を締結している県内大学からの支援、中小企業基盤

整備機構による専門家派遣制度を活用した支援を行う。 

・玉名市と連携し創業者への支援セミナーを開催する。 

 

【数値目標】 

 

 現況 27 28 29 30 31 

事業計画作成セミナー開催回数 1 2 2 2 2 2 

創業支援セミナー（女性創業者支援セミナ

ーに力点を置く）開催回数 
0 1 1 1 1 1 

事業承継ゼミナー開催回数 0 2 2 2 2 2 

よろず支援拠点との連携セミナー開催回数 1 1 1 1 1 1 

事業計画策定に関する情報の提供と窓口相談回数 0 2 2 2 2 2 

事業計画作成件数 5 19 19 19 19 19 

 

項目 年度：年号は平成
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【実施者】 

・経営指導員が計画策定支援を行い、経営支援員は記帳指導を通じて経営分析を行い、

計画策定における情報提供を行う。 

 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

これまでの支援取り組みは、金融機関の融資申請と公的補助事業申請の事業者に止ま

った限定的な支援であり、その場合も経営計画の策定後のフォローアップ支援を計画

的に十分に行ってきたとは言えない。 

当事業において、目標に掲げた重点業種の地域小規模事業者を主な対象として支援す

る経営計画策定後の計画実施支援により、地域小規模事業者の経営改善等の実現を図

る。 

事業計画策定後の実施支援の目標、指導内容、頻度等は以下の通り。 

 

【目的・目標】 

事業所毎に策定された中長期的な事業計画の事業遂行に必要なフォローを行い、小規

模事業者の持続的な発展に寄与する。 

 

【支援項目】 

① 事業計画の進捗状況の把握 

② 財務管理・労務管理・営業管理などのマネージメント力の向上 

③ 事業計画実現に向けた新たな方策等の支援【数値目標・頻度】 

 

【支援内容】 

事業計画の進捗状況に応じ、以下の支援を行う。 

① 各種補助金及び小規模事業者経営発達支援融資、第２マル経融資の活用申請の支援

など、計画推進に必要な事業資金についての金融相談に対応する。 

② 行政、商工会が行う各種支援策の商工会ホームページ等による広報・周知を行う。

③ 指導員・支援員による巡回、商工会窓口相談における支援 

④ 法律、労務、税務、特許等、専門的な相談に対応した個別無料相談窓口を紹介する。

⑤ より具体的な計画推進に関するアドバイスについては、必要に応じ、専門家（販路

開拓・販売促進・商品デザイン等）の派遣事業を紹介・実施する。 

⑥ 食品加工等農商工連携や６次産業化の商品開発・技術開発・生産管理・品質管理等

の課題の解決ニーズについては、産業技術センターや６次化サポートセンター等が

有する豊富な経験を有するアドバイザー・プランナナーなどの登録人材より、各事

業者の課題解決に適した人材を紹介する。 
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【支援対象】 

経営革新や第２創業などを目指し、創業支援セミナー、事業承継セミナー、よろず支

援拠点との連携セミナー、事業計画セミナー、産業人材支援センターによる個別指導

を受け経営計画の策定を行った生活支援及び観光関連の主な業種である製造・建設・

卸売・小売・サービス業の５ 産業の事業所を対象に経営計画の策定を行った商工業

者、創業者、第２創業者、６次産業化を目指す農水産業者、事業承継者。 

 

【手段】 

①各種補助金申請の支援【指針②】〔目標数値向上〕 

経営革新計画承認の取得、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金等、各種補

助金取得を目指す小規模事業所について、申請に必要な事業計画の策定支援を行う。

②規模事業者経営発達支援融資制度利用の促進【指針②】〔新規事業追加〕 

事業の持続的発展に取り組む小規模事業者を支援するため、小規模事業者に対し、事

業計画の策定・実施を支援し、日本政策金融公庫へ第２マル経融資の推薦を行う。 

③事業計画策定後フォローアップの実施【指針②】〔目標数値向上〕 

事業計画策定後は、各事業計画の内容を十分に理解し、適宜計画実行に必要な各種相

談を受けるとともに、計画の進捗状況確認のため毎月１回フォローアップ巡回を実施

する。 

 

【数値目標】 

平成２６年度は、事業計画策定件数は５件程度であるので、初年度は会員数３８１名

の５％の１９件とし５年後には２５％程度の９５件を実施する。 

 
現況 

平 成

27 

平 成

28 

平 成

29 

平 成

30 

平 成

31 

事業計画策定ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援 5 19 19 19 19 19

 

【実施者】 

①経営指導員が計画策定支援を行う。 

②経営支援員は記帳指導を通じて経営分析を行い、計画策定における情報提供を行う。

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

これまで、小規模事業者への需要動向調査は、消費者モニターからの聞き取りと地元

の業界リーダー等へのヒアリング程度で、収集情報が不足し、小規模事業者へ有益な

需要動向の情報提供することが出来なかった課題がある。 

今後は、重点産業事業者に関係する需要を把握するため、地域内重点区分を決めアン

ケート調査を行い、併せて、経営分析の結果と併せて小規模事業者へ提供し、事業計
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画の策定や計画実施支援及び商品開発・販路開拓などの需要開発に活用し、小規模事

業者の持続的発展を支援する。 

需要動向調査の目標、情報の収集、整理、分析及び提供を行う項目及びその手段及び

活用方法等は以下の通り。 

 

【目的・目標】 

消費者や事業者が欲しいもの、利便性高いものを探るための市場調査やニーズ調査の

実施などにより、新しい販路や需要を求めている企業へ情報の提供を行う。 

需要動向調査は、地域内小規模事業者の製造・建設・卸売・小売・サービス業の 5 産

業区分に分け、年度ごとに重点区分を決め分野の専門家を招聘し情報の分析を行った

後、経営分析の結果と併せて小規模事業者へ提供し事業計画の策定や実施支援をより

有効なものとする。 

さらに、生活者サービスニーズ調査を行い、コミュニティビジネスの創業支援やＮＰ

Ｏ活動の自立経営化の支援に活用する。 

 

【調査項目・内容】 

① 商圏調査・分析、市場調査・分析（特に創業計画事業者へ情報提供） 

② 消費者ニーズ・ＣＳ動向調査 

③ 観光客ニーズ・ＣＳ動向調査 

④ 売れ筋調査 

⑤ 競合店調査 

⑥ ＮＰＯなどコミュニティビジネス取り組み状況 

 

【支援対象】 

・主に経営状況の調査を実施し経営革新や創業等の取り組みを行う、生活支援及び観

光関連の主な業種である製造・建設・卸売・小売・サービス業の 5 産業の事業者。

・創業者又は第２創業者及び６次産業化を目指す農水業者。 

 

【調査手段】 

・消費者ニーズ調査・観光客意向調査は、市場情報評価ナビ（日本統計センター）、日

経テレコム等を活用するとともに、ヒアリング／アンケート調査を行う。〔既存事業

改善〕ヒアリング調査は独自調査、アンケート調査は行政との連携、外部委託の方

法をとる。 

 

【分析手段】 

・比較分析、動向分析、可能性分析等〔既存事業改善〕 
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【活用方法】 

・創業計画、経営革新計画等の策定における売上計画・販売計画及び販売戦略・販促

戦略検討・策定に活用する。 

・補助制度の活用における事業計画書の売上計画・販売計画作成支援に活用する。 

・よろず支援拠点と連携し販路拡大のための手段を講じるために活用する。 

・各種調査で得られた結果を分析し、その結果を連携する各種団体等と共有すること

で、今後の地域経済活性化に役立てる。 

・各種調査で得られた結果を，巡回訪問及び窓口相談で伝えるとともに、当所ホーム

ページにて情報提供する。 

 

【数値目標】 

 現況 27 28 29 30 31 

生活消費者ニーズ調査 0 1 0 0 0 1 

観光客意向調査 1 2 2 2 2 2 

コミュニティビジネスのため

の生活者サービスニーズ調査 
0 1 1 0 0 1 

 

【実施者】 

・経営指導員、経営支援員及び専門性を必要する場合は派遣専門家活用 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

これまで、小規模事業者への独自の商品開発・販路開拓支援は、料理コンテストやパ

ンフレット作成など単発的なイベントや取組が多く話題性はあるが販路に結び付ける

ことが少なったことにより、当事業において、ニーズ調査や需要動向調査に基づき、

商品開発や新しい販路や需要の開拓を求めている事業者の試作品開発や販売促進の取

り組みの支援を行い、策定した事業計画・目標の達成に寄与する。なお、取り組み支

援においては、事業者の要望を把握し、展示会・商談会へ参加する小規模事業所への

広告宣伝・ＳＮＳを使った情報発信や商品のブラッシュアップなど、需要開拓の成果

が出る取り組みの支援を行い規模事業者の持続的発展を図る。 

需要開拓・販路開拓に関する支援の考え方、目標、支援対象は以下の通り。 

 

【目的・目標】 

・商品開発や顧客開拓及び新たな販売チャネル開拓などの新たな需要開拓に向けての

情報収集力及び情報分析力・情報発信力・伝達力の強化を図る。 

・商談会・マッチング会への出展などにより、ニーズとシーズをマッチングさせるた

項目 
年度：年号は平成 
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めの機会の創出を図る。 

・よろず支援拠点との連携、くまもと産業支援財団との連携、産業人材強化支援セン

ターによる個別指導を受けることで商品力の強化・販売力の強化の必要性の認識・

意識向上を図る。 

 

【支援項目】 

①商品開発支援  

・観光商品開発 

・6次産業化商品開発 

・住宅のリフォームなどの商品開発 

・買物弱者対応等のコミュニティビジネスメニュー開発 

 

②販路開拓支援 

・販路開拓等のための商談会等の情報提供及び支援 

・観光客への観光商品・サービスの情報発信等販売促進 

・消費者向けの６次産業化商品の情報発信等販売促進 

 

【支援対象】 

・生活支援及び観光関連の主な業種である製造・建設・卸売・小売・サービス業の５

産業の事業者。 

・創業者又は第２創業者及び６次産業化事業計画認定事業者、経営革新承認事業者、

ものづくり補助金採択者、地域資源活用事業計画認定事業者、小規模事業者持続化

補助金採択事業者、経営支援プログラム作成事業者とする。 

 

【支援手段】 

①商品開発支援 

・パッケージ等の改良など商品開発・商品改良への専門家の活用〔既存事業改善〕 

・展示会出展や商談化参加のための商品規格書・商品説明書の作成講座の開催〔新規

事業追加〕 

・住宅関連業対策：大手ハウスメーカー進出対策として地元業者の連携によるワンス

トップリフォームシステム等の商品開発〔新規事業追加〕 

・農商工連携・６次産業化取り組みによる付加価値新商品開発支援〔既存事業改善〕 

・体験型観光の回遊コース、体験メニューなどの観光商品開発支援〔既存事業改善〕 

・買物弱者対応の買物代行サービスなど生活支援サービス商品・提供システムの開発

支援〔既存事業改善〕 

・コミュニティビジネスの生活支援サービス商品・提供システムの開発支援〔新規事

業追加〕 
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・よろず支援拠点、くまもと産業支援財団等との個別相談支援〔新規事業追加〕 

②販路開拓支援 

域内対象（市内消費者向けに、主に生活支援産業） 

・熊本県商工会連合会主催のくまもと物産フェアへの出展〔既存事業改善〕 

・広告物の作成やプレスリリース支援〔新規事業追加〕 

・住宅リフォーム共同広告による共同受注支援〔新規事業追加〕 

・コミュニティビジネスの卵のＮＰＯなどの顧客開拓支援 

域外対象（観光客向けに、主に観光関連産業） 

・全国商工会連合会主催の全国物産展への出展〔既存事業改善〕 

・熊本市主催の九州食の商談会への参加〔既存事業改善〕 

・県内金融機関が開催する商談会への出展を支援し販路を開拓する。 

〔既存事業改善〕 

・展示商談会等におけるブース作成・陳列方法、チラシ作成支援〔新規事業追加〕

・広報誌・ホームページ・ソーシャルメディアを活用した販売促進 

〔既存事業改善〕 

【数値目標】 

 現況 27 28 29 30 31 

商談会への出展回数 2 4 4 4 4 4 

住宅リフォーム共同宣伝 

受注の実現のための体制づくり 
0 1 1 1 1 1 

コミュニティビジネス創業支援 0 0 1 1 1 1 

体験型観光メニュー・商品開発 7 6 20 20 20 20 

専門家派遣による個別相談支援回数 0 1 1 1 1 1 

 

【実施者】 

・経営指導員・経営支援員）及び専門性を必要する場合は派遣専門家活用 

 

Ⅱ.地域経済活性化に資する取組 

地域経済活性化事業は、継続して取り組んでいくことにより成果を得ることができる

ものであり、その取り組みを確実なものとするためには、地域経済を担っている小規

模事業者が参画し、地域経済の活性化に貢献していくことが必要であり、各種関係団

体と会議を行い今後の方向性を検討する。 

また、検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、玉名市観光産業の認知度向上を図

るためのイベント開催・既存イベントの再検討を行う。 

 併せて、1次産業者と商工業者のコラボレーション取り組みである 6次産業化の支援

及び今後の高齢化等を見据えた福祉・環境・教育・防災など公益性の高い「生活支援」

項目 年度：年号は平成
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を行うＮＰＯのビジネス化やコミュニティビジネスの振興について地域経済活性化に

資する取り組みとして地域経営の視点での取り組み支援を行う。 

 

【目的】 

これまでの観光振興から観光産業振興に向けた取り組みとして、玉名市全体の地域資

源を活用するため、玉名市、玉名市商工会議所、玉名温泉観光協会等と連携して広域

的に展開するとともに、分野横断的・施策横断的な取り組みが求められる「６次産業

化」や公益性の高い生活支援の「コミュニティビジネス化」について、地域経営の視

点での新たな地域経済の活性化に貢献する。 

 

【取組項目】 

今後の地域の方向性を関係者間で共有化し事業展開を図るために、 

①地域活性化事業の培ったノウハウを生かし、体験型観光と異業種交流の接点として

商工業者と農漁業者との連携、地域の人、歴史、文化、産業を通じて参加者との交

流の場を提供し、人が人に感動を与え交流人口を増やしながら交流観光の振興を作

り上げ活性化を実現する。 

②農商工連携と６次産業化推進、玉名市６次産業推進室と連携しリーディング企業に

なる企業を発掘し展示会や商談会への出展を支援することで新たな商品と販路の開

拓を可能になる。 

③意欲ある建設業者等で、特に後継者がいる事業者に対し積極的に生活支援の「コミ

ュニティビジネス」等への参入により、新たな顧客の開拓が可能になり、新たな雇

用の場の創出などによる地域社会への貢献を促すことができる。 

 

【事業内容】(主に観光振興事業) 

１）既存事業 

①岱明町・横島町・天水町夏祭り 

②同３町の町民体育祭・スポーツ祭り 

③横島町いちごマラソン大会 

④玉名市俵まつり 

⑤高瀬川花しょうぶまつり 

⑥名納涼花火大会 

⑦玉名の特産品販売と観光 PR〔既存事業改善〕 

⑧旬たま WEEK〔既存事業改善〕 

 

２）改善した既存事業 

特産品は、農産物、海産物の一次産品が主なものであるが６次産業化を支援する中で、

トマト、みかん等の加工品、海産物の加工など、付加価値を高めることで収益の拡大
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を目ざし、地域のリーディング企業の育成を図る。 

 体験型観光「旬たま WEEK」の観光商品を事業者や農家、漁業者と共に開発し連携先

の支援を受けながら事業化する。 

玉名市商工会地域活性化事業「旬たま WEEK」の実施を通じて玉名商店街、玉名温泉、

玉名観光協会、玉名商工会議所、玉名市商工観光課・文化課・６次産業推進室、熊本

県立大学との連携を深める。 

 

３）事業の検証 

①広域からの来訪者を増やすことができたか。 

②企業の商品、サービスの認知度が高まったか。 

③関係する事業者、団体等の情報交換や連携が深まったか。 

④参画社の意識向上ができたか。 

⑤商工会の認知度と支援力がたかまったか。 

以上の点について、巡 回指導の際ヒアリング調査する。 

 

【取組手段・方法】 

① 熊本県商工金融課、熊本県商工会連合会、玉名市商工観光課・玉名市６次産業推進

室、一般社団法人玉名観光協会、玉名温泉観光旅館組合、玉名物産振興協会、玉名

ブランド協議会、玉名商店街組合、県信用保証協会、地域金融機関、大学等の各種

団体等との情報交換等のための「玉名市商工会地域活性化会委員会」を４半期ごと

に開催し、取組む方向性の検討等行う。【既存取組みの改善】 

② 観光振興の取組みとして、玉名商工会議所や玉名温泉観光協会等関係機関と連携し、

玉名市全域の地域資源を共有して繋ぐことにより、体験型観光など新たな観光商品

の開発を行う。【既存取組みの改善】 

③ 賑わい創出、地域の活性化を目的とした全市的なイベントなど、玉名市、玉名温泉

観光協会、玉名商店街連盟、等の関係団体と協力して実施する。【既存取組みの改善】

④ 玉名市と連携し、玉名市在住の高齢者等の生活ニーズ調査・需要調査等を行い、意

欲ある建設業者等の生活支援の「コミュニティビジネス」等への参入を促す。【新規

取組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光 

定住化 

食・6次産業化 

文化 

温泉

有明海 

農産物 水産物

天水町 

横島町 岱明町 

生活支援
コミュニティ 

（岱明町・横島町・天水町特性図）

NPO 
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【数値目標】(主に観光振興事業) 

会議及びイベントの開催回数及び出展者数等については、次表を目標とする。 

支援内容 現状 27年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

玉名市商工会地域活性化会議開催回数 4 8 8 12 12 12 

旬たま WEEK プログラム数 7 19 20 25 25 25 

物産市と観光 PR 開催数 0 1 1 1 1 1 

 

 

【事業の検証】(主に観光振興事業) 

商業部会と会員企業を中心に構成している玉名市商工会活性化委員会の構成メンバー

を、玉名市商工観光課、玉名観光協会、玉名ブランド協議会、JA、JF、熊本県立大学

をメンバーに加えた委員会を編成し事業終了後、効果と課題を検証し理事会へ報告す

る。 

 

【実施者】 

経営指導員及び経営支援員。また必要に応じて専門家の派遣等を活用する。 

 

【全市連携で取り組む地域経済活性化プロジェクト】 

地域内の各種団体が連携した横断的な取り組みが求められる取り組みであることよ

り、地域経済活性化を達成する開発・育成プロセスとして「体験型観光産業」及び「生

活支援型産業」について、前章の「Ⅰ．経営発達支援事業の内容」の取り組み項目を

横断的に整理し以下に示す。 

 

【地域経済活性化を目指す「体験型観光産業」の開発・育成プロセス】 

１）目標 

・地域の商工業者の商品、サービス。製品を直接消費者に知ってもらう機会を作りニ

ーズとシーズを知るための手段とするために、町外者の来訪者を多くすることで認

知度を高め交流人口を増加させ地域の産業を知ってもらう機会を作る。 

・農漁業者に商工会が企画することでの情報交換の場が多くなり連携した事業が可能

になる。町外来訪者を多くすることでこの地域の認知度は高まり、農産物海産物へ

の親近感も高まり生産者の顔が見えることで安心安全の認識の高まりを増すことが

できる。 

・町に人、文化に触れル機会を作ることで人情、風情、この地域の中で培われ風土の

中で生まれたものや精神的な安らぎ、癒しをも伝えることで、この地域としての魅

力を発信し、住みたい、また来てみたい、今度は家族みんなで来てみたいなど、リ

ピーターを増やし交流人口の増加を目指すことで活気が生まれる。 
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・自然を楽しみ四季を通じて海・平野・丘陵の有る自然豊かな地に恵まれたこの地に

町外者の来訪を生む手段を作れば商工業者はもとより地域全体の業種に効果を与え

る有効な手段である。 

 

２）取組み実績 

平成２６年度、体験型ツーリズム「旬たま WEEK」（６プログラム・７月中旬から８月初

旬実施）の２回にわたるモニターツアーの実施 

・主催・連携先：玉名市商工観光課、市６次産業推進室、玉名観光協会、岱明 JF、 

・３町物産館、農家 

・実参加者数：延１００人（リピーターを含む） 

・域内への影響・反響：経済効果は参加料＋物産館での買物 

 

３）ビジネス化計画 

計画 内容 関連事業者 

1 年目:平成 27 年度 

(11 月下旬～12 月初旬) 

13 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 物産館､6 次産業事業者 

農漁業者､商工業者 

旧玉名市街･商店街 2 年目:年 3回(春･夏･秋) 1 回の 15 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの

3 回開催 

3～5 年目(定着化)  

 

・連 絡 先：玉名市商工観光課、市６次産業推進室、玉名観光協会、岱明 JF、 

３町物産館、農家、玉名市商店街組合、玉名温泉旅館組合、 

熊本県立大学、九州看護福祉大学 

・ターゲット：ファミリー、シニア世代、若者 

・広 報 活 動：市広報、チラシ、DM、フリーペーパー、フェイスブック 

市ホームページ、観光協会ホームページ、商工会ホームページ、 

商工会ホームページ 

・想定する効果：経済効果は参加料＋物産館での買物＋６次産業事業者での直売、 

商店街での買物＋宿泊 

認知度：来訪者の増加とリピーターの増加が期待できる。 

産学官連携の促進 
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【地域経済活性化を目指す「生活支援型産業」の育成プロセス】 

１）市民の「食」を支える６次産業化による食品関連加工・小売業の振興 

①目標 

市内旧３町は農業人口の６０%、漁業人口の５１%を占めており、そこで収穫される農

産物に付加価値を高めるため加工販売をすることでより以上の収益の確保が可能に

なる。 

 玉名市の産業振興政策の重点事業として６次産業化の推進を位置づけている。商工

会としてコーディネーターとして支援することで、新たな産業を創出し、地域雇用の

創出も可能にすることができ地域経済の活性化を進めることが可能になる。 

複数社の６次産業化取り組みの農業者や事業者を支援し、リーディング企業として成

長させ、モデル化し、地域のトップランナーと創出することにより小規模事業者のボ

トムアップなど地域全般に経済効果をもたらすことが期待できる。 

 

②支援内容 

加工品の加工技術、品質について県産業技術センター、大学と連携し支援を受ける 

 

③販路の開拓 

商談会、展示会、バイヤーの紹介を熊本県商工会連合会、玉名市６次産業推進室、玉

名市商工観光課、金融機関、市物産振興協会、市ブランド協議会、県物産振興会等と

連携し支援を受け紹介と出展協力をする。 

 

④人材確保 

大学、JA、JF と連携し支援する。 

 

２）市民の生活を支える「コミュニティビジネス」等への参入による建設業の振興 

①目標 

玉名市内で建設業者の占める割合は５０%程有るが、小規模零細な事業者である。し

かし３町の企業形態の中で後継者が育っている唯一の業種といっても過言ではない。

 業種の中でも特に土木建築が特に多く商工会青年部員の構成員の過半数である。支

援する内容として、創業２代目が多いが、同業組合等で技術力の技能向上講習は頻繁

に受講しているよだが、経営に必要な事業計画や経営分析、原画管理等の研修を受け

る機会は少な脆弱であることが危惧される。この業種を特に支援することで関連事業

者への影響も広がる可能性が高い。 

（玉名商工会が支援する内容） 

・事業計画セミナーの開催・経営革新セミナーの開催・経営支援プログラム作成 
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②取組み実績 

平成２５年度から経営力強化チャレンジサポート事業（県補助金）を毎年度開催、事

業計画作成セミナーを２回開催した。今年度も９月開催する。 

 １年目は事業計画作成セミナーを開催し１５名を募集し８割は建設業者であった

ためセミナー受講者の意欲の高さも将来に向けての危機意識の現れである。 

 

③振興計画 

計画 目標 内容 対象 

1 年目 事業計画作成 

創業者の意志を受けての後継もあるもの

の今から何を目指し､将来の事業展開を

どのようにするのか｡特に公共工事に頼

った体質から脱し新しい取引先の開拓と

利益の出る体質改善をするために数値化

して理解を深める｡ 

受講者 15 名程度 

2 年目 
経営革新ｾﾐﾅｰ

を開催 

初年の受講者の中で新たなものの創出を

目指し､売上､付加価値､雇用の増加を目

指すｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝとしての経営革新計画認

定申請 

経営革新承認企業

を 5社の輩出 

3～5 

年目 

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ作

成ｾﾐﾅｰの開催 

経営支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作成し､経営革新承認

企業を輩出する 

経営支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

作成企業 50 社の

内､経営革新承認

企業 5 社を輩出す

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 

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 

経営指導員と経営支援員の情報の共有化を積極的に行い事業者へ助言指導する。 

 

１）経営指導員同士の情報交換 

熊本県商工会職員協議会の職員研修会等において、新たに情報交換の場を設定し、各

地域における小規模事業者の需要動向、支援ノウハウ、支援の現況、支援の進め方、

支援体制等についての情報交換を行うことにより、地域全体の需要動向の情報を把握

するとともに、効果的な支援のあり方等についての支援ノウハウ等の情報交換により、

新たな需要開拓支援のための経営支援体制の構築と円滑な実施を図る。 
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２）先進地視察研修による情報の収集 

他商工会への先進地視察研修を実施し、小規模事業者の現状と課題の把握を行うとと

もに、その商工会における経営支援の現状と経営支援の支援ノウハウ等についての情

報交換を行い、本会における効果的な経営支援に活用する。 

 

３）情報の共有化・標準化 

経営分析によって得られた小規模事業者の分析結果については、他の職員が相談指導

の際に活用できるように事業者ファイルにて管理するとともに、経営分析を担当した

経営指導員が必要に応じて詳しく内容の解説を行い、支援情報の共有化を図り、他の

職員が行う経営支援への活用を促進させる。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得するために、 

①熊本県商工会連合会が主催する研修会への参加や中小企業大学校の講座への参加、

全国商工会連合会が実施する Web 研修を受講し Off・JT による資質の向上を図る。

②経営支援員を含め支援ノウハウの向上を図るために OJT による研修会を講師を迎え

年１回実施する。 

③商工会において開催する会議やセミナー等を通じて経営指導員・経営支援員の販路

開拓支援や利益体質への改善に関するノウハウを共有し、伴走型の支援ノウハウの

向上を図るとともに、経営支援においても活用することで小規模事業者の利益確保

に繋げる。 

④若手経営支援員については、経営指導員が小規模事業者支援に関する知識・ノウハ

ウ等について、訪問時の同行を含め個別に OJT を行い、支援能力の向上を図り、よ

り実践的な販路開拓や利益体質への改善提案など、小規模事業者にとって必要とな

っている経営支援に活用することで小規模事業者の利益確保に繋げる。 

 

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 

事業評価委員会を設置し、外部有識者の活用、見直しの公表、効果的な PDCA サイクル

が構築するために、先ず組織員（正副会長、部会長）による四半期ごとに「内部監査」

を実施すると共に、年１回「外部監査」を行政、大学、中小企業診断士、県連で組織

する委員で実施し、必要な目標・方針の見直しを行う。 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、上記の「内部監査」「外部

監査」を行い、必要な見直しを行うなど「ＰＤＣＡサイクル」にて成果の評価・検証

を行う。 
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事業の成果・評価・見直しの結果を商工会の広報・ホームページで計画期間中公表し

通常総会にて説明する。（http://www.kumashoko.or.jp/tamana/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P：計画 

玉名市商工会３部会 

D：実行 

玉名市商工会職員 

C：評価 

内部監査：正副会長、部会長 

外部監査：行政、大学、中小企業診断士、県連 

A：改善 

玉名市商工会３部会役員、青年部、女性部 

商工会職員 

Plan 

Action 

Check

Do 
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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２７年４月現在）

（１）組織体制 

本所 事務局長１・経営指導員３・経営支援員３ 

横島支所 経営指導員１（本所と兼務）・経営支援員２ 

天水支所 経営指導員１（本所と兼務）・経営支援員２ 

職員総数 １１人 

（２）連絡先 

地区内小規模事業者の相談については、各地区で下記のとおり相談窓口を設置し、地区を

問わず本所でも相談の対応をとっている。また、各時間外でもホームページでの事業等の

内容の確認や個別相談についてメールの相談も対応している。 

ホームページアドレス http://www.kumashoko.or.jp/tamana/ 

玉名市商工会 本所 熊本県玉名市岱明町浜田１０５ 

電話番号０９６８（５７）０３２３ 

ファックス ０９６８（５７）２７５４ 

e-mail  taimei@lime.ocn.ne.jp 

横島支所 熊本県玉名市横島町横島１７１５ 

電話番号０９６８（８４）３３７０ 

ファックス ０９６８（８４）２５９７ 

e-mail yokosima@ruby.ocn.ne.jp  

天水支所 熊本県玉名市天水町立花１５９１－４ 

電話番号０９６８（８２）２４０９ 

ファックス ０９６８（８２）２９９０ 

e-mail tensui@lime.oboe.ne.jp 
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事業運営体制 

玉名市商工会の３部会が運営主体になり事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉名市商工会発達支援事業 

体験型観光の開発
生活支援型産業 

（６次産業のリーディングの育成）
建設業の振興 

経営支援課・総務課

 
経営支援員１人 
経営支援員 2人 

観光部会 商業部会 工業部会 

青年部・女性部 

理事会 

内部監査 

外部監査 

事業評価委員会組織 
・内部監査：正副会長、部会長 
・外部監査：市商工観光課長、県立大学、中小企業診断士

熊本県商工会連合会経営支援課長 

経営支援課 
 

経営支援員１人 
経営支援員 3人 

経営支援課 
 

経営支援員１人

経営支援員 2人

総括 
事務局長 

事
務
局
組
織

会員外 
小規模 
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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） 

 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 2,395 2,425 2,425 2,525 2,525

 

個店の経営実

態調査・分析費 

 

地域経済の動

向調査・分析費 

 

事業計画策定

支援・実施支援費 

 

販路開拓事業費 

 

地域活性化事

業費 

 

経営指導員等

の資質向上費 

65 

 

 

10 

 

 

400 

 

 

400 

 

1,400 

 

 

120 

65

10

400

400

1,400

150

65

10

400

400

1,400

150

65 

 

 

10 

 

 

400 

 

 

400 

 

1,400 

 

 

250 

65

10

400

400

1,400

250

（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、国県市補助金、事業受託費 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

 

別表１「経営発達支援事業の内容」に記載している事業であること 

 

① 生活支援型産業の育成のための専門家派遣等に関する連携 
「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】」 

② 体験型観光メニュー開発と観光産業の育成に関する連携 
「Ⅱ.地域経済活性化に資する取組」 

③ 事業計画作成セミナー開催に係る専門家派遣等に関する連携 
「３.事業計画策定支援に関すること【指針②】」 

④ 経営革新セミナー開催に係る専門家派遣等に関する連携 
「３.事業計画策定支援に関すること【指針②】」 

⑤ 創業支援セミナー開催に係る専門家派遣等に関する連携 
「３.事業計画策定支援に関すること【指針②】」 

⑥ 事業承継セミナー開催に係る専門家派遣等に関する連携 
「３.事業計画策定支援に関すること【指針②】」 

⑦ 販路開拓セミナー開催に係る専門家派遣等に関する連携 
「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】」 

⑧ 商談会展示会出展開催に係る専門家派遣等に関する連携 
「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】」 

 

連携者及びその役割 

 

熊本県商工振興金融課 

代表者：課長 原山 明博 

住 所：熊本市中央区水前寺 6丁目 18番 1号 

電 話：096-333-2316 

役 割：生活支援型産業の育成、専門家派遣、販路開拓支援セミナー、 

 

熊本県玉名地域振興局 

代表者：局長 森永 政英 

住 所：熊本県玉名市岩崎 1004-1 

電 話：0968-74-2112 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

販路開拓支援セミナー、 
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熊本県産業技術センター 

代表者：所長 今村 徹 

住 所：熊本市東区東町 3丁目 11番 38号 

電 話：096-368-2101 

役 割：生活支援型産業の育成、販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 

 

熊本県よろず支援拠点 

代表者：コーディネーター 鹿子木 康 

住 所：熊本県上益城郡益城町田原 2081番地 10 

電 話：096-286-3355 

役 割：生活支援型産業の育成、専門家派遣、販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 

 

熊本県産業人材強化支援センター 

代表者：係 有働浩信 

住 所：熊本県上益城郡益城町大字田原 2081番地 10 

電 話：096-289-2438 

役 割：生活支援型産業の育成、専門家派遣 

 

熊本県商工会連合会 

代表者：会長 伊東 昭正 

住 所：熊本市中央区安政町 3番 13号 

電 話：096-325-5161 

役 割：生活支援型産業の育成、専門家派遣、販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 

 

玉名市商工観光課 

代表者：市長 髙嵜 哲哉 

住 所：熊本県玉名市高瀬 290-1 

電 話：0968-73-2222 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 

 

玉名市６次産業推進室 

代表者：市長 髙嵜 哲哉 

住 所：熊本県玉名市岩崎 163 

電 話：0968-75-1403 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

専門家派遣、販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 
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玉名市文化課 

代表者：市長 髙嵜 哲哉 

住 所：熊本県玉名市岩崎 163 

電 話：0968-75-1136 

役 割：体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

専門家派遣、販路開拓支援セミナー 

 

 

玉名市企画経営課地域振興係 

代表者：市長 髙嵜 哲哉 

住 所：熊本県玉名市岩崎 163 

電 話：0968-75-1421 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

 

玉名市コミュニティ推進課 

代表者：市長 髙嵜 哲哉 

住 所：熊本県玉名市岩崎 163 

電 話：0968-75-1312 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

 

熊本県立大学 

代表者：学長 古賀 実 

住 所：熊本市東区月出 3丁目 1番 100号 

電 話：096-383-2929 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 

 

九州看護福祉大学 

代表者：学長 志賀 潔 

住 所：熊本県玉名市富尾 888番地 

電 話：0968-75-1800 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 

 

(一般)玉名観光協会 

代表者：会長 平野 幸人 

住 所：熊本県玉名市両迫間 308 

電 話：0968-72-5313 

役 割：体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 
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玉名温泉観光旅館協同組合 

代表者： 理事長 草村 幸寛 

住 所：熊本県玉名市立願寺 565 

電 話：0968-74-2961 

役 割：体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

 

玉名物産振興協会 

代表者：会長 平田 雄二 

住 所：熊本県玉名市両迫間 308（玉名観光協会内） 

電 話：0968-72-5313 

役 割：体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 

 

(一般)熊本県物産振興協会 

代表者：会長 杉 武男 

住 所：熊本県熊本市中央区桜町 3番 1号 

電 話：096-353-1168 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 

 

JAたまな 

代表者：代表理事 組合会長 橋本 明利 

住 所：熊本県玉名市六田 7番 1 

電 話：0968-72-5500 

役 割：生活支援型産業の育成、商談会展示会出展 

 

岱明漁業協同組合 

代表者：組合長 宮本 隆志 

住 所：熊本県玉名市岱明町浜田 883 

電 話：0968-57-0008 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

商談会展示会出展 

 

横島漁業協同組合 

代表者：組合長 中尾 利秋 

住 所：熊本県玉名市横島町横島 4506 

電 話：0968-84-2019 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

商談会展示会出展 
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玉名ブランド協議会 

代表者：会長 竹内 正幸 

住 所：熊本県玉名市高瀬 290-1（玉名商工会議所内） 

電 話：0968-72-3106 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 

 

熊本県信用保証協会 

代表者：会長 真崎 伸一 

住 所：熊本県熊本市中央区南熊本 4丁目 1番 1号 

電 話：096-375-2000 

役 割：生活支援型産業の育成、専門家派遣、販路開拓支援セミナー 

 

株式会社 肥後銀行 

代表者：取締役頭取 甲斐 隆博 

住 所：熊本市中央区練兵町 1番地 

電 話：096-375-2111 

役 割：生活支援型産業の育成、専門家派遣、販路開拓支援セミナー 

 

株式会社 熊本銀行 

代表者：取締役頭取 竹下 英 

住 所：熊本市中央区水前寺 6丁目 29番 20号 

電 話：096-385-1111 

役 割：生活支援型産業の育成、専門家派遣、販路開拓支援セミナー 

 

熊本中央信用金庫 

代表者：理事長 沼田 雄一 

住 所：熊本市中央区大江本町 1番 6号 

電 話：096-366-1112 

役 割：生活支援型産業の育成、専門家派遣、販路開拓支援セミナー 

 

 

熊本第一信用金庫 

代表者：会長 森本 孝 

住 所：熊本市中央区花畑町 10番 29号 

電 話：096-355-6111 

役 割：生活支援型産業の育成、専門家派遣、販路開拓支援セミナー 
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玉名商工会議所 

代表者：会頭 平野幸人 

住 所：熊本県玉名市高瀬 290-1 

電 話：0968-72-3106 

役 割：生活支援型産業の育成、体験型観光のメニュー開発と観光産業の育成、 

販路開拓支援セミナー、商談会展示会出展 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

玉

名

市

商

工

会 

生活支援産業の育成 

体験型観光のメニュー開発

と観光産業の育成 

事業計画作成、経営革新、創業

支援、事業承継セ、販路開拓ミ

ナー、商談会展示会 

商工会連合会 

玉名地域振興局 

産業技術センター 

よろず支援拠点、 

産業人材強化支援センター、

熊本県商工金融課 

市企画経営課・コミュニティ

推進課・商工観光課・文化

課・６次産業推進室 

熊本県立大学 

九州看護福祉大学 

玉名観光協会 

玉名温泉観光旅館協同組合 

玉名物産振興会、JAたまな 

JF、玉名ブランド協議会 

県物産振興会 

信用保証協会 

地域金融機関 

玉名商工会議所 

地域活性化委員会


