
経営発達支援計画の概要 

実施者名 上天草市商工会 

実施期間 平成２７年１０月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

（１）基幹産業である観光産業の振興支援  

①消費を拡大する観光商品・サービスの開発支援 

  ②売上げにつながる観光商品・サービスの販売促進支援 

  ③小規模観光関連事業者への波及効果の発揮 

  ④組織的・地域的連携支援 

（２）生活支援産業(食品加工業・内航海運業・建設業等)の振興支援 

①売れる商品・加工商品の商品開発支援 

②売れる商品・加工商品の販路拡大支援 

③海運業の活性化 

④建設業の活性化 

（３）小規模事業者を引っ張るモデル企業及び小規模事業者の育成 

①業種内のリーダー企業を育成する 

  ②リーダー企業の育成により各業種の小規模事業者のボトムアップを図る

事業内容 

（１）経営発達支援事業の内容 

①地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 ・観光産業・生活関連産業の業界動向 

 ・管内事業者の売上、利益当地域業況など 

②経営状況の分析に関すること【指針①】【指針③】 

 ・収益性・安定性・将来性等の経営指標との比較分析 

 ・経営資源や経営機能の強み・弱み等内部経営環境、経営動向や競合状況分

析等外部分析経営環境 

③事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 ・分析結果等に基づいた事業計画策定支援 

 ・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 

 ・短期事業計画、中期事業計画策定支援 

 ・相談環境の整備 

④事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 ・事業計画の進捗状況の把握 

 ・事業計画実現に向けた新たな方策等の支援 

⑤需要動向調査に関すること。【指針③】 

 ・観光産業、生活支援産業の実態調査等 

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】 

 ・新商品開発支援（回遊コース、ご当地グルメ） 

 ・生活支援商品開発（６次産業化による加工食品等） 

（２）地域経済の活性化に資する取り組み 

（３）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み 

連絡先 

上天草市商工会（本所企画事業課） 

〒８６１－６１０２ 

熊本県上天草市松島町合津４２７６番地８２５ 

電 話 ０９６９－５６－０２４４    

ＦＡＸ ０９６９－５６－１４０９ 

Ｅmail  kamiamakusashoko@honey.ocn.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、上天草市の概要 

（１）位置と地勢 

  上天草市は、熊本県の西部、有明海と八代海が接する天草地域の玄関口に位置し、大

小約６８の島々で構成されており、総面積は１２６，１５平方キロメートルである。当

市は、ほぼ全体が雲仙天草国立公園に含まれ、日本三大松島の一つにあげられる天草松

島の風景や龍ヶ岳・白嶽をはじめとする九州遊歩道（観海アルプス）からの眺望など、

景勝地として昭和４１年の天草五橋開通以来、多くの観光客が訪れる地域である。当市

の気候は、年間を通して比較的に温暖である。 

（２）人口の現状 

①人口・世帯数 

 当市の人口は、少子・高齢化により、新市施行後最初の国政調査である平成１７年で

は３２，５０２人、平成２２年国勢調査では、２９，９０２人と年々減少が認められ、

過去５年間の人口減少は、２，６００人（８，０％）にも及んでいる。平成２７年６月

３０日現在の人口は、総数２９，３０３人、男性１３，８０７人、女性１５，４９６人、

世帯数は１２，０９２世帯である。 

②生産年齢人口 

 当市の生産年齢人口は、平成１７年国勢調査では、１７，９９３人（５５，３％）、

平成２２年国勢調査では、１６，２９７人（５５，６％）となっており、過去５年間で

１，６９６人（９，４％）も減少している。 

③高齢化率 

 当市の６５歳以上の高齢者が人口に占める割合を示す高齢化率は、平成１７年国政調

査では、県内市町村平均２３，７％に対し、当市は３０，５％と平均を６，７ポイント

上回り、平成２２年国勢調査では、県内市町村平均２５，６％に対し、当市は３３，０

％と平均を７，４ポイント上回り、県内市町村平均を上回るスピードで当市の高齢化率

が進行している。なお、０歳～１４歳までの人口の占める割合も、平成１７年国政調査

１４，２％、平成２２年国政調査１２，４％と減少傾向にある。 

 

２．上天草市の産業の現状 

（１）産業構造 

日本三景の松島に相当する・島・沿岸の自然景観、海産物や温泉などの観光資源を活

かした旅館業等の観光サービス業を中心とした観光産業・海運業及び農林水産業が地域

の基幹産業として､上天草市の経済や雇用を支えている｡ 

上天草市の観光サービス業や海運業などの事業者数・売上高・就業者数を下表に示す。

①産業別事業者数・売上高・就業者数 

上天草市 事業所数
小規模 

事業者数
会員数 就業者数 売上高(百万)

Ａ～Ｂ農林 78 66 27 216 2,140

Ｃ鉱業、採石業、砂利採取業 15 10 7 61 1,598

Ｄ建設業 254 240 163 849 8,882
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Ｅ製造業 126 111 73 1,088 8,261

Ｆ電気・ガス・熱供給、水道業 － － － － -

Ｇ情報通信業 1 － － 1 ×

Ｈ運輸業、郵便業 171 154 128 875 9,948

Ｉ卸売業、小売業 431 405 340 1,360 18,444

Ｊ金融業、保険業 10 9 8 12 65

Ｋ不動産業、物品賃貸業 69 53 14 110 264

Ｌ学術研究、専門・技術サービス業 13 11 8 33 128

Ｍ宿泊業、飲食サービス業 188 162 135 912 4,251

Ｎ生活関連サービス業、娯楽業 127 107 76 354 1,002

Ｏ教育、学習支援業 24 17 5 41 91

Ｐ医療、福祉 63 42 7 1,279 6,403

Ｑ複合サービス事業 13 12 1 41 174

Ｒサービス業（他に分類されないもの） 63 49 35 384 2,169

        計 1,646 1,448 1,027  

 

②上天草市の観光の状況 

主に下記の滞在型観光やヘルスツーリズム等を核とした交流人口の増加を図る地域活

性化としての上天草市の観光の状況は以下の通りである。 

 島・沿岸の自然景観、海産物や天然温泉などを活かした滞在型観光 
 韓国・台湾からの外国人観光客の宿泊誘致にもつながっている「九州オルレ」やオ
フシーズンの集客を目指している「天草パールマラソン」「上天草市トレッキング」

「しおかぜウォークラリー」などの健康体験メニュやイベントのヘルスツーリズム

これらの取り組みにより、平成２４年１月～１２月までの上天草市の観光客総数は、８

万人増の１３７万となっている。その内訳は、宿泊客が１万２千人増の２３万６千人（対

前年比５．４％増加）日帰り客は、７万５千人増の１１３万３千人（対前年比７．１．％

増加）と観光客は増加傾向にある。 

 

③創業・廃業の状況（上天草市商工会員の状況） 

年  度 創  業 廃  業 

平成２４年度 ４ ４１ 

平成２５年度 ４ １９ 

平成２６年度 ６ ２７ 

平成２７年度８月迄 ６ １０ 

 

 

（２）産業特性と産業振興のこれまでの取組み 

１）観光産業振興の取組み 

上天草市行政及び当商工会の取り組みは、裾野が広い産業であり上天草市地区内の基

幹産業ともいえる観光産業を重点的に対象としたものであり、観光関連産業を構成する

各業種ごとの取り組みの成果や現状を整理すると以下のとおりである。 
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①運輸業については、観光客の足として、天草市本渡や宇城市三角を結ぶ定期航路「天

草宝島ライン」の運営事業所がイルカクルージングやＪＲ九州特急「Ａ列車」との連

携した新たな旅行業務に取り組むなど経営面でも自立している。また、隣町である宇

城市三角町とで観光客の回遊を支援する観光循環バスが運行され、広域観光効果が期

待されている。 

②宿泊業については、市内でも比較的規模の大きいホテル・温泉旅館８社は独自の営業

活動により安定した経営を行っている。一方地区内の小規模の旅館・民宿である約３

５社は団体客が年々減少傾向にあり、個人客・家族や小グループでの宿泊やスポーツ

合宿の誘致を進めており、商工会としても市行政・観光協会等と連携しながら、市内

での滞在時間を増やし、経済波及に結び付けていく対策を講じているところである。

③小売業・飲食業については、上天草市特産品である農産物・水産物・加工品を取り扱

う土産品店や物産館・製造元での販売業者を核として活発な活動を営んでおり、各地

区の旅館組合や飲食店組合等と連携を図り、接客サービス講習会の実施や新たな人材

を育てる後継者育成事業等にも力を入れている。 

④農林水産物加工販売業については、農林水産業者と地区内小規模事業者が協力して商

品の開発などを行う「農商工連携」「６次産業化」の取組みが注目され、進められて

いる。特に、上天草市では、農林水産物の付加価値を高め、所得の増大を図るため、

３Ｄフリーザー等の機器を備えた「農林水産物加工品開発研究センター」が整備され、

上天草市で産出される農林水産物を活用した新しい加工品を開発し、上天草市オリジ

ナルブランドとして広く市内外に対し販売を促進する取り組みがなされている。 

その取り組み主体として、腰の強い地場産業を創出し、地域経済全体の活性化に繋

げていくことを目的として、上天草市・上天草市議会・上天草市商工会・天草四郎観

光協会・ＪＡあまくさ・天草漁協・天草地域森林組合・大矢野酪農業協同組合等が連

携して「農林水産物ブランド推進協議会」が平成２２年１２月に発足し活動している。

 

２）生活関連産業振興の取組み 

市内の生活者を支えかつ市外の消費者や観光客への販売により、地産地消など市内への

再循環を生み出す下記の産業の取り組みの成果や現状を整理すると以下の通りである。

① 海運業・造船業：上天草市は全国でも内航海運事業者が多いことで知られている。
事業者数もバブル経済時期に大きく減少し現在も減少が続いており、現今、海運事

業者 114、船舶数 148 隻、船員約 600 名となっている。現在営業している内航海運業

者も熊本近辺での運行は無く、瀬戸内海や関西を中心に全国で船舶を運航させてい

る。事業者の大半は一杯船主であり家族経営を行っている小規模事業者である。内

航海運は船員の高齢化が言われて久しく 60 代 70 台の船員も多く課題である。海運

業の年間売上は約 100 億あり上天草市全体の 15.7％を占める重要な産業である。造

船業は、船舶法に基づく許可造船所として新造船の建設を行う事業者が１社、漁船

やプレジャーボートを製造する船艇製造・修理業が５社存在し、多くの雇用を生ん

でいる。 

② 食品加工業：漁業の就業者は約 850 人と 6 年で 19％減少しているものの、海面養殖
業の技術の進歩及び養殖エリアの拡大により年間生産額は8年前の65％増の38億円

となっている。海産物の加工は古くから行われ「乾燥わかめ」「いりこ」「ちりめん」

の加工は現在も行われている。養殖業以外でも漁獲量の 73％を占めるコノシロは全
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国第 1 位で約 3 割のシェアをしめる。関東地方で出世魚といわれ成長段階に応じ呼

び名が変わるコノシロの幼魚コハダは酢締めしたものが寿司ネタとして珍重される

ため、酢締め加工し出荷されている。天草漁協は、天然の鱧を加工し[黄金のハモ」

としてブランド化し、骨切りした鱧の冷凍加工を行っている。 

一方、養鶏や養豚の畜産業も盛んで、天草大王や梅肉ポークとしてブランド化され

ており、その加工品も特産品として市内外に出荷している。 

③ 建設業：平成 21 年 258 社あった事業者が平成 24 年には 226 社と 11％減少した。23
年度生産額は 41 億で逓減している状況である。当市ならではの特色として、港湾土

木の下請けに従事する小規模事業者も 10 社ほどある。 

 

（３）上天草市行政の産業振興の取組み 

上天草市行政において、平成２６年４月策定された「上天草市第２次総合計画」に基

づき、未来に向けて輝く「産業」づくりのため、重点戦略として、以下の二つのまちづ

くりの戦略目標があげられ、１０年計画で取り組みが進められつつある。 

（１）観光需要と観光消費を拡大する観光ブランド力を発揮する「産業」づくり 

 ①訪れたくなる「上天草ブランド」の魅力の強化と発信 

 ②消費を拡大する観光商品・サービスの開発 

（２）農林水産物の売れるブランド産品・加工商品開発・販売による「産業」づくり 

 ①農林水産業の生産基盤の強化 

 ②市場や観光サービスを捉えた売れる商品・加工商品の開発と販路拡大 

 

（４）上天草市商工会の産業振興の取り組み 

上天草市商工会では、これまでに観光商品の開発など観光需要の拡大や観光客誘致等

の販売促進など観光関連産業の振興を重点的に、上天草市行政・天草四郎観光協会・そ

の他の経済団体と連携をとりながら、地区内小規模事業者の活性化のため、以下を商工

会の独自事業として実施してきた。 

（１）小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業（本体事業 1年目平成 25 年度）

「おもてなしを極めるプロジェクト」 ～市民３万人おもてなし部隊づくり～ 

（２）地域づくり夢チャレンジ推進事業（県補助事業：平成 26 年度） 

「美しい天草」「花のおもてなし」をテーマに、市内の植樹帯への花の植栽を通じ、

景観の向上を図ることで、観光客の増加・観光産業の発展を目的に実施。 

（３）地域内資金循環等新事業開発検討事業（全国連補助事業：平成 26 年度） 

観光客の満足度アップ、リピーター・ファン増加を目指し、質の高い案内人の育成な

どにより有料案内を事業化。 

（４）離島人材育成基金助成事業（日本離島センター助成事業：平成 26 年度） 

文化イベントのある夏休みのリゾートアイランドづくり、寺子屋等短期内地留学の受

け入れ体制の仕組みづくりによる離島である「湯島」観光の新たな常連客の創出 

（５）上天草検定事業（平成 26 年度） 

市民が地元を学び、観光客への情報提供、案内など「おもてなし」向上につなげ、子

どもたちにも郷土愛を育み、全国で上天草のファン作りを目指し、上天草の歴史・風

土等に関する検定を実施。 
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３．上天草市産業振興の今後の課題 

（１）観光産業 

観光産業においては、取り組みが前島・宮津地区を中心とした新たな観光拠点整備を

活かす観光サービス・販売拡大策の展開、観光資源のＰＲ・イメージアップの強化等観

光需要と観光消費を拡大する観光ブランド力を発揮する「産業」づくり（地域ブランド

産品・加工商品開発及び販売も含む）が課題としてあげられる。 

当市の観光産業振興のテーマごとに、強み・弱みや今後の課題を整理すると、下表の

とおりである。 

テーマ 強み 弱み 今後の課題 

共通 ・豊富な経営資源 ・観光振興中心の

取組み 

・小規模事業者へ

の支援不足 

・観光産業振興の視点 

・小規模事業者の視点 

・地域性の訴求 

・個客・少人数向け観光

商品の創出 

①消費を拡

大する観光

商品・サービ

スの開発支

援 

 

・農水産資源が豊富 

・地域観光資源として

の宿泊機能が充実 

・観光資源(海、ﾏﾘｰﾚｼﾞ

ｬｰ、食材)が豊富 

・滞在型観光(女子旅、

ｵﾙﾚ等)の取組み推進 

・ 情報発信・提

供の不足 

・団体客中心 

・日帰り客中心 

・多様な観光客層

・調査・分析不足

・特産農水産物の付加価

値商品の開発 

・個客・少人数向け観光

商品及び滞在型観光商品

・競合調査・分析の徹底

 

②売上げに

つながる観

光商品・サー

ビスの販売

促進支援 

・新たな観光集客拠点

の整備の推進 

・海外観光客の増加 

・近隣の世界遺産認定

等による新たな観光の

発 

・調査分析による

計画的支援の不

足 

・情報発信力不足

・団体客中心 

・日帰り客中心 

・情報発信力の強化 

・ＢtoＣ販促機会の創出

・生産拠点・販売拠点の

強化 

③観光関連

小規模事業

者への波及

効果の発揮 

 

・リーダー企業の自立

と強固な繋がり 

 

・観光産業構造が

曖昧で関連性が

不明 

・小規模関連事業者への

波及効果・成果の明確化

・産業連関分析 

・リーディング小規模事

業者及び経営者の育成 

 

④組織的・地

域的連携支

援 

・６次産業化の取り組

みが活発 

・組織的・地域的

連携不足 

・地域内連携による商品

開発及び地域セールス 

・地域外連携による観光

商品等の開発と販売促進

支援 

・農商工連携・６次産業

化支援 
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（２）生活関連産業 

衣食住などの生活支援の商・工・サ－ビス業においては、雇用対策・企業誘致の強化

として、上天草市の製造業企業で構成される上天草市工業会や上天草市が、企業誘致や

U ターン者受け入れ、ふるさと納税等「郷里に寄与する」ことを目的とした上天草市出

身者の交流を図る団体である上天草市郷友会等の市内外の幅広い交流による企業誘致

と異業種連携による新たな産業・技術開発、若手起業家育成に向けた支援及び起業化、

地域商店の維持・確保等が課題としてあげられる。 

農林水産業関連においては、観光産業や生活支援産業の食関連産業を支える地域資源

としての農林水産物の提供を行うにあたって、農業・漁業の生産基盤の確保・拡大や農

業・漁業の担い手の育成、食産業の源流である農林水産物の売れるブランド産品・加工

商品開発・販売による「産業」づくり、更に農商工連携や６次産業化による付加価値の

創出等が課題としてあげられる。 

また、地域の住環境整備等を担う「建設業」においては、公共事業減少による売上減

が進み多角化や第２創業への取り組みが課題としてあげられる。 

なお、地域の消費経済を支え、地域経済循環の担い手である海運業は、取引拠点の海外

移転に伴い運搬量が減少しており事業多角化等の支援が必要である。 

 当市の生活関連産業振興のテーマごとに、強み・弱みや今後の課題を整理すると、下

表のとおりである。 

テーマ 強み 弱み 今後の支援課題 

① 売 れ る 商

品・加工商品

の商品開発 

・豊富な農水産素

減 

・６次産業化の取

組みの推進 

・ 顧客目線の認識

不足 

・調査分析による計

画的支援の不足 

・連携の弱さ 

・顧客視点での商品開発 

・調査分析･計画策定支援

・６次産業化等による商

品開発・加工の効率的分

業化・専門化の取組み 

② 売 れ る 商

品・加工商品

の販路拡大 

・６次産業化の取

組みの推進 

・顧客目線の不足 

・調査分析による計

画的支援の不足 

・販売力不足 

・閉鎖型商圏 

・顧客視点での販路開拓 

・調査分析･計画策定支援

・独自のチャネル開発 

・地域商社化 

 

③ 海運業の

活性化 

・地域の消費経済

を支え、地域経済

循環の担い手 

・取引拠点の海外移

転に伴い運搬量が減

少 

・事業継承･第二創業･経

営多角化 

④ 建設業の

活性化 

・地域の住消費を

支え、地域経済循

環の担い手 

・公共事業減少によ

る売上減等市場狭小

化 

・多角化、事業承継支援 

 

４．経営発達支援事業の目標・方針 

 上述のような地域の強み等を活かした上天草市観光産業振興取り組みの現状、課題を

踏まえて以下の目標を設定し、経営発達支援事業の取り組みを行うこととする。 
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【経営発達支援事業の取り組み目標】 

商業、サービス業等では、「観光産業振興」と「生活支援産業振興」の両方の観点か

ら、来街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。 

 

１）基幹産業である観光産業の振興支援  

観光産業振興の視点及び小規模関連事業者の視点での観光客を対象として交流人口

を増加させる地域性のある取り組みを基本とする。 

①消費を拡大する観光商品・サービスの開発支援 

・特産農水産物の付加価値商品の開発 

・滞在型観光商品の開発 

・市場分析・競合分析の実施による市場のセグメントを図る 

・競合調査・分析の徹底による商品の差別化・新規性を図る 

 

②売上げにつながる観光商品・サービスの販売促進支援 

・情報発信力の強化を図る 

・ＢtoＣ販促機会の創出 

・生産拠点・販売拠点の強化 

 

③小規模観光関連事業者への波及効果の発揮 

・観光産業連関分析による小規模関連事業者への波及効果・成果の検討 

 

④組織的・地域的連携支援 

・地域内連携による商品開発及び地域セールス 

・周辺市町村との地域外連携による観光商品・サービスの開発と販売促進支援 

・一次産業と商工業との連携による農商工連携・６次産業化支援 

 

２）生活支援産業(食品加工業・内航海運業・建設業等)の振興支援 

市民生活を支援する衣食住との関連産業との売上拡大を図る。 

①売れる商品・加工商品の商品開発支援 

・６次産業化等における商品開発・加工の効率的分業化・専門化の取組みによる商品づ

くり 

・顧客視点での商品開発 

 

②売れる商品・加工商品の販路拡大支援 

・物産館の地域商社化支援 

・顧客視点での販路開拓支援 

 

③海運業の活性化 

・事業継承･第二創業･経営多角化の支援 
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④建設業の活性化 

・多角化、事業承継支援 

 

３）小規模事業者を引っ張るモデル企業及び小規模事業経営者の育成 

  （海運業・食品加工業・旅館業・土産品販売業・飲食小売業・建設業・製材業） 

①業種内のリーダー企業を育成する 

  ②リーダー企業の育成により、各業種の小規模事業者のボトムアップを図る 

  ③本事業の取り組み支援を通して、継続経営ができる小規模事業経営者の育成を 

図る。 

 

【目標達成のための方針】 

 上記の目標を達成する小規模事業者支援の取り組み方針として、以下に示す。 

１） 経営力の強化 

・現状把握(調査･分析) 

・目標設定と計画策定 

・計画実施･フォローアップ･成果の確認 

・経営者の育成 

２） 商品力の強化 

・新商品開発の需要開拓 

３） 販売力の強化 

・需要動向調査 

・販路開拓の需要開拓 

４） 地域経済活性化 

・連携取り組み 

・地域経営視線 

５） 支援力の強化 

・商工会の支援体制 

・経営指導員等の資質向上 

・連携(域内･域外)の強化 

６） 継続と新たな取組み 

・これまでの改善取り組みの継続性 

・ＰＤＣＡサイクルによる取り組み 

 

当事業の取り組みにおいては、熊本県、上天草市、地元経済団体、地域金融機関その

他の支援機関と連携し、元気な観光サービス業関連の地区内小規模事業者の経営力向

上、農商工連携によるオリジナルブランドの生産及び販路拡大、販売促進等を継続して

支援すると共に、併せて後継者育成や創業支援も指導していきたい。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成２７年１０月１日～平成３２年３月３１日の５年間 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（調査目的） 

  情報収集力の弱さから経営戦略等が定まっていない小規模事業者に対し、収集・分

析した地域の経済動向に関する情報を発信し共有を図り、経営への活用を支援する。

また、商工会の経営指導員等の各小規模事業者の支援においても、把握した地域の経

済動向情報を活用する。 

（調査項目） 

 ・観光産業・生活関連産業の業界動向 

・管内事業者の売上、利益等地域業況 など【指針③】 

・世界・日本・九州・熊本県などの経済動向 

（調査対象者） 

 ・主要産業である「観光関連産業」においては、市内４地区（大矢野・松島・姫戸・

龍ヶ岳）の、宿泊関係（３６事業所）、飲食関係（７０事業所）、レジャー関係（１

６事業所）、物販・お土産関係（３６事業所）、交通アクセス関係（６事業所） 

 ・生活支援産業においては、食品加工業（２５事業所）内航海運業（１００事業所）

建設業(１９０事業所) 

・その他の関連（１３事業所）の小規模事業者を対象  

（調査の手段等） 

 ・地域内の小規模事業者等への巡回時やセミナー開催時に業種別、地域別のアンケー

ト調査・ヒヤリング調査を行い情報収集を図る。【新規取組み】 

・経営環境情報については、日経テレコンを活用し、全国ＰＯＳデータを参照しなが

ら情報収集し、売上増等を目指す小規模事業者へ情報提供を行う。【指針③】【既存

取組みの改善】 

 ・株式会社日本統計センターの市場情報評価ナビのサービス情報を活用し、的確な 

  商圏を把握し、効果的な事業展開の指導に活用する。【指針③】【新規取組み】 

・九州や県の観光協会などからの情報収集、更に地域の経済動向については、上天草

市、天草四郎観光協会、地元経済団体等と連携し情報収集を図る。【既存取組みの

改善】 

（調査結果の活用方法） 

 ・調査結果を巡回訪問及び窓口相談で伝えるとともに、商工会のホームページを通じ

て地域小規模事業者に毎月公表する。 

 ・経営状況の分析及び事業計画の策定支援などにおいて活用する。 

（数値目標） 
支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度  

アンケート調査 未実施 １００ ２５０ ３００ ３２５ ３５０
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ヒアリング調査 未実施 ２０  ４０ ４５ ５０ ５５

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者が持続的発展を図るためには、経営状況や事業者が持つ強みや弱みな

どについてしっかりと把握する必要がある。しかしながら実際には、限られた経営

資源（人、モノ、金、情報）の中で日々の経営を行っている小規模事業者には時間

的余裕も経営分析等に関するノウハウも持ち合わせていないのが実情である。 

 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、経営状況の分析支援を行う程度で、計画的に十分

に経営状況の分析支援を行ってきたとは言えない。 

(分析目的) 

当事業により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、事業

面や財務面などから経営状況分析を基に、問題・課題の把握とその解決策を見出し、

経営計画等の策定支援等により、観光関連及び生活関連産業分野の小規模事業者の

経営力向上・販売力強化・売上高の増加を図り、持続的な経営が可能な収益増加を

目指す。 

（分析項目） 

 ①財務務分析等財政ＤＤ 

 ・収益性・安定性・将来性等についての経営指標との比較分析 

・製造業・建設業に関しては製造原価の把握と原価率や生産性等の分析 など 

 ②事業ＤＤ 

・経営資源や経営機能の強み・弱み等内部経営環境 

・経営動向や競合状況分析等外部経営環境  など 

（支援対象事業者） 

 目標に掲げた観光関連産業及び生活関連産業分野の重点小規模事業者 

（支援対象事業者の掘り起し） 

（１）経営指導員等による巡回や、金融相談等で窓口へ来られる事業者の中から経営計

画策定の対象となる観光関連産業等の小規模事業者をピックアップしていく。

【既存取組みの改善】 

（２）観光関連産業等を対象とした経営革新・経営改善セミナー開催により、経営計画

策定取り組みの小規模事業者を掘り起こしていく。【既存取組みの改善】需要動

向調査を行った事業所に対して、市場調査の結果等を踏まえ、需要を見据えた事

業計画の策定支援を行う。【既存取組みの改善】 

（３）セミナーや巡回訪問により発掘した事業計画書策定に意欲がある小規模事業者を

対象とした個別相談会を開催し事業計画書の完成を目指す。【新規取組み】 

（４）創業予定者を対象とした創業セミナー開催により、経営計画策定取り組み小規模

事業者を掘り起こしていく。【既存取組みの改善】 

（分析の手段等） 

 ・経営指導員及び経営支援員の相談業務やセミナー等によりピックアップした、分析

の対象となる小規模事業者の経営状況等を把握し、専門知識を有する県連エキスパ

ート事業登録のコーデイネーターと連携することで取扱商品、売上目標、販売促進

費用、労務面・収益等の項目を元に、上記の分析項目等の経営分析を行う。【指針①】
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【既存取組みの改善】 

 

（調査結果の活用方法） 

・事業計画策定等の支援において活用する。 

 （数値目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

需要動向に関する情報収集、

分析件数（※） 

未実施 20 50 60 70 80

個店の巡回訪問指導件数 250 260 270 280 290 300

セナー開催回数 ４ ５ ５ ６ ６ ６

経営分析件数 ５ ６ ６ ７ ７ ７

  （※）ピックアップした事業者の商品・サービスに関する需要動向 

 

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。観光関連サービス事業者が経営課題を解決

するため、経営分析、需要動向調査等の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び上天草市、

県連合会等とも連携し、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展

を図る。 

（支援目的） 

  小規模事業者にとって、短期・中期の売上計画・生産計画・資金計画、収支計画等

の事業計画を策定することにより、経営方針・目標等の明確化による金融機関等から

の信用力の向上や、計画に基づき実状に合わせた伴走型支援を行うことで、経営力の

向上を図り、持続的な経営発達を支援する。 

（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 

（４）相談環境の整備 
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（支援対象事業者の掘り起し） 

（１）上記２．経営状況の分析を行った事業所に対して、その分析結果を基に事業計画

の策定支援を行う。 

（２）需要動向調査を行った事業所に対して、市場調査の結果等を踏まえ、需要を見据

えた事業計画の策定支援を行う。 

（３）観光関連産業等を対象とした経営革新・経営改善セミナー開催により、経営計画

策定取り組みの小規模事業者を掘り起こしていく。【既存取組みの改善】 

（４）経営指導員等による巡回や、金融相談等で窓口へ来られる事業者の中から経営計

画策定の対象となる観光関連産業等の小規模事業者をピックアップしていく。 

【既存取組みの改善】 

（５）セミナーや巡回訪問により発掘した事業計画書策定に意欲がある小規模事業者を

対象とした個別相談会を開催し事業計画書の完成を目指す。【新規取組み】 

（６）創業予定者を対象とした創業セミナー開催により、経営計画策定取り組み小規模

事業者を掘り起こしていく。【既存取組みの改善】 

（支援手段・方法） 

（１）地域の経済動向特徴に則した事業計画の策定や資金計画等の各種支援を行ってい

く。【既存取組みの改善】 

（２）創業（予定）者は、勤務しながらの状態で計画をしているケースが多いため、創

業相談窓口を月に１回、日曜日に開催することで、相談しやすい環境を整備し創業者

支援を行っていく。【既存取組みの改善】  

 （数値目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

セミナー・説明会開催回数 ４ ６ ８ ８ １０ １

事業計画策定事業者数 ３５ ４０ ４５ ５０ ５５ ６０

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 事業計画を策定している事業者でも、特に創業者はその後、計画と実際の比較やその

後の対策へ事業計画を活用しているケースは少ない。 

 上記３．事業計画策定支援を行った事業所に対して、計画の進捗状況を把握していく

ことの重要性を理解していただき、状況に応じた計画の変更や、計画実現に向けての新

たな方策について支援を行っていく必要がある。 

（支援目的） 

 小規模事業者にとって、事業計画策定後の実際の経営との比較やその後の対策等によ

る計画実現に向けた支援を行い、経営力向上を図る。 

（支援項目） 

（１）事業計画の進捗状況の把握 

（２）事業計画実現に向けた新たな方策等の支援 

（３）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 

（支援手段・方法） 

（１）事業計画策定支援を行った事業所に対して、指導員等の定期的（４半期に一度）
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な巡回により計画の進捗状況を把握し、状況に応じて再計画支援や課題への対策に

ついて支援を行っていく。【既存取組みの改善】 

（２）創業者に対しては、指導員等の定期的（４半期に一度）な巡回により計画の進捗

状況を把握すると共に基本的な記帳状況や資金繰り等経営の基礎的な点も含めた

フォローを行っていく。 

（３） 計画を遂行するため、熊本商工会連合会・ミラサポの専門家派遣事業を活用し、

専門家の協力のもと計画達成に向けた支援を実施する。【既存取組みの改善】 

（４） 小規模事業者の持続的発展を支援するため、日本政策金融公庫の融資制度「小

規模事業者経営発達支援融資制度」「経営改善資金融資制度」の融資実行及びフォ

ローアップを実施する。【既存取組みの改善】【新規取組み】 

（５） 事業計画策定後に、国・県・市、熊本商工会連合会ミラサポ・よろず支援拠点

等の行う補助事業・支援策等について、商工会連合会の広報、巡回指導時、ホーム

ページ、ソーシャルメディアを活用して積極的に周知し、活用を促す。【既存取組

みの改善】 

（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。 

（数値目標） 

項目      年  現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

事業計画策定後支援事業所数 未実施 30 件 30 件 30 件 30 件 

創業者事業計画策定後支援数 未実施 10 件 10 件 10 件 10 件 

小規模事業者経営発達支援融資制度 未実施 ２ ３ ３ ４ 

第２マル経融資の積極的活用 未実施 ２ ３ ３ ４ 

小規模事業者持続化補助金申請 ３２ ３５ ３５ ４０ ４０ 

ものづくり補助金申請 ０ １ １ ２ ２ 

創業補助金申請 １ １ １ ２ ２ 

周知によるフォローアップ件数 ５０ １００ １５０ １８０ ２００ 

（実績)平成２６年４月～平成２７年７月までの各種認定及び補助金申請支援件数 

    創業補助金                       １件 

    小規模事業者持続化補助金               ３２件 

    小規模事業者経営改善資金                ８件 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」としてユネスコ推薦が決定している天草市の﨑

津集落。また世界遺産に登録された「九州・山口の近代化産業遺跡群」の一つである宇

城市三角町の三角西港。この２つの世界遺産に囲まれ、かつ日本ジオパーク構想に認定

された「天草ジオパーク（※）」に位置する上天草市においては、日本国内外からの観

光客が増加していく追い風と考えられことより、宿泊・飲食・物販・お土産品業者等、

観光サービス関連事業者が、現在、どのような対応をしているのか、更に今後どのよう
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に展開していくかを調査し、観光客等来街者の需要動向調査を行う。 

 併せて、地域住民に対して生活消費の需要動向調査を行う。 

 

※「日本ジオパーク」：特徴ある地質や地形による自然公園「ジオパーク」構想で、「天

草ジオパーク」（天草全島：天草市・上天草市・苓北町）が平成２４年８月２８日、日

本ジオパーク委員会（ＪＧＣ）から「日本ジオパーク」に認定された。 

 

（調査目的） 

国・県・市による各種統計等により把握できない上天草市内の「観光産業」、「生活支

援産業」の需要等実態を把握、今後の地域経済の活性化に資する取組み等に活用する。

（調査項目） 

（１）「観光産業」「生活支援産業」の実態調査 

（２）商圏調査・分析、市場調査・分析 

（３）消費者ニーズ・ＣＳ動向調査 

（４）観光客ニーズ・ＣＳ動向調査 

（５）商品・サービスの認知度、購入実績（一回あたりの購入数量、一回あたりの購入

金額、頻度など）、購入者属性（年齢、性別、世帯種別、居住地域など）など 

（調査手段） 

（１） 観光協会と連携して、ホテルや旅館、観光施設利用者に対し、アンケート調査 

    を行い、需要の動向を把握する。 

（２） 上天草市と連携して、県外客のニーズを把握するため福岡等での観光 PR 活動と

  併せて、観光産業に関する調査を行う。 

（３） アンケートやヒアリング等による地域住民のニーズを把握する。 

（活用方法） 

（１）各種調査で得られた結果を分析し、その結果を事業者や連携する各種団体等と共

有することで、今後の経営に役立てる。 

（２）各種調査で得られた結果を当所ホームページにて情報提供する。 

（実施者） 

（１） 経営指導員及び経営支援員。必要に応じて専門家を活用する。 

（数値目標） 

  

 

  

 

 

項目       年 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

1.観光客の需要動向調査回数（市内） 未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 

2.観光潜在需要調査（県外） 未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 

3.商店街実態調査 １回 - - １回 - 



１５ 
 

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】 

  地域における農林水産物の生産・加工食品開発・販売を拡大するため、展示会、商

談会を開催し、需要動向調査分析結果などを参考に市場や観光ニーズを捉えた産品・

加工商品の開発と販路拡大等の農商工連携と６次産業化を推進する。 

上天草市農林水産物ブランド推進協議会の一員として、現在、本市で産出される１

次産品及びそれらを活用した新しい加工品を開発し、本市オリジナルブランドとして

広く市内外に対し販売を促進し、消費者の支持と信頼を得ることにより足腰の強い地

場産業を創出し、ひいては地域経済全体の活性化に繋げていくよう、推進協議会が取

り組んでいる商談会にも出店すると共にターゲットに応じた商品を効果的にＰＲし、

市内外への販路開拓や拡大となるよう支援していきたい。 

（支援項目） 

１）新商品開発支援 

（１）観光商品開発（回遊コース、ご当地グルメ等） 

（２）生活支援商品開発（６次産業化による加工食品、住宅のワンストップリニューア

ルサービスなど） 

２）販路開拓、販売促進支援（観光産業（対観光客）又は生活支援産業（対市民）） 

（１） 販路開拓等のための商談会等の情報提供及び支援 

（２） 商品・サービスの情報発信 

（３） 外国人観光客受入等のための情報提供及び支援 

(支援手段) 

１）新商品開発支援 

①原価計算による適正な価格算出の支援：上天草市ブランド協議会において、使用する

材料を基にした原価計算が可能で あり、採算面でのアドバイスを行う。また、安価

な原材料の情報も豊富に有していることから、代替可能な材料の情報提供を行う。 

 

２）販路開拓、販売促進支援 

①ターゲットに応じた商品を効果的にＰＲし、市内外への販路開拓や拡大を支援 

②東アジアを主な対象とし、ニーズを踏まえた付加価値の高い商品の輸出への取組みを

支援 

③熊本市内・福岡市内において、上天草市、天草四郎観光協会と連携して展示会や観光

物産市を開催することにより、上天草市特産品の販路を開拓し「上天草市特産品」の

販路開拓と認知度の向上を図る。 

④上天草市内の各種イベント時においても、３年前より青年部による「サンセット市場」

が開催されている。また、市内飲食業者の組織よる「上天草マルシェ」（※１）も天

草五橋祭や上天草海辺の音楽祭「海音」などイベント開催時に出店し、来場者にも大

変好評である。今後とも、継続して実施し、認知度を高め実績を上げていきたい。 

⑤ＩＣＴ（※２）を活用し、事業者及び消費者へのＰＲや相互の情報交流を効果的に行

うとともに、市場のニーズを把握するためのモニター調査等を実施。具体的には、 

・ポータルサイト「マルシェ上天草」を運営し、生産者ブログ等で生産者の生の声や

商品へのこだわりを直接消費者へ伝え消費拡大を図る。  

 ・上天草ファンを増やすため、ポータルサイトのファンクラブ登録者へメールマガジ

ンを送付しタイムリーな情報提供を行い、口コミによる消費拡大を図る。また、登録
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者へのアンケート調査により消費者ニーズを把握し、商品の磨きあげや新商品の開発

に生かす。  

 ・ＳＮＳ(ソーシャルネットワーキングサービス)を利用し、生産者とバイヤーの商談

マッチングの場を提供し、農林水産物及び加工品の販路開拓、販売促進を行う。  

※１：上天草マルシェとは、上天草の良質な天然食材を素材とした特産品である「天草

大王」「梅肉ポーク」「黄金のハモ」「車海老」「真鯛」「湯島大根」などを加工販売す

るグループのこと。 

※２：ＩＣＴとは、インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー

（情報通信技術）のことで、情報通信インフラ、情報通信機器や関連ソフトなど。 

⑥２つの世界遺産に囲まれ、日本ジオパーク構想認定や九州オルレの２つの認定コース

をもつ上天草市では、外国人の観光客の増加が見込まれることより「おもてなし」や

「外国人観光客」をキーワードにしたセミナーを開催。 

⑦創業者に対する販路開拓の支援 

・上天草市の６次産業係と上天草市ブランド推進協議会が有する商品販路の情報につい

ては共有化されており、その情報については起業創業者へ提供する。 

・販路については、上天草市の６次産業推進係において開拓・拡大を続けており、新た

な販路情報についても随時提供する。 

・また、バイヤーと生産者のマッチング事業（商談会）も開催し、販路拡大支援事業を

行う。更には、上天草市ブランド推進協議会で商品開発のアドバイスや産品情報の提

供、品質安全検査の実施、パッケージデザイ製作などを支援する商品開発支援事業を

行う。 

３）需要開拓の人材や仕組みづくり 

①６次産業化への取組みを促進し事業者の資質向上を図るためのセミナー等を開催。 

②農林水産業者と加工を請け負う食品製造業者等の小規模事業者との連携の仕組みづ

くりや６次産業関係企業の進出を支援。 

③天草大王生産販売組合（姫戸町：㈲明成も組合員）が、ハラール認証を取得し、平 

成２７年３月を目途に中東など海外への出荷開始を支援。 

④食品加工機械購入、食品分析、商標出願申請、イベント参加旅費等を助成し、６次産

業化に積極的な小規模事業所を支援。 

⑤ピックアップした事業者の商品・サービスの需要動向についての情報を収集、分析し、

相談内容に応じた情報を提供する。【指針③】 

（数値目標）６次産業化における１０年間の経済効果目標額を５０億円とする。 

（上天草市試算） 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

加工開発研究センターの利用者数  ６０ ６４ ６８ ７２ ７６  ８０
６次産業化による商品開発件数   ２  ３  ４  ５  ５   ６

上天草ブランド認証件数 １０ １２ １４ １６ １８ ２０

展示会、商談会開催回数 ３ ４ ５ ５ ６ ６

バイヤー来場者数 １ １ ２ ２ ３ ３

展示会出展支援者数 ３０ ３２ ３２ ３４ ３４ ３６
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 
Ⅰ．地域活性化事業 

 これまで、地域経済活性化のため、上天草と一体で祭りやイベントを行っているが、

一過性には集客があるが年間を通じた集客ではないため、経済の活性化という面から

すると集客方法・イベントの実施方法に課題がある。 

そこで、年間を通じた集客でき地域経済の活性化に貢献し小規模事業者がビジネスと

して参加できる新たな取り組みとして、上天草市、天草四郎観光協会、ＪＡあまくさ、

天草漁業協同組合、関連事業所との「上天草地区活性化会議」を定期的に開催し、今

後の地域活性化の方向性を検討する。また、検討した地域活性化の方向性を踏まえ、

６次産業化に着目し、地域の魅力の特性を考慮した特産品開発や販路拡大を目的とし

た「上天草市特産品祭り」を開催し観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわいの

創出等による地域活性化を図る。 

（これまでの取り組み事業）  

①天草パールラインマラソン 

②キララ祭 サンライズウォーク 

③菜の花ウォーグ 

④天草五橋祭 

⑤天草四郎のふるさと しおかぜウォークラリー 

⑥上天草市とれたて市場（平成２７年３月１３～１４日・熊本市中央区花畑広場）

（取組項目） 

今後の地域の方向性を関係者間で共有化し、地域経営の視点で事業展開を図るために、

①一次産業と商工業との連携による地元特産品の提供、地域の人・歴史・文化・産業を

通じて地元住民と旅行者との交流などによる交流人口を増やしながら交流観光・滞在

型観光の振興を図り活性化を実現する。 

②上天草市６次産業推進室と連携し、農商工連携・６次産業化に取り組むリーディング

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

路の開拓を支援する。 

③意欲ある建設業者等で、特に後継者がいる事業者による積極的な住宅リフォーム事業

の共同受注事業等への参入により、生活支援による地域社会への貢献を促すことがで

きる。 

（事業内容） 

１）既存事業の改善事業 

上記のこれまでの取り組み事業のうち①～⑤については、これまでの取り組みを検

証・評価し、改善しながら継続的に取り組んでいく。 

２）新たに取り組む事業 

以下については、当事業の主な取り組みの一つである観光産業振興において、新たな

観光商品の開発と観光スポットの広域ネットワーク化である広域的なルート作成を

地域経済活性化事業の一環として、新たに取り組むこととする。 

これらの取り組みによる交流人口の増加が、観光関連産業である飲食・特産品等の物

販・特産品加工の製造などの業種の小規模事業者の収益増への波及効果を目指す。 
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 (1) 上天草市、天草四郎観光協会、ＪＡあまくさ、天草漁業協同組合、関連事業所

で構成する「上天草市地区活性化会議」において、「観光サービス業」「特産品製

造販売事業所」「農水産物生産を起点とする６次産業関連事業所」を中心としたオ

ール上天草による地域の活性化の方向性やにぎわいの創出等について検討する。 

 (2) 「観光サービス事業者」「特産品製造販売事業所」「６次産業関連事業所」のＰ

Ｒ、消費拡大を目的としたイベント・展示即売会の「特産品祭り」を、博多駅付

近、熊本市ビプレス広場・下通アーケード街等の市外において、上天草市産業雇

用創出課・観光おもてなし課、天草四郎観光協会、ＪＡ天草、天草漁協、地区内

小規模事業者と連携して実施する。 

 (3) 農業や水産業など地域農産品・水産物の生産地や農水産物を製造・加工する加

工所など、生産・加工の現場を訪問したり、生産加工体験ができる仕掛け・仕組

みを構築し、グリーンツーリズム、グリーンツーリズムを旅行商品として創出し、

それらの地域ブランド化により集客・にぎわいに繋げる。 

 

３）地域経済活性化事業の検証方法 

イベント等の地域経済活性化事業について、上天草・上天草各地区会・上天草観光

協会・道の駅出荷組合・上天草飲食店組合と「上天草地域活性化会議（仮称）」を

年１回開催し、交流人口・集客数や観光関連産業である飲食・特産品等の物販・

特産品加工の製造などの業種の収益などへの波及効果の調査結果や巡回指導の際

の下記の項目等についてのヒアリング調査結果を活用しながら、今後の地域経済

活性化事業が小規模事業者の持続的発展に繋がるための方向性を検討する。 

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。 

④参画者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。 

 （目標） 

   オール上天草の多様な事業者・市民の参加による観光産業振興の取り組みを、観

光客など交流人口の増加による地域の活性化やにぎわいの創出につなげる。 

項目 現状 27 年度 28年度 29年度 30 年度 31 年度

活性化会議開催回数  １   ４  ４   ４   ４  ４

イベント開催回数 １ ２ ２ ２ ２ ２

出展者数 ３０ ３０ ３２ ３２ ３４ ３４

 

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み 
 

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 

  上天草市地区の肥後銀行・熊本銀行・天草信用金庫・熊本県信用組合・日本政策金

融公庫・熊本県信用保証協会等の支援機関を対象とする「金融懇談会」を実施してい

るが、今後も支援ノウハウ、支援の現状、地区内小規模事業者の新たな需要の開拓を

進める支援方法について情報交換をする。また、天草税務署・南九州税理士会天草支
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部との税務指導懇談会に参画し、円滑な税務指導のための意見交換を実施する。 

  また、上天草市商工会、天草市商工会、本渡商工会議所、牛深会議所の職員が集ま

る「経営指導員会議」においても情報交換の時間を新設し、支援ノウハウ、支援の現

状、今後の小規模事業者の支援方法について情報交換を行うと共に、県連エキスパー

トバンク事業登録の専門家と連携し、天草地区内小規模事業者のニーズに対応した指

導体制を確立していく。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  全国商工会連合会が主催する研修の参加に加え、県連合会が主催する「経営革新セ

ミナー」や中小企業大学校の主催する研修に経営指導員が年間１回以上参加すること

で、売上げや利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

 「財務分析」や「労務関係」をテーマに取り上げ、「経営支援研究会」を年間１２時

間開催し、経営支援員、記帳指導員も参加し、小規模事業者の経営状況の分析結果を

組織内で経営指導員・経営支援員のノウハウを共有する。 

  若手経営指導員については、日常の指導業務において、ベテラン経営指導員とチー

ムで小規模事業者を支援すること等を通じて、小規模事業者の利益の確保へつながる

指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、職場の上司や先輩が部下や後輩に対し具

体的な仕事を通じて仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・計画的・継

続的に指導し、修得させる（ＯＪＴ）ことにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

    本年度は、熊本県中小企業診断士協会主催の小規模事業者支援のためのテーマ別人

材育成専門講座（経営革新）や一般講座（創業・事業承継）を受講し、経営革新概論、

販売・マーケティング計画の作成、法務面の知識、労務管理、経営革新計画の作成、

創業計画書作成及び創業支援のポイント、事業承継に必要な法律知識並びに税務知識

の習得を目指していくと共に、天草地区内の本渡商工会議所・牛深商工会議所・天草

市商工会・苓北町商工会に所属する経営指導員のグループ学習等により、支援事例（経

営分析のみならず、経営計画策定・そのフォローの場合を含む）について勉強会を実

施するとともに情報の共有も図っていきたい。 

 

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 

  当事業の事業評価・見直し体制として、上天草市商工会内に内部監査委員会、外部

監査委員会、見直し案検討会議を設置し、ＰＤＣＡサイクルに基づき、本計画に記載

の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行い、検証結果

に基づく見直しを行う。 

 ①外部監査を行う前に、商工会関連部会等で構成される「内部監査委員会」における

事業の実施状況、成果の評価など内部監査を実施する。 

 ②内部監査委員会での監査結果を参考に、行政や観光協会、専門家の外部有識者によ

り構成される「外部監査委員会」における、事業の実施状況、成果の評価・見直し

案の提示を行う。 

③「監査委員会」の提示を基に、経営指導員等で構成される「見直し案検討会議」で

具体的な見直し案の検討を行う。 

④「外部監査委員会」及び「見直し案検討会議」における、事業の実施状況、成果の

評価の結果、具体的な見直しについて上天草市商工会総代会へ報告し承認を受ける。
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⑤事業の成果・評価・見直しの結果を上天草市商工会のホームページ 

http://www.kumasho.or.jp/ooyano/  及び商工会報で計画期間中公表する。 

 

事業の評価及び見直しの体制は以下の通り。 

内部チェックと外部チェックの２段階の事業評価委員会により事業の評価及び見直し

を行う。 

 内部チェック体制（内部監査委員会） 
・上天草市商工会総務委員会（委員８名） 

・同 観光サービス業部会（幹事１０名） 

 外部チェック体制（外部監査委員会） 
・上天草市役所 産業雇用創出課 並びに 観光おもてなし課 

・天草四郎観光協会 

・県連エキスパートバンク事業登録の専門家 

 見直し案検討（見直し案検討会議） 
・事務局長 

・経営指導員６名 

 成果・評価・見直し承認（理事会・総代会） 
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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 

（２７年４月現在）

（１）組織体制（別紙：上天草市商工会組織図） 

本事業を実施するにあたり各事業の役割分担を以下の体制で実施する。 

 

      支援体制 

 

 

 

 支援項目 

経
営
指
導
員 

経
営
支
援
員
等

合 
 
 

計 

地域の経済動向調査 ６  ６

経営分析・需要動向調査 ６  ６

事業計画の策定・実施支援 ６ １３ １９

創業・第２創業支援 ６  ６

経営革新支援 ６  ６

販路開拓支援 ６  ６

中小企業景況調査 ６  ６

商工会報ジャーナル等による情報発信 ６ ３ ６

ホームページ・ブログ更新 ３ ３ ６

地域活性化事業 ６  ６

各支所活動支援事業の計画・実施 ６ １３ １９

他支援機関との連携及び情報交換 ６  ６

職員の資質向上 ６ １３ １９

事業の評価及び検証 ６  ６

経営指導員会議 ６  ６

 ◎各支援項目の主担当は、本所勤務の経営指導員とする。 

 ◎副担当についても、本所勤務の職員で対応し、その他の担当については、 

その項目ごとに職員を配置する。 

 ◎項目事項の推進状況に応じて、職員の体制について協議し担当を決める。 
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【事務局体制】 

  本所企画事業課    事務局長  １名 

 ・松島支所       経営指導員 ２名（企画事業課 １名、松島支所 １名）

             経営支援員 ２名（企画事業課 ２名） 

             記帳指導員 １名（松島支所  １名） 

 

  本所総務課      経営指導員 ３名（総務課 １名、大矢野支所 ２名） 

 ・大矢野支所      経営支援員 ３名（総務課 ２名、大矢野支所 １名） 

             記帳指導員 ３名（大矢野支所 ３名） 

 

  龍ヶ岳支所      経営指導員 １名（姫戸支所と兼務） 

             経営支援員 ２名 

 

  姫戸支所       経営指導員 １名（龍ヶ岳支所と兼務） 

             経営支援員 ２名 

【職員合計】 

  事務局長       １名 

  経営指導員      ６名 

  経営支援員      ９名 

  記帳指導員      ４名 

  合計        ２０名 

 

（２）連絡先 

   本所・松島支所   熊本県上天草市松島町合津４２７６－８２５ 

                電 話 ０９６９－５６－０２４４ 

                ＦＡＸ ０９６９－５６－１９４９ 

                Ｅﾒｰﾙ   kamiamakusashoko@honey.ocn.ne.jp 

                                Ｅﾒｰﾙ  matusho@mocha.ocn.ne.jp 

   大矢野支所     熊本県上天草市大矢野町上１５５９－４ 

                電 話 ０９６４－５６－０２４４ 

                ＦＡＸ ０９６４－５６－０４０９ 

                                Ｅﾒｰﾙ  ooyano@lime.ocn.ne.jp 

   姫戸支所      熊本県上天草市姫戸町姫浦２９４２－２ 

                電 話 ０９６９－５８－２１６６ 

                ＦＡＸ ０９６９－５８－２１６７ 

                                Ｅﾒｰﾙ  himedo@ruby.ocn.ne.jp 

   龍ヶ岳支所     熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸９０９－４６ 

                電 話 ０９６９－６２－１１５１ 

                ＦＡＸ ０９６９－６２－１１５２ 

                                Ｅﾒｰﾙ  ryuga@lime.ocn.ne.jp 
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事務局長　　 １名
経営指導員　６名
経営支援員　９名
記帳指導員　４名

青年部・女性部

総　代　会

会　　　員

（平成２7年４月１日現在）

　
広
報
委
員
会

委　　員　　会

　
　
青
年
部

　
　
女
性
部

　
商
業
部
会

　
工
業
部
会

上天草市商工会組織図

事　務　局

理　　事　　会 　
総
務
委
員
会

　
共
済
委
員
会

監　　　事

 
観
光
サ
ー
ビ
ス
業
部
会

部　　　会

　
運
輸
業
部
会

会　　　長

経営発達事業

　
検
証
委
員
会

経営指導員会議

経営発達推進委員会

副会長、理事
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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） 

 ２７年度 
(27 年 10 月以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 １，５５０ １，６５０ １，６５０ １，７５０ １，７５０ 

 

小規模企業 

対策事業費 

 

 

経済動向調査 

 

経営分析・需要

動向調査 

 

事業計画の策

定 

 

創業・第二創業

支援 

 

販路開拓支援 

 

地域活性化事

業 

 

金融懇談会 

 

経営指導員等 

の資質向上 

 

事業評価・見

直し事業 

 

 

  ５００ 

 

 

   ３０ 

 

   ３０ 

 

   １０ 

 

 

   ５０ 

 

    ５００ 

 

   ５０ 

 

  １３０ 

 

  ２００ 

 

 

   ５０ 

 

  ５００ 

 

 

   ３０ 

 

   ３０ 

 

   １０ 

 

 

   ５０ 

 

    ６００ 

 

   ５０ 

 

  １３０ 

 

  ２００ 

 

 

   ５０ 

 

  ５００ 

 

 

   ３０ 

 

   ３０ 

 

   １０ 

 

 

   ５０ 

 

    ６００ 

 

   ５０ 

 

  １３０ 

 

  ２００ 

 

 

   ５０ 

 

  ５００ 

 

 

   ３０ 

 

   ３０ 

 

   １０ 

 

 

   ５０ 

 

    ７００ 

 

   ５０ 

 

  １３０ 

 

  ２００ 

 

 

   ５０ 

 

  ５００ 

 

 

   ３０ 

 

   ３０ 

 

   １０ 

 

 

   ５０ 

 

    ７００ 

 

   ５０ 

 

  １３０ 

 

  ２００ 

 

 

   ５０ 

（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・国補助金・県補助金・市補助金・事業受託費 

新規会員加入推進による会費収入増、手数料徴収の増額を目指す各種共済事業の推進。

上天草市指定ごみ袋.管理業務の収益増加。事業に対する市補助金の要望。また、自主 

財源の他に、支援機関からは分担金を徴収する。更に、参画する受益者からも負担金を

徴収することで、事業費を確保していく。 

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

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

 認定支援機関が現在、個々の事業分野でのみの支援にとどまっているものを連携するこ

とで、小規模事業者の課題を解決することにより、支援機関による支援体制を充実させる。

 

①日本政策金融公庫・地元金融機関・熊本県信用保証協会と連携し、事業資金の融資斡 

 旋や経営サポート・創業指導を行なう。 

②上天草市農林水産物ブランド推進協議会（会員：上天草市・天草四郎観光協会・ＪＡあ

まくさ・天草漁協等）と観光産業関連事業所や６次産業関連事業所を支援するための連

携を行なう。 

③専門家としてのアドバイス及び事業内容のチェック体制の確立 

④上天草市創業起業支援ネットワークの活用 

 

支援機関名 役割 

上天草市商工会 上天草市内の総合経済団体、支援機関取りまとめ 

会長 山本勝美  熊本県上天草市松島町合津 4276 番地 825  ☎0969-56-0244 

㈱日本政策金融公庫熊本支店 上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支店長 藤原靖士 熊本県熊本市中央区安政町４－２２    ☎096-353-6121 

㈱日本政策金融公庫八代支店 上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支店長 内山圏志 熊本県八代市出町４－１７         ☎096-353-6121 

肥後銀行大矢野支店  上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支店長 岩原慎一郎 熊本県上天草市大矢野町上 2349-5    ☎0964-56-0142 

肥後銀行大松島支店  上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支店長 後藤康雄  熊本県上天草市松島町合津 7915-42    ☎0969-56-1133 

熊本銀行大矢野支店  上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支店長 矢田健一郎 熊本県上天草市大矢野町上 1503-1    ☎0964-56-1301 

熊本銀行松島支店  上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支店長 末永博敬  熊本県上天草市松島町合津 4276-291   ☎0964-56-1118 

天草信用金庫大矢野支店 上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支店長 大田弘典  熊本県上天草市大矢野町登立 14145-1   ☎0964-56-0129  

天草信用金庫松島支店 上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支店長 金子誠也  熊本県上天草市松島町合津 2349-5    ☎0969-56-0142 

天草信用金庫龍ヶ岳支店 上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支店長 濵﨑重光  熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸    ☎0969-62-1133 

熊本県信用組合大矢野支店 上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支店長 田村良二  熊本県上天草市大矢野町上 1498-11    ☎0964-56-0325 

熊本県信用保証協会天草支所 上天草市内の小規模事業者の金融支援 

支所長 本田祥裕  熊本県天草市今釜新町 3561        ☎0964-56-0142 



４ 
 

上天草市産業雇用創出課 上天草市内の小規模事業者への施策普及 

課長 水野博之        熊本県上天草市大矢野町上 1514    ☎0964-56-1111 

上天草市観光おもてなし課 上天草市内の小規模事業者への施策普及 

課長 大塚扶美枝   熊本県上天草市大矢野町上 1514    ☎0964-56-1111 

熊本県商工振興金融課 上天草市内の小規模事業者への助言・指導 

参事 川口 洋    熊本県中央区水前寺 6-18-1       ☎096-383-1111 

熊本県商工会連合会経営支援課 上天草市内の小規模事業者への助言・指導 

課長 伊藤誠司    熊本市中央区安政町３－１３     ☎096-325-5161 

天草四郎観光協会 上天草市内の小規模事業者への施策普及 

会長 千原光明    熊本県上天草市大矢野町上 11582-24  ☎0964-56-0990 

熊本県水産研究センター 市内小規模事業者の販路開拓及び 6次産業化支援 

所長 梅崎祐二    熊本県上天草市大矢野町中 2450-2     ☎0964-56-5111 

上天草市農林水産物ブランド推進協議会 市内小規模事業者の販路開拓及び 6次産業化支援 

会長 堀江隆臣    熊本県上天草市大矢野町中 11582-24   ☎0964-56-6100 

ＪＡあまくさ大矢野統括支所 市内小規模事業者の販路開拓及び 6次産業化支援 

支所長 田渕直志   熊本県上天草市大矢野町上 1572    ☎0964-56-5111 

天草漁協上天草総合支所 市内小規模事業者の販路開拓及び 6次産業化支援 

副組合長 江口幸男  熊本県上天草市大矢野町中 10043-37  ☎096457-0336 
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連携者及びその役割 

 

①上天草市地区の肥後銀行・熊本銀行・天草信用金庫・熊本県信用組合・日本政策金融公

庫・熊本県信用保証協会等の支援機関と連携しながら、小規模事業者の経営支援や融資

斡旋・創業される方や創業後間もない方への融資斡旋・設備投資等利子補給制度活用も

斡旋していく。 

 

②上天草市農林水産物ブランド推進協議会(平成２２年１２月１５日発足)  

 

（目的）上天草市で産出される１次産品及びそれらを活用した新しい加工品を開発し本市

オリジナルブランドとして広く市内外に対し販売を促進し、消費者の支持と信頼を得る

ことにより足腰の強い地場産業を創出し、ひいては地域経済全体の活性化に繋げていく。

 

③県連エキスパートバンク登録の専門家 専門的なアドバイスと事業内容のチェック 

 

④創業支援  ワンストップ窓口の設置、創業セミナー等の実施、経営指導員による 

ビジネスモデル構築指導及び金融機関による資金収支計画指導等を行う。

      

 

 

 

    

 
    連携事業者  

 

 

 

連携項目 
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上
天
草
市
創
業
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業
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ネ
ッ
ト
ワ
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地
域
金
融
機
関 

商品・サービス開発   ○ ○ ○   

商品・サービス販売促進   ○ ○ ○   

地域経済動向調査  ○ ○ ○    

経営状況分析  ○     ○ 

需要動向調査  ○  ○ ○   

情報発信   ○ ○    

金融支援 ○ ○     ○ 

創業・第二創業支援      ○ ○ 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上天草市商工会 

熊本県 熊本県商工会連合会 熊本県信用保証協会

地域金融機関 

創業起業支援ネットワーク 

上天草市 

天草四郎 

観光協会 

地区まちづくり委員会

上天草市農林水産物 

ブランド推進協議会 


