
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
熊本市河内商工会（法人番号 3330005001643） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

熊本市河内商工会は、地域基幹産業の強みと商工業の課題を踏まえ、 

「商工業者の個別企業への経営支援」と「地域づくり事業」により、経営

発達支援事業の効率的な実施を図り、小規模事業者を取り巻く経営課題を

克服し、中長期的な小規模事業者の持続的発展を目指す事とする。 

＜目標テーマ＞ 

・商工業者の個別支援強化による経営力向上       

・火の国熊本・河内町地域力（ブランド）復活支援による地域力向上 

事業内容 

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】 

巡回指導等によるアンケート調査を実施する事で、個別対応型の情報 

提供等を実施していく。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の持続的発展に向け、対象事業者をピックアップして、 

 業種特性を踏まえた経営分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者の規模、経営体力等に応じて、経営課題を短期・中期・ 

 長期に分類し、より実践的な経営計画策定支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  事業計画における成果を高めるためには、事業計画策定後のフォロー 

 アップが重要であるとして、専門家派遣事業等の施策をフル活用して、 

 支援策のフォローアップを実施する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  当地域の基幹産業である農林漁業（生産法人等）並びに観光農園業の 

個社支援を目的として、地域住民、来訪者等に区別し、ヒヤリング調査 

等を実施する事で、小規模事業者に的確な情報提供等を図っていく。 

 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】 

  小規模事業者を対象とした補助金等の施策を積極的に活用し、業種を 

 問わず、新規市場・顧客開拓、既存客のヘビーユーザー化、リピート率 

 向上等を目的に、展示会・商談会等の情報提供、出展支援等の事業を 

 実施し、地域小規模事業者の持続的発展を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域振興・活性化組織等との連携、協力のもと、更なる地域経済の 

活性化の為の事業を中・長期的に展開する。 

・地域ブランド化支援 

・商品ブランド化支援 

・地域 賑わい創出支援①「観光資源活用」 

・地域 賑わい創出支援②「地域資源活用連携ネットワーク構築」 

連絡先 
住所：〒861-5347 熊本県熊本市西区河内町船津 2104-4 

電話：０９６-２７６-０３４２ ＦＡＸ：０９６-２７６-１４０８ 
Ｅメール：kawati@lime.ocn.ne.jp ＵＲＬ：http://www.kumashoko.or.jp/kawati/ 
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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 

Ⅰ 地域の現状 

１ 地理・特性 

平成 24 年 4 月、熊本県の県都・熊本市は、全国で 20 番目となる政令指定都市に移行した。 
これに伴い、５つの区（中央区・北区・東区・西区・南区）が設置された。 

 その中で西区には、熊本市のシンボル「金峰山」や「有明海」、「白川」などに代表される豊かな 
自然やその恵みによる農水産物、史跡や歴史ある神社仏閣、祭りや神楽など、有形、無形の優れた 
財産が数多くある。 

又、これらを今日迄、守り育て、引き継いで来られた「コミュニテイー」が健在である。 
加えて、平成 23 年 3 月、九州新幹線開業と共に整備され、新都心としての開発が続く「熊本駅」、 

熊本県有明海・海の玄関口、大型クルーズ船も来航する「熊本港」も存在する。  
政令市西区の中央部から北部にかけて、金峰山系の山地があり、南部に平野部が広がっている。 
平野部には阿蘇山を源とする白川や北区の改寄町付近を源とする坪井川・井芹川が貫流し、日本 

最大級の干潟を有する有明海に注いでいる。 
又、面積は 88.8 平方キロメートルで、熊本市の 22.8％を占めており、土地の利用としては、田畑や 

山林が約７割を占め、宅地は 2 割弱となっている。 

 
 

平成 3 年 2 月、当時の熊本市へ編入合併した当河内町は、平成 24 年４月、熊本市の政令指定都市 
移行に伴い、西区河内町となり、県都・熊本市の南西部に位置し、山（金峰山）と海（有明海）の 
織り成す風光明媚な景観、その恩恵を授かる特産品（河内みかん、河内有明海産海苔等）の宝庫でも 
ある。 

当地域には、「水の都・熊本市」に相応しく、平成の名水百選に認定された「金峰山湧水群」や既に 
全国的にも知名度のある宮本武蔵縁の「霊厳洞」や小説「草枕」の舞台「峠の茶屋」など、これらが

相まって、地域・観光資源の活用に期待が高まっている。 
 
 ２ 人 口 

西区の人口は、平成 24 年４月１日現在、93,170 人で熊本市の 12.8％を占め、人口は５区の中で 
最も少ない状況であるが、県内の他都市と比較すると第２位の八代市（13 万 2 千人）と第３位の天草市 
（8 万 9 千人）の中間に位置している。近年、一部の校区での人口増加はあるものの、全体として人口の

減少が続いている。又、65 歳以上の高齢者が占める割合は、熊本市の５区の中で最も高く 25.3％と 
なっている。 
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現在の熊本市西区河内町（河内・芳野２つの校区が所在）の人口は、平成３年２月、熊本市編入 

合併当時の 8,453 名から平成 27 年１月現在、6,321 名と約 25.2%減少している。 
又、高齢化率も熊本市全体では約 21％、熊本市西区では約 25％程であるが、河内校区 35.7%、芳野 

校区 37.6%と非常に高い高齢化率を示しており、少子・高齢化、過疎化は、地域活力の低下へ拍車を

かける事が、懸念されている。 
 熊本市西区河内町の人口推移 
校区/年度 平成 3 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 
河内校区 5,914 5,758 5,405 4,979 4,577 4,291 
芳野校区 2,539 2,412 2,274 2,282 2,090 2,021 

合 計 
減少率 

8,453 8,170 
3.3 

7,679 
6.0 

7,261 
5.4 

6,667 
8.2 

6,321 
5.2 

 
３ 地域資源 
当西区河内町には、平成 27 年 9 月現在、熊本県地域産業資源に指定されている農林水産物「蜜柑・

晩柑・梨」、「海苔」、「地下水：金峰山湧水群」、「金峰山」などの豊かな自然や「霊巌洞」や「拝ケ石」

などの史跡がある。 
特に、「河内みかん」や「芳野梨」等の果樹が安全安心で高品質の熊本ブランドとして、全国有数の 

地位が確立されており、「海苔」や「アサリ」など有明海の幸に恵まれた漁業（養殖業）の盛んな町で 
もある。又、住民同士の「コミュニテイー」が健在であり、地域の祭りや伝統・文化を守り、次世代 
に引き継ぐ気概もある。 

政令市西区の交通体系は、西区の東側を鹿児島本線及び九州新幹線が縦断し、新幹線駅として熊本 
駅、在来線駅として熊本駅、上熊本駅、崇城大学前駅等が設置されている。 
又、区の西端、有明海には熊本港が開港している。 
主要幹線道路は、国道 501 号、熊本西環状線（建設中）、熊本港線、熊本玉名線、熊本高森線、野口

清水線（西回りバイパス）等が通っている。 
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４ 産業構造 

当地域の特徴的な基幹産業としては、熊本県から地域産業資源にも指定されている農林水産物の 
「蜜柑」と「海苔」である。=（河内みかん、河内有明海産海苔としてのブランド力） 
 河内町の蜜柑栽培の歴史は古く、現在の温州みかんの栽培が伝わったのは、天明２年（1782 年）と

言われている。昭和９年には県立果樹実験場が町内に設置され、高度な栽培技術の普及によって、 
飛躍的な生産の向上と温州みかんの増殖が期せられた。 

現在もＪＡ熊本市果樹柑橘部会のハイテクを駆使した広大な選果場が整備され、熊本市内小学校等

の社会学習見学で年間 6,500 名程、訪れる観光的な面を持つ施設でもある。 
 河内町だけで、約 360 戸の専従世帯（河内町世帯数の約 15％程）があり、商工業等との兼業世帯を

含めると、この倍程と推察される。 
現在の生産者は、４代目（60 代）が中心となっており、５代目（30 代）に当たる後継者も担い手 

として積極的に従事され、全国第４位の蜜柑生産県として、主力地域として支え、維持している。 
 海苔養殖業についても全国屈指の生産県（第４位：約 11％）である熊本県、その中でも生産量一を 
誇る河内町は、専従世帯が 63 戸あり、コンピュータ制御された船舶・機械、施設の導入により、品質

の良い有明海産「海苔」が生産されている。（全形 50 枚で、１万円の最高級ブランド「河内塩屋一番焼のり」など） 
 しかしながら、「蜜柑・海苔」生産者共、地域全体の高齢化の波を受け、農地転売や事業統合、縮小、

中には、廃業に至る事案も発生しており、その対策は急務であるが、旧態然だった農業（者）、漁業（者） 
の経営感覚から夫々に、「法人成り」となる組織改革の傾向も徐々に広がっている。 
 これ迄、国の保護施策等に恵まれていた農業、漁業であるが、規制緩和の流れの中で、個々の所得

向上を目指し、独自の販売ルート（消費者への直売、加工品開発等）を拡大、模索する動きも活発と

成っている。 
 熊本市の産業構造に於ける第１次産業の割合は、3.4%であり、政令市西区は、9.1%となっているが、

当河内町は、50.1%と、「農林水産業の町」と言って過言では無い。 
 そのため、当河内町の基幹産業たる農林水産業（農漁業者）は、当地域商工業者にとって、第一の

カスタマーと言える。しかし、カスタマーである農林水産業（農漁業者）の特色として、その年年の

生産高（所得）や天候等に左右され、この影響を諸に受ける地域商工業者にとっては、不安定な地域

的経済構造となっている。 
 
 当河内町は、以前は、道路アクセス等も悪く、閉鎖的な商圏であったが、道路網の整備と共に、 
熊本市中心部等からの「身近感」が再認識され、域外で一度就業等され、その後家業へ従事、帰郷 
される後継者等も近年見受けられており、今後これら後継者・若手経営者等に対する積極的な情報 
提供、指導支援策を実践強化し、地域内に於いて持続的な経営環境を整備する事が、当商工会の責務

であると考えている。 
 
●西区は第一次産業の割合が高く、農水産業は基幹産業となっている。 

区  分 第 1 次 第 2 次 第 3 次 分類不能 

熊 本 市 3.4% 16.6% 77.5% 2.4% 

西 区 9.1% 15.3% 72.8% 2.7% 

河内・芳野地区 50.1% 10.0% 37.1% 2.7% 

上熊本周辺地区 1.3% 15.4% 80.7% 2.7% 

熊本駅周辺地区 0.6% 15.2% 81.5% 2.8% 

三 和 地 区 5.6% 16.6% 75.7% 2.1% 

西 部 地 区 22.3% 14.1% 60.6% 3.0% 
（平成 17 年国勢調査による） 
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●西区の産出額は熊本市の約３割を占めている。 
 特産農産物：果樹（温州みかん、中晩柑、梨、桃）、花き（きく）、野菜 

区  分 米 野 菜 果 樹 花 き 麦 その他 合 計 

栽  培

面 積 
（ha) 

熊 本 市 4,750.0 2,287.0 1,968.0 58.8 1,088.0 401.3 10,553.1 

うち西区 527.8 326.5 1,675.6 11.9 7.3 1.7 2,550.8 

割 合 11.1% 14.3% 85.1% 20.2% 0.7% 0.4% 24.2% 

産出額 
( 百 万

円 ) 

熊 本 市 4,358 21,995 9,019 1,406 85 510 37,373 

うち西区 484 2,767 7,885 285 0.6 8.6 11,430 

割 合 11.1% 12.6% 87.4% 20.2% 0.7% 1.7% 30.6% 

栽 培 １ ｈ a 当 た 
り産出額（千円） 917 9,617 4,583 23,912 78.1 1,271 3,541 

（西区産出額は栽培面積割で算出） 
 

Ⅱ 商工会の現状 

熊本市河内商工会は、昭和 25 年５月に、任意の河内村商工会として発足し、昭和 35 年 12 月に、 
商工会の組織等に関する法律等により、河内芳野村商工会として設立され、以来、昭和 46 年に河内町

商工会、平成３年２月に熊本市河内商工会と変遷を重ねて来た。（任意設立から通算 67 年と成る。） 
 
当地域の商工業者の特徴として、以前は建設業関係も多く存在していたが、公共工事の減少、行政の

電子入札の導入等にて淘汰され、又、特にこれ迄、地域内に存在していた小売業の廃業率が高く、 
購買力の域外への流出に加え、事業主の高齢化等による廃業が顕著である。 

反面、自然環境豊かな当河内町に於いて、観光農園・飲食業、サービス業（工房等の体験型観光）

の存在は、熊本市中心部から車で 30 分程で行ける身近な観光地として見直されており、交流人口の 
「流入増」も徐々に見受けられる。 
 

１ 会員数 

 熊本市河内商工会組織の現状推移（商工業者数・小規模事業者数は、独自調査） 
年 度 商工業者数 小規模事業者数 会員数 組織率 

設立時Ｓ35年 351 347 179 51.0 

Ｓ45年 300 300 165 55.0 

Ｓ55年 305 304 162 53.1 

Ｈ 2年 315 306 201 63.8 

Ｈ12年 331 327 222 67.1 

Ｈ17年 
※職員削減 

322 
 

315 
 

207 
 

64.3 
 

Ｈ22年 
※職員削減：現行体制 

283 
 

277 
 

158 
 

55.8 
 

Ｈ27年 278 272 158 56.8 
 ※会員数は、定款会員等を含む。Ｈ17 年以降、経営指導員 1 名削減・事務局長設置廃止。 
  Ｈ22 年より、補助対象職員 3 名体制。（経営指導員 1 名・経営支援員 2 名） 
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２ 業種別商工業者の推移 （商工会独自調査） 

業 種 Ｈ13年 12月 Ｈ25年 12月 増減率  
 

農林水産業 

商工業者 

7 

小規模事業者 

7 

商工業者 

17 

小規模事業者 

17 

小規模事業者 

+10   142.9% 

鉱 業 2 2 0 0 -2      - 

建設業 84 84 60 60 -24   △28.6% 

製造業 15 15 20 20 +5    33.3% 

電気・ガス・水道 0 0 0 0 ±0     - 

運輸・通信業 10 9 11 9 ±0     - 

卸売・小売・飲食業 140 137 96 94 -43   △31.4% 

金融・保険業 1 1 1 1 ±0      - 

不動産業 11 11 7 6 -5   △45.5% 

サービス業 47 47 66 64 +17    36.2% 

合 計 317 313 278 271 -25   △13.4% 

 

 ３ 当商工会のこれ迄の取り組み 

① 目的と成果 

熊本市河内商工会は、これ迄、地域振興・活性化のため、地域資源等を活用した取り組みによる 
小規模事業者の経営力向上を推進すると共に、政令市西区唯一の地域総合経済団体・身近な認定経営

支援機関として、行政、他団体等との連携のもと、以下の様な事業に取り組んできた。 
 
＜特定高度化事業＞ =熊本県内、最終開設の協同店舗 

 平成 14 年４月、地理的条件等で大型店進出の無かった当地域に、地元主導の近隣最寄型協同店舗 
「シトラス」がオープン。年間売上高約５億円、町外流失の防止に貢献している。 
 

※当地域、地域資源を活用する特産品開発等 

＜平成 15 年度 商工会等広域連携等地域振興対策事業＞ 
 特産品開発事業（蜜柑・海苔の加工試作品開発）観光振興事業（観光ＨＰの開設） 
＜平成 16 年度 むらおこし等地域活性化事業＞ 
 蜜柑加工品「摘果みかんポン酢・ドレッシング」開発 通販ネットショップ開設 
 

※当地域、地域資源を活用する観光ルート開発・新サービス提供等 

＜平成 17 年度 広域地域振興調査事業＞ 
 広域観光ルート「ぐるっと金峰」観光振興ビジョン策定事業 
＜平成 21 年度 熊本県地域商工業夢づくり応援事業＞ 
 地域資源広域活用事業 火の国・熊本「ぐるっとぶらっと金峰」広域観光プロモーション事業 
＜平成 22 年度 全国展開∞地域資源活用支援事業 調査研究事業＞ 
 火の国・熊本「ぐるっとぶらっと金峰」広域観光ブラッシュアップ事業 
 

※当地域、消費喚起と商工会組織・事業所ＰＲ等 =４ヶ年継続 

＜平成 24 年度～27 年度 熊本市商店街等活性化特別支援事業＞ 
 熊本市河内商工会プレミアム商品券発行事業 
 九州新幹線開業・政令市移行記念・消費税転嫁対策等に関連 
 
 現況、経営指導員設置１名の小規模単会ではあるが、地域に根差す身近な認定経営支援機関として

の存在感を発揮するため、各事業を積極的に実施し、特産品開発等については個々の小規模事業者で

取り組まれる道筋となり、「くまもと農商工連携 100 選」（会員事業所３社登録など）等へも繋がって 
いる。 
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「金峰山」という地域資源を活かすための回遊型広域観光ルート開発等では、市・町行政枠を超えた 
取り組みとして、その後、商工会、市・町自体の合併もあったが、現在、各行政での観光振興事業 
での取り組みの足掛り（熊本市西区観光マップ作成、ウォーキング大会等）や交流人口の増加と共に、

地区内観光農園、サービス業等のおもてなしの指針へと繋がっている。 
 

② 課 題 

これ迄も当商工会に於いては、地域資源活用や個店支援等を鑑み、上記・事業等を実施してきたが、

自己財源の確保、経営指導員等削減により、継続的な事業展開を断念した面もある。 
しかしながら、これ迄の「経験値」は蓄積されており、地域全体としての取り組みを再構築する 

ため、途切れの無い支援（シームレス）が求められている。 
当地域に有る有効な地域資源、観光資源を活用し、６次産業化的な連携を図る事を目的として、 

当地域ブランド力の発信を強化する事が、政令市熊本市の中に於いて、存在感を発揮し、地域間競争

を勝ち抜く術であり、延いては、少子・高齢化、過疎化に対抗する個店支援（経営力向上等）へ 
繋がるものである。 
 
Ⅲ 地域の課題 

熊本市西区河内町は、海山に面した地形から平坦地が少なく、住宅建築、新規開業等の条件として

は厳しく、道路網の整備と共に、労働人口の多く特に勤務者は、熊本市中心部等で就業しているため、

地域外への消費流出も増加しており、地域基幹産業たる農漁業の年度年度の動向（果樹収穫高・海苔 
水揚高等）に左右され、地域経済は安定しているとは言えない。 
 しかしながら、政令市移行に伴い、熊本市財政の拡大、基幹道路（国道・県道）の整備等の権限 
強化に伴い、近年急ピッチで、熊本市中心部と結ぶバイパス道路等、整備・新規着工が図られており、 
「九州新幹線・熊本駅」から車で十数分のエリアとなり、新たな居住環境が整備される可能性もある。 
 
 ※熊本市総合計画に示される西区の課題 
①防災対策、交通安全・防犯対策、高齢者の見守りなど、安心安全なまちづくり 
②子育て・買物のしやすさ、生活道路等の整備など生活環境の一層の整備 
③幹線道路・公共交通網の整備促進 
④自然環境の保全及び伝統文化の継承 
⑤農水産業振興、観光振興など産業振興と賑わいの創出 
⑥熊本駅及び熊本港の活用 
 
 ※熊本市総合計画に示される西区エリア別の課題 
■金峰山系エリア  自然環境保全、伝統・文化の継承、農業振興、観光振興、交通不便地区解消、 

          過疎化対策等 

■有明海沿岸エリア 水産業振興、農業振興、伝統・文化の継承、熊本港の活用等 

■上熊本周辺エリア 鉄道高架による東西市街地の一体化、伝統・文化の継承、住環境整備等 

■熊本駅周辺エリア 陸の玄関口としての都市機能の集積、田崎市場の活用、賑わいの創出、 

伝統・文化の継承等 

■西部エリア    農業振興、伝統・文化の継承、交通不便地区解消、住環境整備等 

 

 熊本市西区は、区域も広く、山や平野部などその地理的特徴や都市構造の違いが顕著な５つの 

エリアに区分される。 

以下、エリア図に示される通り、当河内町は、「金峰山系エリア」「有明海沿岸エリア」に属する。 
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■金峰山系エリア 

 
 

Ⅳ 行政の方針 

 熊本市西区の目指す姿として、「金峰望む 華のあるまち西区」の指針の元、特に当河内町の基幹 

産業でもある「農水産業を生かしたまちづくり」を重点施策として、掲げられている。 

 熊本市西区は、海の恵み、山の恵み、大地の恵み豊かな地域であり、農業産出額は熊本市の３割、 

漁業生産額は、７割を占めている。 

 減少傾向にある担い手の育成の外、安心安全でおいしい地元農水産物の認知度向上によって、魅力

ある熊本ブランドの育成と発信を行い、農水産業を生かしたまちづくりを推進するとある。 

 この方針に沿い、熊本市河内商工会に於いても「地域資源の活用」、「地域ブランドの復活・支援」、

「個店支援」等を推進するものである。 

 

※当河内町が属するエリア別のまちづくり方針 
■金峰山系エリア  金峰山湧水群（熊本水遺産鑪水等）などの豊かな自然や霊厳洞(宮本武蔵縁)や 

拝ケ石(ペトログラフ:巨石群)などの史跡が活かされ、多くの市民や観光客が 

訪れるわくわくするまちづくり 

河内みかんや芳野梨等の果樹が安心安全で高品質の熊本ブランドとして、 

全国有数の地位が確立された、美味しい果物を誇れるまちづくり 

 

■有明海沿岸エリア 海苔やあさりなど海の幸に恵まれた漁業の盛んなまちづくり 

          地域のまつりや伝統・文化を守り、次世代に引き継ぐまちづくり 

          熊本港の利活用により、海の玄関口としての機能が十二分に発揮された 

          活気あるまちづくり 
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熊本水遺産「鑪水」たたらみず 

 宮本武蔵縁「霊厳洞」 

 

金峰山山系：熊本市西区河内町野出地区から有明海を見た風景 

Ⅴ 経営発達支援計画による目標・方針 

１ 目 標 

 これ迄の熊本市河内商工会の事業行動・指針は、経営改善普及事業の基礎的支援業務を通常支援 

業務とし、更なる具体的な案件が生じた際に、個別企業への経営支援業務を実施していた。 

併せ、地域振興に関する事業・イベント等を実施し、小規模事業者の発展と地域振興を同時に実現

して来た経過があった。 

このため、業務に占める基礎的支援業務と地域振興業務の比率が高く、経営支援業務比率が低めと 

なり、結果として、経営改善普及事業が受動的となる傾向と課題があった。 

 これからの経営支援は、平成26年小規模企業振興基本法制定後、「特に事業者の売上増を図るため 

の支援に取り組み、経営分析や事業計画策定、販路開拓などを重点に支援する事」となっている。 

 これにより、商工会の経営支援の特徴の一つが、「伴走型支援」となった。 

 経営指導員等が日常的に巡回訪問等を行う事で、財務や事業面だけでなく定性的な事情まで把握し、

あらゆる要素を考慮した支援を継続的に実施する事であり、熊本市河内商工会の事業行動・指針も 

徐々に転換して行く仕組み等が必要である。 
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 上記の様な現状、課題を踏まえ、中長期的な振興の在り方・本計画の目標としては…、 

①地域の小規模事業者の経営力向上を図る。 

「商工業者の個別支援強化による経営力向上」 →ワンランクアップの支援、成功モデルの輩出 

②地域の小規模事業者の第一のカスタマーである農林水産業関係者の振興、連携を進め、地域として 

安定した経済基盤を図る。 

「火の国熊本・河内町地域力（ブランド）復活による地域力向上」 →地域・商品ブランド化、 

賑わい創出支援  …以上とする。 

 

 更に、当地域の強みである熊本市内中心部までの近い立地環境、地域資源を活かし、地域ブランド

化を進める事で、域外からの「交流」（人口）を増やし、地域小規模事業者の持続的発展の基盤を 

つくる。 

 そうした中、本計画で設定している５ヶ年の短・中期的な振興の在り方、目標として、下記の様な

取り組みを強化していく。 

・経営発達支援事業の効率的な実施で小規模事業者の事業の持続的発展を目指し、これ迄の商工会 

事業を、ＡＢＣ分析等での検証と見直し作業を実施する。 

・外部支援機関・専門家等との連携を強化する。 

・職員の資質向上により、経営支援業務比率を高め、小規模事業者への積極的な提案による経営改善

普及事業の実施を図っていく。 

 

熊本市河内商工会は、地域基幹産業の強みと商工業の課題を踏まえ、「商工業者の個別企業への 

経営支援」と「地域づくり事業」により、経営発達支援事業の効率的な実施を図り、小規模事業者を 

取り巻く経営課題を克服し、短期的且つ中長期的な小規模事業者の持続的発展を目指す事とする。 

 

２ 目標達成に向けた方針 

地域及び商工業、組織の現状等とこれ迄の取り組みから、当地域経済を活性化させるためには、 

地域・観光資源を有効活用した、交流人口の増加、農林水産物等の新商品等の開発、地域需要に 

沿った新事業展開（経営支援プログラム・経営革新承認申請・６次産業化・農商工連携等々）への 

支援、事業主の高齢化等に伴う円滑な事業承継、経営者としての意識付けを図る後継者（教育）支援

等を行う必要があり、行政を始め、当河内町地域の経済団体等（農協、漁協）、又、認定経営支援機関

としての金融機関等との連携が不可欠であると言える。 

併せて、高度且つ専門的な相談・支援に対応する為、熊本県商工会連合会や 28年度から本格的に、 

スタートした熊本県地域連携支援拠点（経営支援サポートオフィス）、熊本県よろず支援拠点等、専門 

機関との積極的連携の上で、以下の事業に取り組むものとする。 

 

（１）商工業者の個店支援 経営力強化支援事業 

・新事業展開等支援 

経営支援プログラム策定・経営革新承認申請・６次産業化・農商工連携等々 

・円滑な事業承継支援 

・若手経営者等育成支援 

（２）火の国熊本・河内町地域力（ブランド）復活、支援事業 

・農林水産物資源活用支援 

・観光資源活用支援 

・地域資源活用連携ネットワーク構築支援 

「金峰山山麓文化とフルーツの里」づくり構想（仮称）への着手準備等 

 

改正小規模事業者支援法により、商工会は、ビジネスプラン等に基づく、経営の推進、需要開拓に

向けた支援、新事業展開や高付加価値化の支援等、売上や利益を確保し、「経営の発達」に資する支援

を行うことが求められている。（基本指針第一） 
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併せて、当地熊本県では、熊本県小規模企業等経営支援基本方針が策定されており、重点支援事項 

として、次の６項目が掲げられている。 

（１）継続的な経営改善による経営力強化 

（２）需要開拓に向けた販売力強化 

（３）経営革新の推進 

（４）創業・再チャレンジの支援 

（５）事業承継の支援 

（６）地域資源の活用 

 

熊本市河内商工会では、熊本県小規模企業等経営支援基本方針に則り、個々の事業所の経営内容を

把握し、計画的な取り組みを小規模事業者に「寄り添って支援」する事で、小規模事業者の経営力 

向上を図る。 

又、地域小規模事業者が、経営そのものを持続的に発展するためには、域内の限られた需要の流失

防止と、域外からの新たな需要開拓（流入）を行うと共に、当地域若手経営者、後継者育成等が重要と

なる。 

併せて、地域内、産業間の連携等を強化し、段階的・計画的な実行支援を行う事で、地域経済の 

活性化に寄与するものとする。 
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＜熊本市河内商工会 支援目標達成に向けた環境分析図＞ 

 
 

内部環境 弱み        地域商工業者の現状・傾向    外部環境 脅威 
地 域            建設業・小売業         ・人口減少社会 
・少子・高齢化、過疎化     →下降気味          ・購買力の域外流失 
・宅地の少なさ        農林漁業            ・公共工事の減少 
商工会組織       ⇒   →安 定（但し、天候次第）⇐ ・地域基幹産業たる   
・消費者たる顧客の減少    観光関連             農漁業の動向（地域特性)     
・事業主の高齢化       飲食・サービス業 
・後継者不足          →上昇要素有り 

                

 内部環境 強み     ⇗               ⇖  外部環境 機会 

 地 域                            ・豊かな観光資源 

 ・住民同士の                         ・交通利便性 

コミュニテイーが健在                    ・回遊型観光ルート開発 

 ・高品質の農林水産物（地域ブランド）             ・交流人口の流入増 

 商工会組織 

 ・帰郷される後継者等（Ｕターン） 

 ・地域資源等を活用した取り組み（経験値） 

                                                

  ⇓        ⇓  

地域資源の活用      地域ブランドの復活・支援 

蜜柑 海苔 金峰山     河内みかん 河内のり 

有明海 観光農園      商談会・イベント 

青果・加工品 飲食店 

 

⇓  
支 援 目 標 達 成 ＝ 課 題 ・ 問 題 解 決 

                        ↳ 少子・高齢化・過疎化 

                          小規模事業者にとっての顧客減 

                          一次産業の動向に左右される地域経済 

    ⇓  
事 業 展 開                   ⇀ 連 携 各種認定支援機関等 

                   商工会広域連携 

個店支援 経営力強化支援事業            地域活性化グループ等 

・新事業展開等支援 

経営支援プログラム策定・経営革新承認申請６次産業化・農商工連携等々 

・円滑な事業承継支援 

・若手経営者等育成支援 

火の国熊本・河内町地域力（ブランド）復活、支援事業 

・農林水産物資源活用支援 

・観光資源活用支援 

・地域資源活用連携ネットワーク構築支援 

「金峰山山麓文化とフルーツの里」づくり構想（仮称）への着手準備等 
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＜熊本市河内商工会 支援計画のイメージ図＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営指導員、経営支援員の支援能力の向上・伴走型支援 

① 地域経済動向調査 

・地区内経済・経営動向 

アンケート調査 

・購買動向アンケート調査 

分析、経営課題

の抽出 

個別企業の経営

支援に活用 

②経営状況の分析 

・商品、役務、技術、

ノウハウ、経営 

資源、財務等 

・セミナー開催 

③事業計画策定支援 

・経営支援プログラムの 

策定 

・経営革新、農商工連携等

申請への誘導 

④事業計画策定後支援 

・巡回及び専門家派遣 

事業等の施策活用に 

よるフォローアップ等 

⑤需要動向調査 

・農林漁業（生産法人等）の 

ヒアリング調査 

・観光農園等のアンケート 

調査 

・各支援機関との情報交換会 

観光に係るニーズや

需要動向の把握 

個別企業の経営

支援に活用 

小 

規 

模 

事 

業 

者 

の 

持 

続 

的 

発 

展 

⑥新たな需要開拓 

・地域イベントや各種商談会、展示会

への出展支援 

・観光交流パンフレット（仮称）等の 

作成検討 

 

顧客、ニーズの把握、 

バイヤー等との交渉力の向上 

交流人口の増加、後押し 

⑦地域経済活性化事業 

・連携機関との「地域資源活用連携 

ネットワーク会議」（仮称）の開催 

・新たなイベントの検討、実施 

・地域経済活性化の方向性の検討 

・特産品、観光資源のＰＲ 
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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３０年４月１日～平成３５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  

１．地域の経済動向調査に関すること 【指針③】 

政令指定都市、県都・熊本市の中にあって、少子・高齢化、過疎化が著しく進行する当西区河内町

に於いて、地域小規模事業者は、これ迄景気の好・不況の波の中で、長年の業歴を築き上げており、

個々の事業所の経営実態等、「強み・弱み」を個別に聞き取り、知的資産経営資源（ヒト・モノ・カネ・

情報）等を加味するなどして、個々の課題を整理し、事業の将来性を把握した上で、外政令指定都市・ 
九州各県の経済動向等の情報、比較も加えた、個別対応型の情報提供等を実施していく。 
 これら巡回指導等によるアンケート調査を実施する事で、地域経済の実態把握と地域小規模事業者

の経営力向上に寄与する。 
 

（事業内容）=拡充・新規事業 
（1）地域の経済動向調査を実施するため、当商工会内に、調査委員会（執行部、各部会長等からなる 

総務委員会：兼任）を設置し、事業計画、調査票等を作成する。 

（2）当商工会に於いては、27 年度より、熊本県中小企業景況調査を委託、四半期毎に継続実施して 
おり、これら調査票等を参考として、今回、拡充実施する経済動向調査では、当地域経済の現状 
把握は勿論、小規模事業者の持続的発展を図るための共通課題の洗出しと現状の課題解決に向けた 
方向性を抽出する。 

 小規模事業者の経営実態等アンケート調査は、隔年毎（該当年度：半期２回）実施し外部専門家等

も活用して、結果分析を図る。 （分析結果を翌年の支援に活用するためアンケートは、隔年毎に 
実施する。） 
なお、対象事業者は、アンケートの回収率を高める為に、本会会員の商工業者を主とする。 
特に、農林水産業（生産法人等・兼業事業者）、観光関連、サービス業等については、重点的な 

調査先として、捉えていく。 
調査項目：売上・受注動向、仕入動向、利益動向、設備投資動向、資金調達動向、雇用動向、 
     後継者の有無等 
調 査 数：会員事業者（80 サンプル程度：本会会員総数の過半数以上） 

内、農林水産業（生産法人等）、観光関連、サービス業等を 30 サンプル以上。 
（3）調査結果等については、グラフ等で見易く簡素化するなどして、個別事業所の経営支援に活用し、 
併せ、定期的に配布するなどして、情報の共有等を図っていく。 
又、調査結果は、当商工会Ｈ.Ｐにも掲載するなどして、幅広い公表を図っていく。 

（4）調査結果等については、マクロ的な情報も加味して情報提供を図る。 
マクロ的な情報収集先として…、 

①熊本市を含む全国 20 の政令指定都市（2015 年現在）の経済動向調査（総務省統計局ｅ-stat で、 
熊本市が定期分析）から基幹統計調査結果（経済・観光・税務等）や市民経済計算等の項目を 
ピックアップして抽出する。 
②内閣府の九州各県の月例経済報告から個人消費・生産活動・設備投資・企業収益、景況感・ 
雇用情勢等の項目をピックアップして抽出する。 
経済動向は、外部環境等の影響が大きく、行政や各関係機関とも連携した中で、常に最新情報を 

整理更新し、小規模事業者の新たなビジネスチャンスに繋げて行く。 
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（目 標） 
○地区内経済・経営動向調査結果については、業種毎に課題等を纏めるなどして、経営指導員のみ 
ならず、経営支援員も共通認識を持ち、巡回・窓口指導時等に配布・情報提供等を実践する。 

○当商工会Ｈ.Ｐにも掲載、閲覧可能とすることで、相談・指導等の機会に、出先でも情報提供可能 
となる。（27 年度、全国連より各経営指導員へ配布されたタブレット端末も活用する。） 

○当河内町、地域・業種等に見合った成功事例等についても中小企業庁が年度版として発行する 
「小規模企業白書～はばたけ！小規模事業者～」の事例集等を活用しながら、情報提供を図る。 

 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

アンケート実施回数 

経済・経営動向 調査 
0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

アンケート結果分析 

経済・経営動向 分析 
0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

アンケート結果公表 

提供回数 当会Ｈ.Ｐ 

0 1 1 1 1 1 

アンケート結果 
提供事業者数 

0 80 80 80 80 80 

※尚、経済・経営動向アンケート調査については、隔年毎の該当年度：半期２回実施し、その結果については、 
翌年の支援に活用する。（分析結果を翌年の支援に活用するため、アンケートは、隔年毎に実施する。） 
又、近隣商圏である熊本市西南部地区商工会広域連携「所属商工会」等が実施する調査等共、摺合せを図り、

情報共有する。 
 

２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

経営分析については、これ迄、経営指導員による金融指導支援時（28度指導件数109件）に、主に 

財務分析を中心に行い、経営支援員等（経営支援員2名・記帳指導職員1名=28年度指導対象者109件、 

ネットde記帳18件）に於いては、記帳指導支援時に、財務分析等を行っていたが、一方向の情報提供

に終わっており、業種別特性を捉えた経営課題の抽出に繋がる様な分析までは、至っていなかった。 

一方、地域の小規模事業者の経営力向上を図るためには、PDCAサイクルを廻す仕組みを導入する事

が不可欠であり、そのためには、小規模事業者の経営分析による現状把握が重要になっている。 

そこで、今回の計画においては、地域の小規模事業者の経営力向上等と、更には事業承継、後継者

育成等に繋げるため、農林水産業（生産法人等、法人成りした事業所・地域特性の兼業事業所等）、 

卸小売業、観光関連業、飲食サービス業等に於ける小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員や

経営支援員等の計画的な巡回・窓口相談指導、記帳継続指導等を通じて、対象事業者をピックアップ

し、業種特性を踏まえた経営分析を行う。 

又、当商工会々員外の小規模事業者についても、ＨＰやセミナー等を通して、経営分析の重要性に、

周知を図り、経営分析の実施を広げる。 

経営分析により抽出した専門的な課題等については、熊本県商工会連合会、熊本県地域連携支援 

拠点・よろず支援拠点の専門家派遣事業等を活用し、経営指導員等が連携し、小規模事業者の抱える

経営課題の解決をするために、経済動向調査、経営分析、さらには需要動向調査等の結果を踏まえ、

事業計画の策定支援を行う事で、商品やサービスの向上を実現させ、競争優位性を確保し小規模事業 

者の持続的発展につなげていく。 

 

（事業内容）=拡充・新規事業 
【経営分析の掘り起こし】 

（1）経営指導員、経営支援員の窓口相談、巡回指導時の小規模事業者からの相談を受けると共に、 

経営分析の対象となる小規模事業者をピックアップする。 

（2）特に、当地域に於いて、独自目線で、加工品開発や販路開拓等を目指す、農林水産業（生産法人 

等）､観光関連業（観光農園、飲食サービス業等）が多く、地域で果たす役割が大きい。 
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そこで、農林水産業（生産法人等）や観光関連業（観光農園、飲食サービス業等）など、当地域 

貢献度の高いこれら業種を対象に、これら業種業界の先進事例研究や経営分析に関するセミナーを 

年２回開催する。 

セミナーの内容としては、財務分析については、キャッシュフロー分析や損益分岐点分析等、 

実践的内容とする共に、商流・業務フロー等、「モノ」の流れや業務の流れ等の分析手法について 

も取り入れる。 

開催するセミナーでは、個別相談会も設定し、個別相談等を通じて、経営分析の対象となる農林 

水産業(生産法人等）や観光関連業等の分野の小規模事業者を重点的にピックアップし、経営分析の 

対象となる小規模事業者を掘り起こす。 

（3）当商工会々員外の小規模事業者についても、ＨＰ等を活用して経営分析の制度、必要性を理解 

して頂き、セミナー案内等を通じて、広く募集を図っていく。 

 

【経営分析の手法】 

（1）経営分析については、過去３年分の決算書（貸借対照表、損益計算書、製造原価報告）等を活用 

し、収益性、安全性、生産性等に分析を行う。分析結果については、時系列分析、日本政策金融 

公庫等が発行する経営分析指標等との比較分析を行い、小規模事業者の現状の把握を行う。 

（2）また、キャッシュフロー分析、損益分岐点分析を活用して、具体的な資金の流れや目標とする 

利益を確保すための必要売上高等、「見える化」する事で、小規模事業者の現状の理解を深める 

等の工夫を行う。 

（3）非財務的な分析については、SWOT分析「強み、弱み、機会、脅威」の4つの要因分析、クロスSWOT 

分析、更には、ローカルベンチマークツールの商流・業務フローを活用し、小規模事業者の本質 

的な強み、弱みの発見につながるように工夫を行う。 

（4）分析する項目としては、「財務分析」に限らず、「組織・業務分析」「顧客分析、販売チャネル 

分析」「技術、設備分析」等、総合的に行う。 

（5）専門的な分析、業種特性を踏まえた本質的な経営課題を明確にするために、専門家派遣制度等を 

有する熊本県商工会連合会を始め、各種支援専門機関等と連携する。 

 

【分析結果の活用方法】 

（1）分析結果をもとに、明確化された小規模事業者の経営課題等に対して、今後の具体的な解決策や 

経営戦略の方向性を探り、経営改善の道筋を示すと共に、特に当河内町、基幹産業たる農林水産 

業（生産法人等）、将来的な成長が期待される観光関連業等の分野の小規模事業者の持続的発展 

に向けて、事業計画策定支援に活用する。また、小規模事業者の持続的発展に繋げる事は、円滑 

な事業承継、後継者育成等にも繋がるものである。 

（2）また、分析結果については「事業者ファイル」等で管理し、職員間で共有できるようにし、経営 

計画策定に活用できるように工夫する。 

 

経営分析、セミナー開催等については、当会が所属する熊本市西南部地区商工会広域連携事業とも 

関連付け、経営指導員等の資質向上にも繋がる「チーム支援体制」も活用していく。 

 

（目 標） 

○対象とする小規模事業者に対してのセミナー開催や経営分析数等の支援については、次表を目標とする。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー開催数 広域連携 1 2 2 2 2 2 

セミナー受講者数 6 20 20 20 20 20 

経営分析件数 6 20 20 20 20 20 

※窓口相談、巡回訪問等を通じて、経営分析先を抽出する。 

尚、セミナー開催については、当商工会が所属する熊本市西南部地区商工会広域連携や会員外事業所へも 
周知等を図る。 
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３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

これ迄、当商工会は、地域資源を有効に活用した特産品開発や回遊性のある広域観光ルートの開発 

など、様々な事業を展開してきたが、事業と連動した具体的な個別支援（成果）迄には至っていない。

又、小規模事業者の経営者の多くは、日々の業務に追われ、経営計画を策定する習慣がない為、 

経営ノウハウの蓄積はあるものの、中・長期の計画性に乏しい事から高齢化・後継者不足、設備の 

老朽化・陳腐化、労働力確保等により、経営力・競争力が低下している。 

その様な状況を踏まえ、経営発達支援事業の中で、地域経済動向調査及び需要動向調査、経営分析

の結果に基づき、より短期間で精度の高い経営計画の策定支援を可能とするため、課題別に応じた 

各種支援専門機関等の専門家派遣事業を活用して、事業所の規模、経営体力等に応じて、経営課題を

短期・中期・長期に分類し、より実践的な経営計画策定支援を行う。 

又、計画の策定に当たっては、熊本県商工会連合会、熊本県地域連携支援拠点等を始めとして、 

熊本市西南部地区商工会広域連携（本会を含む５商工会連携）、外経営支援機関等とも連携し、新事業

展開（経営革新・地域資源活用・農商工連携等）、若手経営者・後継者育成支援、事業承継支援など、

小規模事業者に寄り添った途切れの無い（シームレス）な伴走型の支援を実施する。 

 なお、当地域に於ける創業者は、市中心部からの遠距離イメージ（道路網の整備にて改善傾向）や

平地が乏しく、少ないのが現状であるが、創業者の発掘を行うため、熊本市の認定連携創業支援事業

者である熊本県商工会連合会（本会上部団体）が開催する創業支援促進事業（創業スクール）等との 

連携及び個別相談にて創業者発掘を推進し、創業（者）支援を行う。創業後も３～５年程の目配せは

必要であり、巡回訪問等により、経営進捗状況を把握して課題解決のために専門家派遣等を活用し、 

伴走型の支援を行う。 

 

（事業内容）=拡充・新規事業 
（1）熊本県に於いては、経営指導員等の巡回状況を四半期毎に、熊本県商工会連合会へ報告する事が 

義務付けられている。（「個別支援強化」に係る事業計画書等作成支援実績報告。） 

その機会を活用して、経営指導員等が行う、四半期毎の巡回訪問時に、新事業展開（経営革新・地域

資源活用・農商工連携等）を目指す農林漁業（生産法人等）を中心とした小規模事業者からの相談等

を受けると共に、事業計画の策定を目指す農林漁業（生産法人等）を中心とする小規模事業者の掘り

起しを行う。 

（2）事業計画の策定を目指す農林漁業（生産法人等）を中心とする小規模事業者に対して、熊本県で 

薦めている「経営支援プログラム」の活用を勧め、経営者の合意を得て、経営指導員が「経営支援 

プログラム」の策定を行い、経営目標の達成のために伴走型の支援を行う。 

※経営支援プログラムとは、平成22年から熊本県で商工団体向け導入された独自支援施策。 

目標を設定し、その経営目標を達成するために想定される課題の解決のために必要となる支援 

メニュー（専門家や支援機関の活用等）を経営指導員と経営者が連携して経営支援プログラム 

として構成・策定し、経営者の合意を得て、経営指導員が伴走型で支援していくツール。 

 

（3）事業計画の策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行い、事業計画策定セミナーを開催する。 

セミナーに併せて、個別相談会を実施することで、各小規模事業者の実情やニーズに見合った事業 

計画策定を支援する 

（4）事業計画策定を目指す観光関連、サービス業等を中心とした若手経営者・後継者等（予定者を 

含む。）の事業計画の作成を支援していく。事業計画の作成を通じて、小規模事業者持続化補助金等

の活用を積極的に推進していく。又、小規模事業持続化補助金等の申請書で、新規性等が認められる

小規模事業者に対しては、経営革新申請を後押しするなど、小規模事業者の次のステップへの誘導を

図るなど経営力向上に繋げて行く。 

(5) 当地域に於いて、事業主の高齢化等に伴い、特に会員数の減少・廃業率の高い建設業、卸売・ 

小売・飲食業等を中心として、域外で一度就業され、その後家業へ従事、後継候補者として帰郷 

される後継者等も見受けられる事から小規模事業者にとって喫緊の課題であるスムーズな事業承継

を目指し、27年度スタートした、熊本県事業引継支援センター等の専門支援機関を活用し、事業承継 

計画書等の策定支援を行う。 
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（6）事業計画書策定等については、広域連携簡易版事業計画作成など、熊本市西南部地区商工会広域

連携事業としても関連付け、経営指導員のみならず、経営支援員等の資質向上にも繋がる「チーム 

支援体制」も活用していく。事業計画策定を通じて得られた小規模事業者の経営状況や事業活動に 

関する情報を管理・活用するため、広域連携体としての実施マニュアルや熊本県連のWeb事業管理 

システム（全職員閲覧可能）への策定実績「格納」など、情報共有（=見える化）を推進する。 

（7）発掘した創業者（希望者）に対しては、熊本市の創業支援事業計画による支援策（特定創業支援 

事業として熊本県商工会連合会が開催する熊本市地域創業スクール：全４回以上）を紹介・活用し、 

創業者（希望者）の知識向上と創業計画の策定支援を行う。又、各熊本市認定創業支援事業者の 

専門家派遣制度を活用し、個別相談会での課題解決のための伴走型の支援を行う。 
 

 

※熊本市の創業支援事業計画年間目標数(Ｈ31年迄) 創業支援者件数2,129件・創業者数870件 :延べ件数

 
 

（目 標） 

○対象とする小規模事業者に対しての事業計画策定事業者数等の支援については、次表を目標とする。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 
事業計画策定セミナー 広域 1 1 1 1 1 1 

策定セミナー参加人数 15 15 15 15 15 15 
個別相談会開催数 3 3 3 3 3 3 
経営支援プログラム策定件数 0 1 2 2 2 2 
事業計画策定事業者数 10 12 14 16 18 20 
事業承継計画策定事業者数 0 1 2 2 2 2 
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経営革新・農商工連携等 

支援者数 
0 1 

 

2 2 2 2 

創業支援者支援者数 1 2 2 2 2 2 

※尚、セミナー開催については、当商工会が所属する熊本市西南部地区商工会広域連携や会員外事業所へも 
周知等を図る。 事業計画策定セミナーについては、Ｈ24～28、５ヶ年継続、熊本県小規模事業者補助事業を 

活用して、熊本市西南部地区商工会広域連携事業として実施、これを継続。（内当商工会幹事：Ｈ25・26・28） 
 

※平成25年からスタートした、「熊本県小規模事業者の個別支援強化」指針に係る事業計画書等の種類（現況分） 

１．小規模事業者持続化補助金  ２．創業・第二創業促進補助金 

３．ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金  ４.事業所別復興事業計画書（グループ補助金） 

５．市町村独自の補助金提出するための事業計画書  ６．経営革新計画（県 承認業務）             

７．農商工等連携事業計画（国 認定業務）  ８．地域産業資源活用事業計画（国 認定業務） 

９．６次産業化事業計画（国 認定業務）  １０．経営力向上計画（国 認定業務）  

１１．経営環境変化対応資金（日本政策金融公庫）  １２．中小企業経営力強化資金（日本政策金融公庫） 

１３．経営力強化保証  １４．チャレンジサポート制度（熊本県制度）   

１５．小規模事業者経営改善資金融資制度（日本政策金融公庫） 

１６．小規模事業者経営発達支援融資制度（日本政策金融公庫） 

１７．経営支援プログラム  １８．知的資産経営レポート（中小企業基盤整備機構・熊本県） 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

事業計画策定後の実施支援について、今迄は、実施における経営課題が生じ小規模事業者から相談 

があった場合に対応するなど、受動的な対応が主体であった。 

しかし、当地域では少子・高齢化、過疎化の急激な進展等、小規模事業者を取り巻く経営環境は 

厳しくなっており、こうした中で事業計画における成果を高めるためには、事業計画策定後のフォロ

ーアップが重要である。 

よって、事業計画策定後に、熊本県商工会連合会、熊本県地域連携支援拠点・よろず支援拠点等の

行う支援策等について、商工会の広報、巡回指導時等を活用して、積極的に周知し、活用を促す。 

又、熊本県商工会連合会、熊本市西南部地区商工会広域連携内・経営指導員等との連携、チーム 

支援での連携を強化し、専門家派遣事業等の施策をフル活用して、支援策のフォローアップを実施 

する。 

 

（事業内容）=新規事業 
（1）事業計画遂行にあたり、国・県・市等の補助金制度、融資制度等の活用について積極的に提案 

すると共に、地域経済動向調査及び需要動向調査から得られる情報提供等により、事業計画の着実な

実行を支援する。事業計画実施にあたり、必要となった専門分野に関する支援については、熊本県 

地域連携支援拠点等の専門支援機関と連携した支援を行う。 

（2）事業計画策定後に、新たに四半期毎の巡回訪問を行うことにより、進捗状況に応じた差異分析 

を行い、その差異対策について、必要な指導・助言を行う。 

又、計画通りに進捗していない農林漁業（生産法人等）を中心とした小規模事業者に対しては、 

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継続的に実施する事で計画の

達成と経営力の向上を図る。 

（3）創業者並びに観光関連、サービス業等を中心とした若手経営者、後継者等（予定者）に対しては、 

四半期毎に巡回訪問し、現状・進捗状況等を確認する共に、経営課題についてのヒアリング及び 

各種施策の情報提供を行う。 

更に、本会各部会（商業・建設・観光）、熊本市西南部地区商工会広域連携事業等を活用して 

「意見交換会」及び「異業種交流会」等の開催を通じて、域内・域外（近隣）の先輩経営者の「生の

声」の体験談等を聞く機会を確保する共に、専門家による個別のフォローアップ、経営相談を行い、

伴走型の支援を実施する。 

（4）創業後、計画通りに進捗していない小規模事業者に対しては、熊本市の創業支援事業計画による 

支援策、専門家派遣等を活用して、事業の円滑な計画達成に向けての支援を行う。 
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（5）上述の結果を踏まえ、フォローアップを定期的に実施・検証する事で、事業計画の見直し 

（ＰＤＣＡサイクル）を行い、必要に応じて専門家派遣に繋げ、伴走型の支援を行う事で、小規模 

事業者の持続的な経営発展を図る。 

 

（目 標） 

○対象とする小規模事業者に対してのフォローアップ件数等の支援については、次表を目標とする。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

フォローアップ件数Ⅰ（四半期毎） 

事業計画策定後の小規模事業者数 

40 

10 

48 

12 

56 

14 

64 

16 

72 

18 

80 

20 

フォローアップ件数Ⅱ（四半期毎） 

経営革新・農商工連携等、策定後の

支援者数 

0 

0 

 

4 

1 

 

8 

2 

 

8 

2 

 

8 

2 

 

8 

2 

 

フォローアップ件数Ⅲ（四半期毎） 

事業承継計画策定後の支援者数 

0 

0 

4 

1 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

フォローアップ件数Ⅳ（四半期毎） 

創業計画後の小規模事業者数 
4 

1 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 
専門家による 

個別フォローアップ相談会 
0 2 2 2 2 2 

若手経営者等向け意見交換会・ 

交流会開催 
1 2 2 2 2 2 

※尚、若手経営者等向け意見交換会・交流会開催については、当商工会が所属する熊本市西南部地区商工会 
広域連携や会員外事業所へも周知等を図る。 若手経営者等向け意見交換会・交流会開催については、熊本県

商工会連合会助成金を活用して、熊本市西南部地区商工会広域連携事業として、Ｈ25～27、３ヶ年継続開催、 

これを継続。 

 

５．需要動向調査に関すること 【指針③】 

当地域の基幹産業である農林漁業（生産法人等）並びに観光関連業（観光農園・飲食業等）では、

地域資源を活用した積極的な新商品開発等を手掛ける事業者も見受けられるが、小規模事業者は、 

小規模な故の機動力や柔軟性が最大の利点でもあり、反面、営業職等専門分野の人材等の確保などの

経営資源に乏しく、消費者ニーズ・需要動向に関する調査等が欠如している為、市場の需要動向に 

応じた品揃え、新商品開発等、また顧客へのサービス・おもてなしの取り組みなども不十分であり、

結果として、ビジネスチャンスを逃しているケースも多い。 

今回の需要動向調査では、当地域の基幹産業である農林漁業（生産法人等）並びに観光関連業の内、 

「観光農園業」を対象として、当地「地域特性」を経営資源として所有するこれら対象となる事業所 

の素材（青果物等）や商品、提供するサービス等を把握した上で、新たな新商品や新サービス等で、 

販路拡大・開拓を目指す小規模事業者を支援するため、需要動向調査を実施し、その調査結果など 

から得られた情報や外部調査機関から抽出した関連情報を経営指導員等が実施する巡回指導等を通じ 

て、支援する関係事業所にフィードバックする。 

又、当地域への県内外からの来訪者など、交流人口の増加に伴い、観光農園等で、来訪者にアンケ

ート調査を実施する事で、当地域並びに関係事業者への地域資源を活用した新サービスの開発、観光

ニーズ等への情報も収集し、支援する関係事業所を取り纏めた、今後の「河内観光交流パンフレット」 

（仮称）等の作成にも活用する。 

 

（事業内容）=新規事業 
（1）「農林漁業（生産法人等）」のための需要動向調査 

当地域の基幹産業である農林漁業（生産法人等）には、主に生産から販売、加工品開発を手掛ける 

蜜柑、梨などの「果樹生産販売加工業」（10事業所）と養殖から加工品の原材料供給など、有明海産

の海苔を取り扱う「海苔養殖加工業」（５事業所）などの合計15件程の小規模事業所が存在する。 

 ＪＡに対し、自前の選果場を持ち、青果物等の出荷卸先として、東京大田市場やイオン等の大手 

スーパーなどとの流通ルートを持つ事業所やネット販売を手掛ける事業所も存在する。 
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しかしながら、未だ、当地地域住民でさえも認知度の低い事業所、既存商品等もあり、地域密着型

の「地域特性」も活かしているこれら関係事業所の率直な印象調査も含め、素材・既存商品等（ブラ

ッシュアップ）や新商品・試作品の「ヒヤリング調査」（以下「調査」として記述する。）を実施する。 

この調査結果を基に、新商品開発や流通分野の専門家（連携先の専門家派遣制度等を活用）を招聘

し、評価会を開催する。 

 

①調査支援対象者 合計15事業所程の内、年度毎３事業所ずつ（果樹生産販売加工業者２事業所と 

海苔養殖加工業者１事業所）を選出し、調査する。 

※本会の経営発達支援事業の実施期間５ヵ年で、一巡する事を目標とする。 

 ②調査対象の素材・商品等と対象数 

・素材（青果物等）については、夫々の事業所の土壌・栽培方法等に違いがあり、味に反映される。 

また、素材（青果物等）は、自社農園等で栽培・収穫したトレサビリティーの明確なものとする。 

この素材（青果物等）としては、河内みかん（蜜柑は、極早生・早生・中晩柑・晩柑・雑柑等、複数種類有り） 

芳野梨、ぶどう、いちご、筍、シイタケ、海苔など、対象事業所が取扱うモノ。 

・商品（既存商品、試作品・新商品等）としては、素材（青果物等）の良さを活かしたジュース 

（青みかんジュース・完熟みかんジュースなど）、ゼリー（みかん・梨など）、健康食品（粉末 

果皮・乾燥生果・のど飴など）、クッキー・かりんとう、各種スイーツ（ケーキ・パフェなど）、 

海苔巻き、海苔佃煮、海苔あられなど、対象事業所が所有するモノ。 

・年度毎の３事業所からの調査対象数は、素材（青果物等）２アイテム以上、商品（既存商品、 

試作品・新商品等）１アイテム以上の合計３アイテム以上の提供とする。 

③調査回数：年２回   ・地域住民対象 １回  ・観光施設等への来訪者対象 １回 

④調査期間：３日間ずつ ・１日１事業所×３事業所 ・調査回数２回にて、延べ６日間 

⑤調査対象者：計100名  ・地域住民：域内 50名 ・観光施設等への来訪者：域外 50名 

⑥調査方法 

・地域住民対象調査は、当地近隣最寄型：協同店舗「シトラス」の買い物客に対し当会調査委員会 

（※１.地域の経済動向調査で設置する委員会兼務）関係者等が、「個別聞き取り調査」を実施する。 

・観光施設等への来訪者対象調査は、当地所在で来訪者の多い５つの観光施設、観光農園を年度毎 

順番の調査場所を選定して、当会調査委員会関係者等で、「個別聞き取り調査」を実施する。 

具体的な観光施設としては、岩戸観音・五百羅漢（年間来訪者 26千人）、金峰森の駅みちくさ館 

（同 19 千人）、峠の茶屋公園（資料館）（同 10千人）などがある。 

⑦調査分析項目・内容 

・素材（青果物等）の調査項目については、○素材に対するイメージ ○素材を活用した商品（案） 

既存商品等（ブラッシュアップ）と試作品・新商品の調査項目については、○価格 ○分量  

○味・味付け ○安全性（原材料・添加物等）○購買意欲（リピート率） ○購入満足度 

○河内らしさ（見た目） ○パッケージ・ネーミング ○総体的な評価コメントなどを設定する。 

・地域住民：域内への調査分析項目については、関係事業所の率直な印象調査（知名度、既存商品 

 等の認知度、購入経験の有無など）も付け加え、これ迄以上の地域への「深透化」を目指す。 

⑧調査結果の活用方法・情報の提供 

・ヒヤリング調査結果を集計・分析し、この調査結果を基に…、 

○素材（青果物等）に関する調査については、新たな商品開発に繋げる。 

○商品に関する調査については、既存商品、試作品・新商品等のブラッシュアップに繋げ、顧客 

 視点の「売れる商品づくり」に役立てる。 

・また、新商品開発や流通分野等の専門家を招聘し、年１回評価会を開催し関係事業所（調査対象 

個社毎）へ専門的且つダイレクトな提言等を図り、調査結果を基に、域内・域外の消費者等に 

向けた商品開発や販路開拓へ繋がる支援へ活用する。 

・提供された調査・評価結果は、継続的に有効活用するため、経営指導員等の巡回指導等を通じて、 

支援する関係事業所に、フィードバックを図ると共に、今後、販路拡大を図るべき商品等を選別・ 

選択するなどのフォローアップ支援も行い、各種商談会等への出展参画の後押しも図っていく。 
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・既存商品のブラッシュアップや新商品開発等で、販路拡大を目指す農林漁業（生産法人等）等に 

対しては、「日経テレコンシステム」等の外部調査機関を活用し、ＰＯＳデータなどを分析し、 

加工商品等の売れ筋商品等の動向などの情報を提供する事で、新商品開発や効率的な仕入による 

売上増・収益改善にも繋げていく。 

 

（2）「観光農園業」のための需要動向調査 

当地域には、県都・熊本市のシンボルであり、熊本県地域産業資源：自然景観指定の「金峰山」を 

有する当地、金峰山系エリアを訪れる来訪者（観光客等）を顧客とする「観光農園業」（５事業所）

が存在し、蜜柑・梨・ブドウ狩りなどの「着地型・体験型観光」を実践経営しているが、現況、個々

の関係事業所に於いては、消費者ニーズ・需要動向に関する調査等を実施していない。 

当地域への県内外からの来訪者（観光客等）など、交流人口の増加に伴い、これら関係する事業所

で、来訪者にアンケート調査（以下「調査」として記述する。）を実施する事で、サービス内容の見直し、

地域資源を活用した新サービスの開発、観光ニーズ等への取り組みを図り、併せ、金峰山系エリアを

「ひとつの観光資源」として捉え、地域全体の浮揚で、リピート率向上と新規顧客（顧客層）などの

販路開拓等に繋げて行く。 

 

①調査支援対象者 観光型農園５事業所（生産法人２社 個人事業所３社）の内、年度毎１事業所を

重点支援先として選定し、調査する。 

※本会の経営発達支援事業の実施期間５ヵ年で、一巡する事を目標とする。 

②調査対象の種類と商品及び対象数 

・調査対象先は、金峰山山麓や有明海に面するなど、当地域の中に於いても所在地毎の特色がある。 

 また、この内３事業所は、飲食スペース（バーベキュー・カフェ・流しそうめんなど）や河内温泉 

足湯などを併設している。 

・当地、観光型農園の体験メニュー等には、通年を通して体験出来る品種豊富な果物狩りが特徴 

（みかん、ぶどう、梨、りんご、いちごなど）であり、この外、掛干し米の田植え・収穫体験や 

ヤマメ釣り堀、カモメのエサやり、パワースポットガイド、金峰山トレッキング、などがある。 

・年度毎１事業所を重点支援先として選定し、支援先が顧客開拓を目指す“いち押し体験メニュー” 

 （１以上）を調査対象とする。また、飲食スペース等を併設する事業所については、支援先が売上 

増を目指す“いち押し飲食メニュー” （１以上）を併せ調査対象とする。 

③調査回数：年１回 

④実施期間：３ヵ月：当地観光繁忙期の９-11月 

⑤調査対象者：支援先への来訪者（観光客等）抽出数100名以上 

⑥調査方法 

・関係事業所に、アンケート調査票を配置し、来訪者（観光客等）の記入方式で実施する。 

 各事業所は、回収率向上の為、アンケート記入者に対しては、「サービス特典等」を付与する。 

⑦調査抽出数（目標数） 

・年間来訪者数が、１万人規模から数百人規模と、当該観光農園によって、「バラつき」があるため 

調査実施期間内（３ヵ月）に於いて、「抽出数100以上」を目標とする。 

 経営指導員等が、月１回の巡回指導を行い、その都度回収し、目標数達成を促す。 

⑧調査分析項目・内容 

・当地、観光農園の体験型メニュー等は、通年から季節限定・人数制限など豊富な観光メニューが 

あり、顧客ニーズの高い組み合わせや周知方法等、今後のリピート率向上と新規顧客開拓等に 

繋がる項目を設定する。 

また、熊本市中心部等から気軽にお出かけ出来る当地域の観光にとって、「安・近・短で楽しさ 

の提供」が共通のテーマであり、おもてなしの評価は、リピート率向上に欠かすことの出来ない 

項目であり、満足度や具体的に気に入ったサービス等も加えるものとする。 

○来訪者の居住エリア ○来訪手段 ○来訪理由・動機 ○滞在予定時間 ○当地域の印象 

○店舗・施設の印象 ○体験した観光メニューの感想 ○利用した観光メニューの満足度 
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○当地域で体験したい観光メニューの要望 ○具体的に気に入ったサービス内容（おもてなしの 

評価コメント） ○当地域で求める商品、サービス などを設定する。 

 ・飲食メニュー等については、○価格 ○分量 ○味・味付け ○安全性（原材料・添加物等） 

○食べた満足度 ○河内らしさ（ネーミング）○総体的な評価コメントなどを設定する。 

・調査結果については、専門家の指導を仰ぎながら当地域に対する需要を把握すると共に、小規模 

事業者「個社支援の視点」から分析を行い、来訪者の需要動向を把握し、地域資源を活かした 

新サービスの開発等で「新規顧客開拓」、「個店における商品開発、サービス向上」に役立てる。 

・これらは、当地域に「経済効果が波及する仕組みづくり」（Ⅱ.地域活性化に寄与する取組）にも 

繋げて行く。 

⑨調査の活用方法・情報の提供 

・提供された調査・評価結果は、継続的に有効活用するため、経営指導員等の巡回指導等を通じて、 

支援する関係事業所に、フィードバックを図る。 

また、来訪者（観光客等）のニーズや需要動向と、関係事業者の経営資源との間にあるギャップ 

も把握され、経営課題を明確にすることで、その改善に向けた支援（事業計画策定・計画策定後の 

実施支援）の実施にも繋げる。 

 

（3）業界・マーケット情報等の活用 

・上記（1）・（2）の需要動向調査の調査支援対象者及び調査対象の商品等に対し、調査では収集 

できない情報（業種・業界情報、統計・市場データ、マーケティング等）は、日経テレコン２１の 

ＰＯＳ情報やＪＲＳ経営情報サービスの業種業界動向、日経流通新聞などの業界関連誌、関連省庁

（農水・総務省等）が行う産業動向調査など、マクロ的な見地からも情報収集する。収集した情報は、 

小規模事業者の既存商品等（ブラッシュアップ）や新商品開発や販売戦略などに活用する。 

・27年度より、熊本県商工会連合会が新たに導入し、本会も無料利用開始可能となった、エリア 

マーケティングシステム「ＭｉｅＮａ／ミーナレポート：市場情報評価ナビ 株式会社日本統計 

センター」等を活用して、県内外からの来訪者の増加等で、新規顧客層・販路開拓を目指す、 

観光農園業者に対しては、消費動向のレポート（観光・旅行・飲食関連支出等）など出力し、 

情報提供を図る事で、市場動向に基づいた「売れる商品づくり」「お客様の満足を高める新たな 

サービスの提供」等に役立てる。 

・また、当地、観光農園業者は、山沿い・海沿いなど所在する地理的条件も異なっており、商圏 

人口やその人口構成、年代別の購買力など、個別具体的な商圏分析を行い、需要動向等を分析・ 

提供し、今後の事業計画作成等にも活用する。 

・更に、熊本県のアジア諸国を中心とした「外国人観光客増加施策」を背景に、当地域へのイン 

バウンド観光客の増加も顕著であり、熊本市観光統計データや観光庁等の統計資料から「外国人 

観光客の需要動向等」の情報を抽出して、外国人観光客向けのサービス内容や商品構成の見直し 

で、グローバルな営業・販売戦略にも活用する。 

 

（目 標） 

○需要動向の重要性と需要動向に基づく、経営意思決定を定着させる。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 
（1）のヒヤリング調査支援者数 

（支援事業者数：累積） 
0 

（0） 

3 

（3） 

3 

（6） 

3 

（9） 

3 

（12） 

3 

（15） 
（1）のヒヤリング調査回数 

（調査期間：３日間×２） 
0 2 2 2 2 2 

（1）のヒヤリング調査対象者数 0 100 100 100 100 100 

（1）の専門家による評価会開催数 0 1 1 1 1 1 

（1）のヒヤリング調査結果等提供数 

（フォローアップ事業者数：累積） 
0 

（0） 

3 

（3） 

3 

（6） 

3 

（9） 

3 

（12） 

3 

（15） 

（2）のヒヤリング調査支援者数 

（支援事業者数：累積） 
0 

（0） 

1 

（1） 

1 

（2） 

1 

（3） 

1 

（4） 

1 

（5） 
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（2）のヒヤリング調査回数 

（調査期間：３ヵ月） 
0 1 1 1 1 1 

（2）のアンケート調査抽出数（目標） 0 100以上 100以上 100以上 100以上 100以上 

（2）のアンケート調査結果等提供数 

（フォローアップ事業者数：累積） 
0 

（0） 

1 

（1） 

1 

（2） 

1 

（3） 

1 

（4） 

1 

（5） 
（3）マーケット・業界等 

情報提供事業者数 
0 4 

 

8 12 16 20 

 

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】 

小規模事業者が、持続的な発展をするためには、取り扱う商品、提供するサービス等、対象となる

ターゲット（顧客）に知って頂く事が前提である。 

当商工会でも小規模事業者持続化補助金等を活用し、新規顧客開拓のためのチラシや看板制作、認

知度向上のためのホームページ開設、顧客サービス充実のための設備改修等、観光農園、飲食業等の

若手経営者等を中心に既存経営を改善し、持続的な発展を目指す、「やる気のある事業所」を掘り起

し、個店支援強化を実践し、新規顧客開拓等の重要性を啓蒙してきた。 

又、熊本県商工会連合会が毎年開催する「くまもと物産フェア」への出展、その中でも地域資源を

活用した一品を掘り起す「厳選マルシェ」（人気投票コンテスト形式）への出品、熊本市が政令市 

移行後開催する「九州食の商談会」等への出展指導等、販路開拓支援なども行ってきた。 

 併せて、熊本市西南部地区商工会広域連携として出展参加する物販イベント等（来場者１万人規模

の新幹線フェスタなど、毎年２回程）でも地域特産品と観光資源等のＰＲ支援も図ってきた。 

今後共、小規模事業者を対象とした補助金等の施策を積極的に活用し、業種を問わず、新規市場・

顧客開拓、既存客のヘビーユーザー化、リピート率向上等を目的に下記の事業を実施し、地域小規模

事業者の持続的発展を支援する。 

 
（事業内容）=拡充・新規事業 

（1）政令市熊本市や熊本県商工会連合会等で、展示会・商談会が継続開催されている活発な当地でも 

あり平成28年２月には、地場大手金融機関（肥後銀行）主催の地域振興イベント（ワンダーメッセ) 

も新たに開催されるなど、出展機会の増加が予測され、経営指導員等の巡回訪問や商工会Ｈ.Ｐへ 
開催情報掲載等により、農林漁業（生産法人等）を中心に、地域小規模事業者への情報提供を行い、 

需要開拓の支援へ繋げていく。 

（2）展示会・商談会等に於ける陳列方法、チラシ作成方法、バイヤーとの交渉術等については、 

熊本県商工会連合会等が実施する専門家派遣等を活用し、有効な陳列方法、チラシ作成方法等の 

出展支援を行うことで、提供する商品等の魅力度を高める。 

又、交渉術（スキル）の向上により、展示会・商談会での成果を高める。 

（3）展示会・商談会後のフォローアップとして、バイヤー等からの評価情報等を収集して、小規模 

事業者に対し、フィードバックを行い、商品等のブラッシュアップに繋げていく。 

（4）地域小規模事業者へは業種を問わず、新規顧客開拓、既存客のヘビーユーザー化、リピート率 

向上等を目的に、小模事業者持続化補助金等も積極的に活用する。 

これにより、提供する商品・サービスのパンフレット作成等による認知度アップ、顧客サービス 

向上のための取り組み等を促進支援し、各種商談会・展示会への出展機会を計る。 

  結果、地域小規模事業者の新規取引先獲得といった機会提供や当該地域の認知度向上に繋がる 

ものである。 

（5）地域基幹産業たる農林漁業（生産法人等）並びに観光関連業（観光農園・飲食業等）の需要 

開拓を支援するため、当商工会のホームページ等で、地域小規模事業者等の「これぞ一品」商品や 

旬なサービス提供等のＰＲを行う。又、地域小規模事業者の地区別所在地や業種等、認知度向上を 

図るため、チラシ折込み等でのＰＲ等支援を図る。 

 これら当該事業所の認知度向上等ＰＲにより、新たな受注件数増へ繋げていく。 

（6）当地域を訪れる来訪者等向けに、地域資源を活用した特産品や地区内観光資源等を掲載した 

「河内観光交流パンフレット」（仮称）等の作成を本会観光部会にて検討する。 
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「観光交流パンフレット」等の作成により、当地域そのものの「売込み」のみならず、地域特性を 

持つ事業所の商品や製品、提供するサービス等を情報発信し、売上増へ繋げていく。 

（目 標） 

○各種商談会・展示会等出展回数、出展支援者数等は、次表を目標とする。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

各種商談会・展示会等 

出展回数 

3 4 6 8 8 8 

各種商談会・展示会等 

出展支援者数 

4 6 8 10 10 10 

商談・成約・受注増件数 
実績支援者のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ件数 

0 

0 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

認知度向上等ＰＲ支援 0 2 2 2 2 2 

パンフレット作成会議 0 2 4 2 0 0 
※尚、各種商談会等には、当商工会が所属する熊本市西南部地区商工会広域連携で出展参加する物販イベント等も含む。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

これ迄、当商工会が主体となり、地域が抱えている課題の掘り起しとその対策・対応策を見出す為、 

地域２つの校区（河内・芳野校区）自治会長、町内経済団体、地域おこしグループ等を出席者とした、 

「地域問題懇談会」（本会独自事業）を年１回開催してきた。 

当地区２つの校区、河内・芳野校区での共通の課題（少子・後継化、過疎化）、加えて、芳野校区独自

の課題（道路網の整備等）を見出し、これを契機として河内校区では、「河内創生未来の会」、芳野校区では、

芳野校区まちづくり推進委員会（現況、ＮＰＯ法人芳野まちづくりと成る。）が、住民主導で立ち上がり、

当商工会によって、地域活性化のための方向性の「種」を巻く事が出来たと言える。 
これら地域振興・活性化組織等との連携、協力のもと、今後、以下による更なる地域経済の活性化の為の

事業を中・長期的に展開する。 
 

（事業内容）=拡充・新規事業 

（1）地域ブランド化支援 「火の国熊本・河内町の地域力（ブランド）復活」事業   

当地域には、多くの地域資源・観光資源等があり、山あり海ありの自然環境と熊本市中心部より、

車で30分圏内、福岡県南地域からも１時間圏内という「地の利」も強みとして捉え、観光、農林水産

品等を活用した商品開発を推進する事で、地域に住む人々の自尊心が芽生え、交流人口の増加が期待

され、地域経済全体の底上げも実現可能となるものである。 

果樹栽培が隆盛を極めた昭和30～40年代頃迄、蜜柑と言えば「熊本河内みかん」と、県内外に知れ 

渡っていたが、選果集約化と共に、熊本県では、ＪＡ統一ブランド「夢未来」として出荷されており、 

「河内みかん」のブランド名が衰退し、特に県外に於いては、「河内みかん」の名で流通していない。 

海苔養殖業にしても熊本県産は「有明海産のり」の名で流通しており、熊本県内でも一番の高品質

を誇る「河内のり」の名では、流通していない。（平成26年12月、河内海苔のブランドを打ち出した、 

焼海苔を河内漁業協同組合がブランド化するなど、動き出しつつある。） 

地域基幹産業たる農漁業の隆盛復活が、地域経済の活性化に繋がるものであり、食の安心安全が 

叫ばれる昨今、産地が明確なモノ、そのブランドが消費者にも好まれており、蜜柑と言えば「熊本 

河内町」、海苔と言えば「熊本河内町」と言う浸透、地域力ブランドの復活の機会（チャンス）が 

再来していると言える。 

当商工会は、地域が抱えている課題の掘り起しとその対策・対応策を見出す為の「地域問題懇談会」

（本会独自事業）の開催実績（年１回以上）があり、地域住民と農林漁業（生産法人等）並びに観光 

関連業（観光農園・飲食業等）等、又、ＪＡ熊本市河内支店や河内漁業協同組合など、地域経済団体

との連携・情報共有の「橋渡し役」を担っている。 

 海あり山あり、熊本県立金峰山自然公園等も有する風光明媚な当河内町でもあり、これ迄農林漁業

（生産法人等）並びに観光関連業（観光農園・飲食業等）等が、個々に取り組んできたブランド開発

等を、各種団体・産業間連携により、一定の基準で実施する事で、当該地域の商品・サービスの付加

価値を高めると共に、地域内での連帯感を醸成し「河内みかん」栽培等で隆盛を極めた河内町地域力
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（ブランド）復活を目指すものである。 

本経営発達支援計画に掲げる「連携者」と連携会議を開催し、検討した地域活性化等の方向性を 

踏まえ、火の国・熊本河内（町）地域の魅力、特産品等をアピールするため、小規模事業者の地域 

内外への浸透支援等も図るものである。 

（2）商品ブランド化支援 「農林水産物資源活用」事業  

当地域には、熊本県指定の地域産業資源に指定されている「蜜柑・梨」を始めとした農林水産資源

が多々ある。特に「温州みかん」は、平成26年９月、国の許可なく体によい成分を表示できる「機能 

性表示食品」として認められたブランドも出てきた。「蜜柑」の成分には、美容、ガンや生活習慣病

の予防など、様々な効果があると注目が集まっており、当地域「河内みかん（温州みかん）」ブラン

ドも再び注目を浴びる要因となっており、本年、農産物生産加工業・飲食業の３事業所より、当商工

会経由で、熊本県よろず支援拠点への相談繋ぎもあるなど、当地区小規模事業者からの当商工会への 

活用支援ニーズも拡大すると思われる。（熊本県農商工連携100選・認定事業所=本会会員３事業所） 

当商工会支援による小規模事業者持続化補助金等を活用した商品開発や６次産業化認定事業者 

（本会会員１事業所）への販路開拓支援等、個別課題に対応した支援ニーズの高まりを実感している。 

今後も、６次産業化や農商工連携による経済効果を発揮する為には、原材料の確保が重要となり、 

生産者等の育成も課題となる。 

ＪＡ熊本市河内支店や河内漁業協同組合等の生産者（本会会員事業所としても20事業所程有り。）

とも連携し、地域産品を使用した特産品の開発にあたり、生産者と製造加工業者、小売業者等との 

ネットワーク体制の構築に努め、商品の企画から販路開拓に至るまでの一貫した支援を行う。 

（3）地域 賑わい創出支援① 「観光資源活用」事業  

熊本市西区役所に於いては、熊本市立「金峰山少年自然の家」で宿泊研修する小学生に、当河内町 

芳野校区で、農業体験をしてもらうモデル事業を27年度スタート。中山間地である当河内町芳野校区

は、特に高齢化や過疎化が進んでおり、小学生との交流を通じ、基幹産業である農業への理解と地域

活性化にも繋がるものと期待する。 

 又、東海大学観光ビジネス学科と連携した、特産品の「蜜柑」を活用した若者を呼び込むイベント 

企画の提案、これを受けた「みかん狩り」や「ハイキングツアー」などの開催も27年度実現するなど、

当地域の地域資源があらためて、注目されており、これらは、地元自治会や当商工会などで構成する

「芳野校区自治協議会」が、受け皿となっている。 

 この様な動きを受け、当商工会としても観光関連業（観光農園・飲食業等）等、延いては小売・ 

サービス業等の事業機会の創出として、熊本市行政、当地域で事業活動する地域おこしグループ等と

連携し、着地型観光を実践するための体験イベント等実施し、対外的にヒトを呼び込む仕組みを構築

し「外貨」を稼ぐ事で、観光関連業等の経営力向上を目指す。 

この為には、対象となる小規模事業者の経営分析を実施し、個々の企業の経営資源等を把握した上

で、需要を見据えた商品の品揃え、サービス提案を実施する必要がある。 

（4）地域 賑わい創出支援② 「地域資源活用連携ネットワーク構築」事業  

※「金峰山山麓文化とフルーツの里」づくり構想（仮称）への着手準備等 

熊本市行政指針によると、当熊本市西区河内町は、「地区内に所在する幾多数多の各資源を利活用 

したまちづくり・交流人口の増加を目指す。」とある。 

その中でも比較的「コミュニティー」が健在である、当地域の各種関係機関を構成員とする「地域 

資源活用連携ネットワーク会議」（仮称）の開催を提唱し、定期的な観光振興策等を検討・実施する。 

 金峰山山麓には、陶芸・染色・織物などの工房や絵画・音楽などのスタジオ等、文化創作取り組み

をしている人々が増えており、平成26年11月、「金峰お山の工房展」も開催された。 

 これら工房等の施設を巡るコースを設定するなど、金峰山山麓に多様な来訪機会を創出するための 

ネットワーク構築が必須である。このネットワーク会議等を通じて、金峰山系エリア・河内町を象徴

ＰＲする「金峰山山麓文化とフルーツの里」づくり構想（仮称）への着手準備等を図る。 

 将来的には、地域資源等が豊富な熊本市西南部地区商工会広域連携（南区：熊本市富合商工会での 

フットパスによる観光資源活用などの動き有り。）に於いても商品・サービス等について、政令市 

熊本市の中でも競争力を担保するための認定基準を定めその基準を満たした商品・サービスについて

「ブランド認定」を行い、連携して需要開拓を推進していく。 
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（目 標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地域・商品ブランド化 

支援検討会議等開催数 
0 2 3 3 3 3 

６次産業化・農商工連携 

認定への支援者数 
2 

 

3 

 

4 

 

 4 
 

4 

 

4 

観光資源活用 

体験イベント等支援 
2 3 3    4 4 4 

地域資源活用連携 

ネットワーク構築会議 
0 1 2 2 2 2 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援向上のための取組 

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 

(1) 熊本市西南部地区商工会広域連携の事務局会議（定例会議：毎月20日開催）や熊本県商工会 

職員協議会熊本市支部の職員研修会等に於いて、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 

交換を行う事により、地域全体の需要動向の情報を把握すると共に、効果的な支援のあり方等に 

ついての支援ノウハウを習得することにより、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。熊本市西南部地区商工会広域連携では、他の支援機関との懇談会等を年１回 

以上開催し、巡回訪問等を通じて小規模事業者への情報提供、フィードバックを図る。 

（2）熊本市西南部地区商工会広域連携では、他の広域連携支援機関との懇談会等を年１回以上開催 

し、巡回訪問等を通じて小規模事業者への情報提供、フィードバックを図る。情報交換については、

成功事例等の共有化を進め具体的支援につなげる工夫を行う。 

(3) 熊本県商工会連合会及び中小企業基盤整備機構が支援機関を対象として開催する小規模事業 

支援研修等に参加し、地域及び国内の需要動向を把握するとともに、経営支援のノウハウや支援 

の進め方等について学び、経営指導員等の支援ノウハウの向上を図る。また、広域連携を通じて 

研修内容について、情報交換の場（毎月20日開催する定例会議等を活用し開催。）を設定し、 

他の地域に於ける具体的な経営支援の現状についての把握を行い、本会における需要開拓支援に 

活用する。 

(4) ２年毎に、他商工会への先進地視察研修を実施し、観光（関連）産業分野を中心とした小規模 

事業者の現状と課題の把握を行うと共に、その商工会に於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、本会に於ける効果的な経営支援に活用する。 

(5) 中小企業基盤整備機構等とも連携し、国内及び当地域の観光（関連）産業分野の業界動向等に 

関する情報、市場開拓に関する支援ノウハウと支援の進め方等について、年１回以上の情報交換 

会を行い、新たな市場開拓に関する支援ノウハウを習得し本会における販路開拓支援に活用する。 

(6) 年１回以上開催する前述の「地域資源活用連携ネットワーク会議」（仮称）において、情報 

交換の時間を設け、需要動向や観光の現状、支援の進め方等について情報交換を行い、本会に 

於ける需要開拓支援に活用する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

※本会職員は、「傾聴力=敬聴力 情報収集・分析・提供力 コミュニケーション力」向上を目指す。 

 (1) 熊本県商工会連合会や中小企業基盤整備機構等が主催する研修、又、熊本市西南部地区商工会 

広域連携での研修会等に、経営指導員・経営支援員が、年間１回以上参加する事で、小規模事業 

者の売上や利益を確保することを重視した販路開拓に関する支援ノウハウの向上を図り、経営 

支援に於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。 

(2) 熊本市地区商工会連絡協議会、熊本市西南部地区商工会広域連携に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共に、経営支援に於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。 
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経営指導員においては、広域連携商工会を構成する経営指導員でのチーム支援も実施し、互いの 

ノウハウや情報を交換する事で、資質向上を図り、年間最低１件の経営革新承認事業所の輩出を 

目指す。 

（3）熊本市西南部地区商工会広域連携では、経営指導員・経営支援員向けの資質向上対策セミナー 

を年２回ずつ開催する。特にこれ迄は、税務・経理・労働保険などが主たるテーマであった経営 

支援員向けのセミナーについては、事業計画策定支援手法等、経営発達支援事業を実施する為に、 

有効なテーマを設定し、資質向上対策を図ると共に、経営支援員1人・小規模事業者持続化補助金 

申請最低１件などの目標値を定め、伴走型支援に携わる経営支援員の意識改革も図っていく。 

(4) また、経営支援員については、経営指導員が有する小規模事業者支援に関する知識・ノウハウ 

等について、巡回訪問時の帯同や専門家派遣相談時などにも同席するなどして、個別にＯＪＴを 

行い、支援能力の向上を図る。 

(5) 本会事務局においては、経営支援・事業運営等に関してのミーティングを原則隔日毎実施し、 

個別事業者に関する支援情報や支援ノウハウの共有化を行い、職員の資質向上を図ると共に、 

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。 

(6) 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別ファイルにて管理すると共に、熊本県商工会連合会が運営する「基幹 

システム」を活用し、小規模事業者に対する支援内容について、熊本県商工会連合会が示した 

記載例に準拠し、入力・データベース化する事で、職員の人事異動があっても本会組織として、 

継続的に情報が引継げるような支援体制の構築を図る。 

また、経営分析等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、職員間で、  

  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。 

(7) 支援事業者については、経営指導員、経営支援員の担当制にすることで、事業者の経営実態等 

に対する「目利き力」を向上させ、従来以上に事業者の経営実情に応じたチーム支援に繋げて 

いく。 

 

３．事業の評価及び見直しをする為の仕組みに関すること 

※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、以下の方法により評価・検証を行う。 

(1) 熊本市商工担当課、中小企業診断士等の外部有識者と、熊本県商工会連合会並びに内部有識者 

として、熊本市河内商工会正副会長、各部会長で構成する商工会総務委員会により、「経営発達 

支援事業評価委員会（仮称）」を組織し、年１回以上委員会を開催し、事業の実施状況、成果の 

評価、見直し案の提示を行う。 

（2）事業の成果・評価・見直し案の結果については、商工会理事会へ報告し承認を得て、次年度 

の本会事業計画案に反映させ、本会の通常総会において報告し、承認を受ける。 

(3) 事業の成果・評価・見直し内容、事業計画案については、本会で閲覧できるものとし、本会 

ホームページでも計画期間中公表するなどして、地域にも広く周知する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 29年 10月末日：現在） 

（１）組織体制 

（組織概要） 

会員数 162名 役員 19名（会長１名、副会長２名、理事 14名、監事２名） 

事務局４名（経営指導員１名、経営支援員２名、記帳指導職員（パート職員）１名） 

部会：商業部会・建設工業部会・観光部会・青年部・女性部・壮年部 

（事業実施体制） 

事 務 局  経営指導員１名、経営支援員２名、記帳指導職員（パート職員）１名 

   調査委員会：総務委員会兼務 正副会長３名、監事２名、各部会長６名 

 

（２）連絡先 

   熊本市河内商工会（担当者：大矢野 淳）  

   住所：〒861-5347 熊本県熊本市西区河内町船津 2104-4 

   電話：０９６－２７６－０３４２ ＦＡＸ０９６－２７６－１４０８ 

   Ｅメール：kawati@lime.ocn.ne.jp 

      ＵＲＬ：http://www.kumashoko.or.jp/kawati/ 

 

（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） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 1,050 1,450 1,250 1,650 1,250 

 

調査事業費 100 500 100 500 100 

経営分析に係る

専門家派遣 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

セミナー開催 

事業費 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

事業計画策定・ 

フォローアップ 

支援実施事業費 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

250 

需要調査・開拓 

支援事業費 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

商談会展示会 

出展費・会議費 

 

100 

 

100 

 

200 

 

200 

 

200 

地域経済活性化

支援事業費 

 

150 

 

150 

 

250 

 

250 

 

250 

資質向上対策 

事業費 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

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 

 会費収入、県及び市補助金収入、各種事業収入、委託事業収入等 

 

（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） 

 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 

・地区内の経済動向の調査・分析に際しては、外部専門家等を活用して、実施する。 

・経営状況の分析並びに事業計画策定支援及びフォローアップ支援に関しては、 

熊本県商工会連合会等の専門家派遣制度等を活用して、実施する。 

・地域振興・活性化組織等との連携のもと、地域力（ブランド）復活支援、農林水産物 

資源・観光資源活用支援を実施し、ネットワーク構築支援を実現する。 

連携者及びその役割 

熊本県商工観光労働部商工労働局商工振興金融課 地域連携支援拠点 

商工振興金融課 課長 浦田隆治 

住所：熊本県熊本市中央区水前寺 6-18-1 電話：096-333-2314 

役割：商工会を所管する県行政窓口。 

連携内容：小規模事業指導費補助金等による経営革新・創業者支援・販路開拓支援、地域活性化

事業等の指導支援先。28年度より地域連携支援拠点（経営支援サポートオフィス）開始。 

 

熊本県よろず支援拠点 公益財団法人くまもと産業支援財団 理事長 奥薗惣幸 

住所：熊本県上益城郡益城町田原 2081-10 電話：096-286-3355 

役割：国施策による小規模事業者向け、総合相談支援機関。 

連携内容：専門家の情報提供や派遣等、経営革新・創業者支援・販路開拓支援事業等で連携。 

 

熊本県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 緒方幸夫 

住所：熊本県熊本市中央区横紺屋町 10 電話：096-311-5030 

役割：国施策による小規模事業者向け、事業承継やＭ＆Ａ等の支援機関。 

連携内容：親族内、第三者への計画的且つ円滑な事業承継等にて、地区内小規模事業者等の 

減少に歯止めを掛けるべく、ケース毎の専門家派遣等により、きめ細かい指導等で連携。 

 

熊本市経済観光局商業金融課 課長 潮永 誠 

住所：熊本県熊本市中央区手取本町 1-1 電話：096-328-2424 

役割：商工会を所管する市行政窓口。 

連携内容：中小企業振興補助金等による経営革新・創業者支援・販路開拓支援、地域活性化事業

等の指導支援先。 

 

熊本市中小企業支援連絡協議会（熊本市商業金融課・ビジネス支援センター） 

ビジネス支援センター長 福嶌隆彦 

住所：熊本県熊本市西区春日 1-14-1 くまもと森都心プラザ内 電話：096-355-7402 

役割：熊本市内に所在する認定経営支援機関等で構成。 

連携内容：四半期毎の連携会議開催。専門家の情報提供や派遣制度が有り、経営革新・創業者 

支援・販路開拓支援事業等で連携。 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構九州支部 本部長 山地禎比古 

住所：福岡県福岡市博多区祇園町 4-2 サムティ博多祇園ＢＬＤＧ. 電話：092-263-1500 

役割：国の小規模事業者向け、総合相談支援機関。専門家の情報提供や派遣等、経営革新・創業

者支援・販路開拓支援、地域活性化事業等で連携。 
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熊本県商工会連合会 会長 伊東昭正 

住所：熊本県熊本市中央区安政町 3-13 電話：096-325-5161 

役割：県下 49 商工会を所管する認定経営支援機関。 

連携内容：専門家の情報提供や派遣等、経営革新・創業者支援・販路開拓支援、地域活性化事業、

経営指導員等の資質向上支援等で連携。 

 

熊本市西南部地区商工会広域連携（23.7～ 連携協定書締結） 

幹事会・熊本市天明商工会 会長：岩上國男  熊本市飽田商工会 会長：出口起秋 

熊本市富合商工会 会長：髙浜祐志  熊本市城南商工会 会長：松田光男 

役割：政令市熊本市南区４商工会、西区１商工会（河内町）で、構成する広域連携体。 

連携内容：経営革新・創業者支援・販路開拓支援、地域活性化事業に係るチーム支援等、経営 

指導員等の資質向上支援等で情報共有を図り、連携。 

 

㈱日本政策金融公庫熊本支店 国民生活事業 事業統轄 山藤泰之 

住所：熊本県熊本市中央区安政町 4-22 電話：096-353-6121 

役割：政府系金融機関・認定経営支援機関。 

連携内容：金融指導等に関連付けた、経営革新・創業者支援・販路開拓支援事業、セミナー開催

等、地区担当者を通じた情報交換、連携。金融相談会・懇談会事業等も定期開催する。 

 

熊本県信用保証協会 会長 真崎伸一 

住所：熊本県熊本市中央区南熊本 4-1-1 電話：096-375-2000 

役割：県施策による小規模事業者向け、経営・金融保証機関。 

連携内容：経営・財務分析や専門家の情報提供・派遣制度が有り、経営革新・創業者支援・販路

開拓支援事業等でも連携。 

 

㈱肥後銀行小島支店 支店長 吉永圭之  河内出張所 所長 三嶋幸子 

住所：熊本県熊本市西区小島 6-1-3 ／ 熊本県熊本市西区河内町船津 2069-10 

電話：096-329-7021 ／ 096-276-1124 

役割：地場金融機関・認定経営支援機関。 

連携内容：金融指導等に関連付けた、経営革新・創業者支援、セミナー開催等、情報交換、連携。

金融相談会・懇談会事業等も定期開催する。 

  

熊本市西区役所 区長 白石三千治 

住所：熊本県熊本市西区小島 2-7-1 電話：096-329-1111 

熊本市西区役所河内出張所・芳野分室 所長 林 裕史 

熊本市西区役所河内まちづくりセンター センター長 林 裕史（兼務） 

住所：熊本県熊本市西区河内町船津 2069-5 ／ 熊本県熊本市西区河内町船津 791 

電話：096-276-1111 ／ 096-276-0133 

役割：商工会が所在する市地域行政窓口。 

連携内容：小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援、河内地域のまちづくりの推進、

地域資源活用による新たな地域活性化の方向性について、連携検討。 

 

河内漁業協同組合 組合長 川崎武克 

熊本県漁業協同組合連合会漁業後継者クラブ河内支部 支部長 坂口寿人 

熊本県漁業協同組合連合会漁業後継者クラブ船津支部 支部長 杉本育朗 

住所：熊本県熊本市西区河内町船津 2222-11 電話：096-276-1050 

役割：地区内経済団体。 

連携内容：小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援、地域資源活用による新たな地域

活性化の方向性について、連携検討。 



- 31 - 
 

熊本市農業協同組合河内支店 支店長 岡本久博 

住所：熊本県熊本市西区河内町船津 2069-7 電話：096-276-1117 

役割：地区内経済団体。 

連携内容：小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援、地域資源活用による新たな地域

活性化の方向性について、連携検討。 

 

河内創生未来の会 代表者 下田幸成 

住所：熊本県熊本市西区河内町船津 2223 電話：096-276-0340 

役割：河内町河内校区、地域振興・活性化グループ。 

連携内容：小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援、地域資源活用による新たな地域

活性化の方向性、交流人口の増加策について連携検討。 

   

ＮＰＯ法人芳野まちづくり 理事長 原口秀輝 

住所：熊本県熊本市西区河内町野出 436 電話：096-277-2569 

役割：河内町芳野校区、地域振興・活性化、定住人口の増加を主たる活動とするＮＰＯ法人。 

連携内容：小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援、地域資源活用による新たな地域

活性化の方向性、交流人口の増加策について連携検討。 

 

武蔵未来の会 会 長 河野尊義  

住所：熊本県熊本市西区河内町野出 436 電話：096-277-2569 

役割：宮本武蔵の教え尊び、縁の観光資源を活用する地域・活性化グループ。 

連携内容：小規模事業者のイベントへの参画支援、新たな地域活性化の方向性、交流人口の増加

策について連携検討。 

 

熊本市観光農園協議会河内支部 代表者 田尻賢治（＝熊本市河内商工会青年部々長） 

農業生産法人（有）優峰園フルーツランド 熊本県アグリ・インバウンド協議会員  

住所：熊本県熊本市西区河内町岳 1144 電話：096-277-2518 

役割：当地域、観光関連業の協議会組織。 

連携内容：小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援、地域資源活用による新たな地域

活性化の方向性、交流人口の増加策について連携検討。 

 

熊本市飲食業協同組合河内支会 支部長 今村秀寿 

住所：熊本県熊本市西区河内町岳 929 電話：096-277-2614 

役割：当地域、飲食業関連の協議会組織。 

連携内容：小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援、地域資源活用による新たな地域

活性化の方向性、交流人口の増加策について連携検討。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 
連 携  情報交換等 
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           支 援 

 

 
連 携            連 携 

情報交換等          情報交換等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・本県商工観光労働部商工労働局商工振興金融課 地域連携支援拠点 

・熊本県よろず支援拠点 公益財団法人くまもと産業支援財団 

・熊本県事業引継ぎ支援センター 

・熊本市中小企業支援連絡協議会 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構九州支部 

・熊本県商工会連合会 新事業展開（経営支援プログラム・経営革新承認

申請 次産業化 農商 連携等 ） 係 専門家派遣等 

 

 

小規模事業者  

熊本市河内商工会 

・熊本市西南部地区商工会広域連携 

新事業展開に係るチーム支援等、 

経営指導員等の資質向上支援等 

・㈱日本政策金融公庫熊本支店 

国民生活事業 

・熊本県信用保証協会 

・㈱肥後銀行小島支店 

支経営革新・創業者支援・販路開拓 

支援事業、セミナー開催等 

・熊本市農水商工局商工振興課 

・熊本市西区役所 

・熊本市西区役所河内出張所・芳野分室 

熊本市西区役所河内まちづくりセンター 

販路開拓及びイベントへの参画支援、地域資源活用に

よる新たな地域活性化の方向性等 

・河内漁業協同組合 

熊本県漁業協同組合連合会漁業後継者クラブ 

・熊本市農業協同組合河内支店 

・河内創生未来の会 ・ＮＰＯ法人芳野まちづくり 

・武蔵未来の会 

・熊本市観光農園協議会河内支部 

・熊本市飲食業協同組合河内支会 

販路開拓及びイベントへの参画支援、地域資源活用による

新たな地域活性化の方向性、交流人口の増加策等 
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