
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 大津町商工会（法人番号 9330005002561） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

景気動向に左右されない地場産業の創出と活力ある小規模事業者への支

援 

町内唯一の総合経済団体として、これまで培ってきた信用力・組織力を

活用し、小規模事業者の持続的発展を目指す。具体的には経営改善普及

事業を強化し伴走型の支援を実施する。また、本会が主導的立場を取り、

町内の各種団体・機関と連携し、地域活性化の方向性を検討することで

横の連携を強化し、地域経済の活性化を図る。 
 

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 
年に１度、地域商工業者を対象に経済動向調査を実施し、その調査 
結果を事業者へ提供し、経営改善策に活用する。 
２．経営状況の分析に関すること 
事業者毎の経営分析を職員が行った後、専門家による高度で専門的な

指導を受け、現状の分析・把握を行い、課題を抽出する。 
３．事業計画策定支援に関すること 
事業計画策定の意義や有用性を伝えると共に、職員によるきめ細かい

支援やセミナーを開催することで事業計画策定に取り組む事業者を掘

り起こし、計画策定に繋げていく。また、創業支援体制を確立し、創

業希望者を掘り起こし、創業計画策定の支援を行う。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
事業計画策定者には３か月に１度の定期的・継続的な指導を行い、Ｐ 
ＤＣＡサイクルに基づいた実行管理支援を行う。 
５．需要動向調査に関すること 
小規模事業者が取り組む商品やサービスの需要動向調査を行い分析・

提供する。併せて地元特産品の「さつまいも」「銅銭糖」についても、

一般消費者アンケート調査を行い、商品・観光開発に繋げる。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

「肥後おおづ名産街道」を活用したブランド力向上や販路開拓支援を

行うと共に、関係機関が主催する展示会などに参加し支援する。   
Ⅱ．地域経済の活性化委に資する取り組み 

大津町、肥後おおづ観光協会、あけぼの会（町内企業・団体）、企業連

絡協議会（進出企業団体）、ホテル連絡協議会、菊池農業協同組合と連

携し「大津町地域経済活性化会議」を開催し、環境変化への対応や今

後の地域活性化の方向性を検討する。 

連絡先 

〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大津 1417 

TEL 096-293-3421  FAX 096-293-3429 

E-mail oozu@lime.ocn.ne.jp  HP アドレス http://www.oodu.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 

【現状分析】 
＜歴史＞ 
大津町は熊本市の東方約 19 ㎞ 、阿蘇山

との中間に位置しており、阿蘇外輪山西部

に連なる広大な森林、原野地帯とそれより

ゆるやかな傾斜をなして広がる北部畑地

帯、阿蘇山を源として東西に貫流する白川

の豊かな流れによって南部平野は肥沃な水

田地帯を形成している。歴史を紐解くと天

正 15（1588）年加藤清正が肥後の領主とし

て入国し、大津下井手・上井手の開さくに

着手以後、1,300 町歩に及ぶ一大穀倉地帯

となった。江戸期には肥後と豊後とを結ぶ

豊後街道の要衝として細川藩主参勤交代の

宿場町となり、さらに近隣 52 村余を統轄す

る藩政の役所である大津手永会所が設けら

れ、政治・経済・文化の中心として栄え、

今日の基礎が築かれた。 

 

 現在では、国道 325 号（久留米～阿蘇～ 

延岡）と国道 57 号（長崎～雲仙～大分 

：以下バイパス）が縦・横断し、阿蘇くまもと空港、九州縦貫自動車道熊本 IC を近くに

擁していることから、交通条件に恵まれている。昭和５１年には本田技研工業㈱が国内四

番目の製作所として熊本製作所の操業を開始。本田技研工業の誘致成功が大きなターニン

グポイントとなり、「農工商併進の活力あるまちづくり」を町政の基本とし、交通アクセ

スに恵まれた地理的好条件を背景に企業誘致が進み、県内でも有数の工業集積地となって

いる。その結果、2011（平成 23） 

年度まで、製造品出荷額が県 

下で第一位という工業都市と 

なり、2005～2010（平成 17～ 

平成 22）年度にかけては、県 

下で唯一の普通交付税不交付 

団体となった。しかし、リー 

マンショック以降は、企業の 

増設や新設が減少したものの、 

企業誘致が進んでいる。 

 

 
大津町中心部から阿蘇山を望む 



- 2 - 
 

一方で大津町は、熊本市のベッドタウンであり、その結果、「人口と世帯の推移」の表

とグラフで分かるように、現在では人口も３２，０００人を超える県内有数の人口増加地

区の田園産業都市である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

近年の傾向として、バイパス沿線は大型スーパーや全国チェーン展開する飲食店、衣料

品店の集積地となっている。一方、町中心部商店街は交通量の減少に伴い衰退し、商店等

の閉店や廃業が見受けられる。しかし、空き店舗に対して新規起業を目指す方の候補地と

なっている等、創業ニーズも見られる。これは隣接の大型ショッピングモールを有する菊

陽町と比して店舗等賃借料が若干割安であること、人口増加地域であることや交通アクセ

スが良いなどの経営環境が良好であることが要因として考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統計名：平成 24 年経済センサス－活動調査事業所

に関する集計 産業横断的集計より作成 
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＜地域工業者の現状＞ 

 昭和１３年にアルコール工場が町内で操業を開始した歴史があり、その後、本田技研工

業㈱の誘致成功により、関連企業の進出も相次いだため、製造業の盛んな地域となってい

る。町行政も工業振興に積極的に取り組んできた歴史がある。 

製造業を含めた工業関連の総生産額は町内総生産額の過半数を占めており、従業者数も

全産業の約半数を占めている。 

また、地域工業者は本田技研工業㈱などの大手製造業者に大きく依存した経営を行って

おり、リスクマネジメントが出来ていない状態である。 

 

＜地域商業者の現状＞ 

 前述したが、町当局は工業振興に重点を置い 

た事業を行う中で、若干ではあるが観光や特産 

品開発など商業振興にも力を入れ始めた。しかし 

地域商業者は、右のグラフからも分かるように、 

産業構造や社会構造、都市構造などの環境変化 

に対応できず減少傾向が継続している。 

また、町内に２つの歴史ある商店街があるが、 

バイパスの開通などにより全国展開する大手企 

業（小売・サービスなど）は駐車場を完備し軒 

を連ねることで、人・車の流れが変わり、商店 

街は集客力を失い、空き店舗が多くなり、平成 

２２年度に商工会独自調査を行った結果、町中 

心部に１８か所の空き店舗が存在し、地域商業 

者の競争状況はより厳しさを増している。 

 

一方、熊本県の銘菓、大津町を代表する特産品として「銅銭糖（どうせんとう）」があ

る。 
加藤清正が大津の堀川を掘削、後世に設置された水車でもち米を製粉して生まれたお菓

子と伝えられている。その名のとおり、銅銭を重ねたような姿をしており、米粉を原材料

に作る落雁の中央、銅銭の穴の部分には黒餡が入っている。しかし町内に数多くあった製

造業者は現在僅か４件となり存亡の危機に陥っている。本会では特産品開発事業で銅銭糖

にフォーカスをあて、製造事業所と販路拡大支援に取り組んでいる。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
製造工程は現在も手作り 

写真提供：浪花屋本店ＨＰから 

大津町役場ＨＰから 
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＜地域商工業者数の推移＞ 

 

＜大津町商工会の会員数推移＞ 
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＜地域農業の現状＞ 

町を流れる白川の両岸は良好な水田地帯であり、その周辺に畑地帯が広がっている。農

産物としては、米、さつまいも、野菜、畜産などが盛んである。総農家数は８１６戸で、

販売農家数は５９２戸、自給的農家数は２２４戸と販売農家数は総農家数の７２．５%と

なっている。また、農業就業人口は６５歳以上が５５．０%を占めており、今後も高齢化

が進む予測となっているのが現状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営耕地面積は、１．０ｈａ以下の経営体が最も多く、次いで１．０ｈａ～２．０ｈａ。

１経営体あたりの平均耕地面積は２．８ｈａとなり、全国平均に比べ規模はやや大きいの

が特徴である。販売目的で作付けした作物別の面積は、麦、稲、いも、豆類の順である。

やはり特徴的なのはさつまいもで、熊本県内での生産高割合は２３．０％を占める認知度

の高い特産品となっている。 
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農業生産関連事業を行っている事業所数 

を見ると直売所数４ヶ所しかなく、農産物 

生産以外では、小規模な農産物加工が展開 

され、観光農園や農家レストランは１ヶ所 

と観光との連携・活用は図られていない。 

 

＜観光の現状＞ 

本町は日本三大名城「熊本城」の熊本市と世界最大級のカルデラ「阿蘇山」を有する阿

蘇市の中間地点であり、阿蘇を源とする白川や豊富な地下水が流れている。白川には加藤

清正が作ったといわれる畑井手用水路、上井手用水路、下井手用水路などがありそれぞれ

に取水口がある。また、かつて発展していた製粉業や製材所は水路から水を引き、水車を

利用し動力としていた。 

現在では観光資源として水車を活用する動きはあるが、組織ではなく個人での活動に留

まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他に観光地・観光資源と呼べるものはないが、熊本市と阿蘇地域への中間地点という立

地の良さから、町内を通るバイパスを利用して阿蘇へ向かう観光客は年間３００万人とも

いわれている。また、バイパス沿いの「道の駅大津」には年間１２８万人が訪れているが、

この１２８万人は道の駅以外には立ち寄らず、熊本市や阿蘇市などに向かうことになり、

通過地点としてしか認知されていない。 

 

 

 

 

 

上井手取入口 白川北岸を潤す用水路の堰 

阿蘇大観峰 
119 万人 

阿蘇ﾌｧｰﾑﾗ

ﾝﾄﾞ 332 万人

阿蘇山 
149 万人 

菊池七城 
ﾒﾛﾝﾄﾞｰﾑ 133万人 

道の駅大津

R57
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近隣観光地入り数 

 

一方、江戸時代に宿場町として栄えた歴史は現在でも残っており、ビジネスホテルを中

心とした宿泊施設は１２を数え、Ｈ２０年度における統計資料では宿泊客数は２８万人

（県内６位）となっている。 

以前はビジネス客中心の利用であったが、現在ではアジアを中心とした外国人観光客の

利用により、高い稼働率を誇っている。 

 また大津町は高齢化社会に対応し、小地域

福祉活動推進地区・実践地区の推進や、地域

コミュニティづくりでの工夫において、高齢

者や子育て・障がい者支援につながる地域支

え合いを実践しており、地域福祉活動への啓

発と人材育成活動を行っている県内有数の

“福祉のまち”である。 

今後は乏しい地域資源に地域独自の社会

性を加えるなどし、観光地ではない地域にお

ける魅力ある地域づくりを行う必要がある。 

 

 

【大津町行政の産業の振興】 

地方分権が推進される中、力強く自立したまちづくりのために、町民の生活と町財政の

基盤である産業活動の振興は欠かせず、そのため、農業、工業、商業がそれぞれ均衡ある

発展を図る「力強く自立した農工商併進のまちづくり」を推進されている。 

 １．農業 

  農業生産基盤（農業用水路、土地改良事業）の整備、経営感覚に優れた農業経営の推

進、地域に適した農畜産物の生産と流通対策の推進、地域と環境に配慮した農業の推

進、農地の保全と有効活用の推進を基本事業の展開方針としている。 

 ２．工業 

  町が発展するには町民の就労の場の確保や町財源の確保が必要であり、そのために、
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町内企業が安定的に操業できるように産業基盤が整備され新たな企業の立地を進め

ることを目標とし、企業誘致の推進を積極的に行うとともに、国、県等の関係機関と

連携を図っている。 

３．商業 

  商業環境基盤の整備と活性化支援の目標として、若者が起業して頑張り、消費者が満

足して買物できることを基本事業とし、事業展開方針に当たっては大津町商工会と事

業連携し事業遂行のための助成事業、起業家等に対する助成支援、個店の魅力向上の

ための講演会等事業を行うなどの施策が推進されている。 
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【商工会の取り組み】 

本会では、平成２３年度に独自事業にて特産品の公募を行い、試食会を開催した。 

翌年平成２４年度には各関係機関等と連携を密に特産品開発並びに観光開発を実施し

地場産業の活性化を図ることを目的とし、「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援

事業（調査事業）」の採択を受け、観光開発、特産品開発事業を実施した。現在は熊本県

地域力活用ビジネス創出支援事業補助金にて継続事業とし開発事業に取り組んでいる。 

今後はこの事業の取組を活かしながら観光客等の入り込み増加及び販路拡大を図り地

域経済振興に繋げるために本会が中核的な役割を果たし、小規模事業者の経営力の向上や

販路拡大などに対して更なる積極的な支援を行っていくことが求められている。 

 
◎事業展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

平成２３年度 

大津町商工会工業部会 試食会開催 

平成２４年度 

小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業

◆調査研究事業 

  試作品は１７品目でスィーツが１２品目、

料理が５品目を開発。 

平成２６年度   

地域力活用ビジネス創出支援事業（特産品開発）

地域づくり夢チャレンジ推進事業（観光開発） 

※熊本県補助事業

平成２５年度   

地域力活用ビジネス創出支援事業（特産品開発）

地域づくり夢チャレンジ推進事業（観光開発） 

※熊本県補助事業 

平成２７年度 

地域力活用ビジネス創出支援事業（特産品開発）

※熊本県補助事業 

◆試作品ブラッシュアップ 

◆試作品の市場調査 

◆トータルデザインパッケージ 

○最終の試作品数は１０品 

（スウィーツのみ） 

◇フットパスコースづくり 

◆前年度試作品（１０品）の販路支援 

 パッケージデザイン支援 

◆食育の調査研究 

◇フットパスコースづくり 

◆新規特産品の開発 

 ○料理１０品 

◇情報発信（調査研究） 
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 本田技研工業㈱を中心とした工業の町として発展してきたが、一方では小売業・サービ

ス業を中心とする地域商業者の著しい衰退を止めることが出来ていない。バイパス開通な

どによる大型店等の出店により地域住民の消費を大型店が吸収し、環境変化に適応出来な

い地元商業者は疲弊する一方で、地域内での資金循環は先細るばかりである。近い将来、

町内の僻地では買い物難民が発生してもおかしくない状態である。そのためにも地域商業

者に消費を取り戻すため、個店の魅力ＵＰは喫緊の課題である。 

 一方、人口増加地域でありながら店舗等賃借料が割安であり、交通アクセスが良い等の

好条件を背景に創業ニーズも見らえる。地域全体としての魅力度を高めるためには、創業

ニーズの掘り起しとともに伴走型支援の創業支援強化が必要となっている。 

併せて、年間３００万人といわれる阿蘇への観光客、１２８万人の道の駅への来場者、

さらには２８万人の宿泊者等観光客などをターゲットとした地域振興策を図り、地域全体

での集客力向上を図る必要がある。満足な観光資源は無いが、県内で２３％の生産量を誇

り認知度も高い「さつまいも」、熊本県の銘菓「銅銭糖」、さらには畜産、宿泊施設や本田

技研工業㈱など特有の地域資源はあるので、町内の各種団体・機関と連携を図り、横の連

携を強化し地域資源の有効活用を図る必要がある。 

 

≪課題抽出≫ 

① 立地特性の有効活用 
立地特性から豊富な通行量、道の駅への来場者数及び宿泊者数を有しながらも、地

域小規模事業者との連携不足や地域を代表する商品不足等もあり地域への波及効

果がない。 

② 地域資源の活用 
地域には、さつまいもを含め農産物を有しているが、地域を代表するような商品開

発等がなく、地域ブランド化までに至っていない。 

③ 商店街等の沈滞 
商店街は大型店との競争環境の厳しさから減少しており、空き店舗等が進展し、商

店街としての機能が低下している。また、商業、サービス業支援による大型店等に

対する競争力の確保が課題となっている。 

④ 創業者支援の拡充 
創業ニーズが高い地域であり、創業者支援強化による競争力の確保が必要となって

いる。 

 

≪課題解決方針≫ 

① 地域資源の活用による道の駅来場者、宿泊者の地域への還流等交流人口の増加を 
図る。 

② 商業、サービス業支援強化による大型店等への対抗力の強化。 
③ 空き店舗対策による商店街機能強化。 
④ 創業支援強化による持続的事業者への成長支援の実施。 
 

【目標発達支援の目標】 

上述した通り本町は県内有数の人口増加地域であるため、飲食業やサービス業の創業の

需要が高い地域である。一方、古くから小売業・飲食業・サービス業を営む小規模事業者
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にとっては、大型店やチェーン店の出店が相次いだため、価格や情報発信力などに押され、

また十分な対策を講じておらず厳しい経営状況にある者が多い。さらに、阿蘇への観光客

を取り込むことが出来ておらず、核となる特産品も育っていない。 
この課題を解決するため、次に示す基本方針に則り支援を行う。そのための中長期的な

振興のあり方・目標として、「景気動向に左右されない地場産業の創出と活力ある小規模

事業者への支援」を基本理念として、小規模事業者の経営力向上と地域ブランド力の向上

を図ることで、地域の小規模事業者の持続的な発展の基盤を創る。 
そのためには本会が中心となり、地域、商工業者、行政、金融機関、関係各機関等が連

携し、地域活性化を図り活力に満ちた地域を創造する。 

そうした中で、本計画を設定している５年間の短期的な目標として、事業計画書策定件

数・実施支援件数の定数目標を589件とする。 
また、今後５年間の振興のあり方として次の取組を強化し実施する。 

 
 

 小規模事業者の経営力強化のための方針 
①これまで培ってきた商工会の信用力・組織力を強化し、経営改善普及事業における個

別・巡回指導を業種業態、商圏、企業規模などに鑑み、セミナーや個別相談等を通じ

て事業計画策定支援を効率・効果的に実施する。創業者、小規模事業者等の持続的発

展を後押しするため、“創業・第二創業”や“経営革新”、各種補助金施策の活用等

についてのタイムリーな情報提供と事業計画書の構築からＰＤＣＡに至るまで伴走型

支援を実施し、個々の小規模事業者への専門的な支援体制を構築する。 

情報発信力が弱い小規模事業者と先行する大型店等との情報格差を埋めるため、大津町

商工会ではＩＣＴを活用した情報力強化を専門家派遣支援にて実施し、持続的成長発展

に繋げる。 

(ア) 地域経済動向調査を実施し、まちづくりで重視すべき施策を分析し小規模事業
者に波及する効果を把握する。 

(イ) 小規模事業者の安定した売上高を確保するため、顧客ニーズに合致した事業が
行えているか個別の経営分析を行い現状の把握をし、経営改善のための情報収

集を実施する。 
(ウ) 広域的な経済動向調査と共に、町内の経済動向や産業関連分析等により産業構
造を調査・分析することにより、その波及効果を把握する。 

(エ) 創業・第二創業者を含め、小規模事業者の個別経営分析を行い、経営改善指導
や各種補助金施策の情報提供や利活用による事業計画書作成支援を行い、伴走

型支援を実施する。 
 

 地域振興の発展のための方針 
②小規模事業者が取り組む地域振興策を支援し地域全体を経済的発展に導くためには、

地域の魅力を再確認し、地域全体での取り組みを図る必要がある。具体的には魅力あ

る地域作りのための空き店舗対策や農産物を利用した特産品開発、地域資源である歴

史文化財を利活用した交流人口増加を目指す着地型観光開発事業を実施する。実施に

際しては、地域内の各種団体等と連携し、施策活用情報の提供、企業間連携等の支援
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により、地域経済活性化のための企画立案や実行支援を行う。 

(ア) 地域農業、工業基盤整備による企業誘致の工業振興、中心商店街にぎわい創出
など商業振興策の推進とともに、今後は各振興策を連携させ地域資源を活用と

した６次産業化など新事業の創出及び創業、販路拡大支援を行い、小規模事業

者の事業計画に掲げた目標達成の支援を実行する。 
(イ) 専門家派遣による直接指導を実施することで業務効率化や販促支援、総合的な
まちづくり支援を実施し地場産業の発展を図る。 

(ウ) 国、県、認定支援機関等が主催する商談会、物産展に小規模事業者が出展する
ことで新規顧客の獲得支援を実施する。小規模事業者の商品、サービスを売り

込むことで売上高を確保し、経営の安定化、持続した経営が図られるように支

援を行う。 
以上、本会では当地域における小規模事業者を支援し地域経済の活性化を図り、目標達

成に向けた基本方針として取り組む。 
 

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２９年４月１日～平成３４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】 
（現状・課題） 
本会の強みである「地域に密着した『顔の見える商工会』」支援を徹底させ、本会に求

められる真の意見を聞き取るため、これまでは簡易な景況感調査やニーズ調査を行う実態

調査を行ってきたが、地域経済動向調査は行っていない。 

本地域は大企業を中心とした製造業企業の進出が多くあり、進出企業の経営状況で事業

者の景気が左右される面が非常に強く、公表される統計情報から景気判断を読み解くには

難しい一面もある。 
そのため巡回指導と窓口指導による聞き取り調査を実施し、地域の経営状況を業種別に

把握し、調査結果より分析し得られた情報を基に小規模事業者に提供し、経営改善策に活

用する。 
 
（事業内容） 
① 地域商工業者を対象とした経済動向調査を巡回・窓口相談時に年１回行う。 
（対象者） 建設業 10 社、製造業 10 社、小売業 10 社、サービス業 10 社、

飲食業 10 社の 5業種 25 社を対象とする。 

（調査内容） 調査内容は売上・客数・仕入・資金繰り・採算・従業員数等

の動向調査を行う。 

（分析手法） 業種別の動向を分析するとともに、中小企業庁が行う中小企

業景況調査や日本政策金融公庫の全国中小企業動向調査から

得られる経済動向資料からのデータと比較することで当地域

の特徴、課題を明確にする。 
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（活用方法） 分析結果については、業種ごとに分類しグラフ化等見やすく

加工するなどして、個別企業の巡回指導、窓口指導等経営支

援において活用する。 

 

② 道の駅、宿泊施設（12施設）にも同様の動向調査を年１回巡回訪問し実施する。 
（対象者） 道の駅 1社、宿泊業者 12 社を対象とする。 

（調査内容） 道の駅と宿泊施設の来場者・利用者数、来場者・利用者居住

区、年代、性別、どこからきたか、利用目的、利用回数、利

用金額などの情報を把握する。 

（分析手法） 全国の消費動向調査、熊本県の消費動向調査から得られるデ

ータと比較することで当地域の特徴、課題を明確にする。 

（活用方法） 観光客の情報や消費動向を把握し、観光施策の企画・立案並

びに小規模事業者の商品開発、販路拡大に役立てる。 

   

③ 地域小規模事業者で構成され、地域コミュニティの核である商店街の実態を把握す
るため商店街通行量調査を年１回実施する。 
（対象者） 歩行者（中学生以上）及び自転車、二輪車、四輪自動車の通

行量、天候（天気、気温（最高、最低）、湿度）を調査する。

（調査内容） 調査地点（大津町役場前、肥後大津駅南口の２点）にて、平

日と休日の２日に分け、午前８時から午後８時までの１２時

間を調査する。 
（分析手法） 調査地点を通過する対象者を進行方向に５分間計測し、計測

値に１２を乗じて１時間の通行量を換算・推計し１日（１２

時間）の通行量を算出する。あくまで町内商店街の歩行者等

通行量を概略的に現す指標とする。 
（活用方法） 通行量を把握することにより、現状認識を行い、より魅力あ

る商店街形成を推進するための基礎資料として活用する。 
 
（目標） 

 現状 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

経済動向調査企業数 0 25 25 30 30 35 

道の駅・宿泊施設 

調査企業数 
0 13 13 13 13 13 

商店街通行量調査 0 1 1 1 1 2 

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状・課題） 

 これまでは、記帳指導や税務指導、巡回指導や各種セミナーを通じて小規模事業者の経

営状況分析を行ってきたが、小規模事業者からの求めに受けた上での対応など、受動的な

対応が主体であった。また、統一した支援ツールの利用が出来ておらず、対応した職員に

応じ、分析手法や分析レベルが異なっている。 
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しかし、競争環境が厳しくなる中では、個店の現状分析により経営課題を明確化するこ

とが次のステップアップ（経営力向上）には不可欠となっている。 
そこで、今回の計画では商工会職員間で支援チーム（経営指導員１名、経営支援員２名）

をつくり、小規模事業者への支援ツールとして経営分析シートを活用するとともに経営状

況分析の必要性を周知し、経営分析に対し能動的な対応を図る。さらに、経営分析シート

を活用することで職員間の情報共有化を図り、質の高い支援につなげる。 
 

（事業内容） 
① 小規模事業者の経営課題は、その業種や業態、経営能力や家庭環境などが異なるこ
とから千差万別であり、一辺倒の経営支援は困難である。そのため、各種補助金採

択希望者や経営革新認定希望者はもとより、広く地域商工業者に経営状況分析の必

要性を説明し、売上高増加、販路拡大、新規顧客獲得、事業機会の拡大を目指す地

域の小規模事業者の掘り起こしを行う。具体的には本会ＨＰや案内通知文書、巡

回・窓口相談時を利用し、継続的に掘り起しを行う。特に、経営環境が厳しい商業、

サービス業に対しては本会からの働きかけを強化する。 
② 経営分析について、簡易的な財務分析については経営指導員が行うとともに、経営
実態を把握し、本質的な経営課題を明確にするために、専門家派遣制度を有する熊

本県商工会連合会や中小企業基盤整備機構、熊本県よろず支援拠点等と連携する。

特に、キャッシュロー分析等を通じて具体的な資金の流れや損益分岐点分析を活用

して目標とする売上高を明確にする。また、小規模事業者に商品別・得意先別売上

表、得意先別仕入表などを示し、具体的な課題を視覚的に理解しやすいような工夫

を行う。 

③ さらに、小規模事業者自身が現状分析を理解しやすくするためにＳＷＯＴ分析を利
用した分析を行い、取組敷居を低くすることで分析取組を促進し、取組の過程で経

営計画の重要性を認識し、取組意欲を引き出す。さらに、オリジナルの経営分析シ

ートを小規模事業者と商工会職員が共有活用することで情報共有が可能となりコ

ミュニケーションが図られ、支援チームとしても共通した指導を実施することが可

能となる。 
④ 分析結果により明確にされた小規模事業者の経営課題に対して、巡回指導・窓口
相談を通じて結果をフィードバックし、今後の具体的な解決策や経営戦略の方向

性を探り事業計画策定に繋げる。 
⑤ 分析結果を基に必要に応じ専門家の指導を受け、より専門的で高度な経営状況の分
析を行う。 

 
（目標） 

 現状 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

経営状況分析件数 5 50 50 55 55 60 

専門家対応件数 5 10 10 15 15 15 

 
 
 
 

【経営分析シート】 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
３－１小規模事業者事業計画策定支援 

（現状・課題） 

事業計画を策定している小規模事業者は少なく、各種補助金や経営革新支援、金融相談

など小規模事業者からの求めに応じ作成している状況である。 

小規模事業者になればなるほど事業計画策定が自らの事業所に不釣り合いで、非常に困

難な作業であると錯覚しており、その意義や有用性が理解できておらず、本会も支援機関

としてその意義を小規模事業者に十分伝えることが出来ていないのが現状である。 

本会の過去の取り組みでは、事業計画策定の意義や有用性を十分に伝えぬままセミナー

を開催していたため参加者は少なく、参加者が少ないのは小規模事業者のニーズが無いも

のと判断したため、平成２６年度はセミナー自体を開催していない。 
しかし、小規模事業者の経営の高度化を図るためには、ＰＤＣＡサイクルを回す仕組み

を導入することが不可欠となっている。 

そこで、今回の経営発達支援計画では、小規模事業者の事業計画策定を能動的に支援す

るとともに経営状況分析で明確化した経営課題を解決するため、経済動向調査、経営分析、

さらには需要動向等の結果を踏まえた事業計画策定支援を行うことで、商品やサービス力

の向上を実現させることで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。さらに、事業計画策定の必要性や重要性を小規模事業者に理解・認識させるために、

事業計画策定セミナーを開催する。 
 
（事業内容） 
① 前項の経営分析を実施した小規模事業者を主な対象者として、事業計画策定の重要
性を案内通知文書や本会ＨＰで随時発信すると共に、巡回・窓口相談時には小規模

事業者に応じた説明を行うなど、伴走型支援の強みを活かし、きめ細かく周知を行

う。 
② 事業計画セミナー及び個別相談会を実施し、事業計画策定を図る小規模事業者を掘
り起こし、その必要性や重要性を理解・認識してもらう。 

③ 各種補助金や経営革新の申請を契機とした事業計画策定支援に取り組む一方、本来

基本情報 

・属性情報 基本計画 

・立地 

・営業、商品 

・販売、施設 

・要因、損益 

ＳＷＯＴ分析
経営理念 

・経営数値目標 短中長期計画 

・人事労務 

・製品、商品 

・販売、営業 

・資金、財務 

・設備

資金繰計画 

・資金の調達と費用 
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策定すべき小規模事業者自身の事業計画策定を行う。 
④ 事業計画書の様式については、熊本県商工会連合会が示す経営新プログラムの各種
シートを利用する。 

⑤ 支援チーム毎に担当する小規模事業者を決め、計画策定の取り組みの支援を行う。
なお、事業計画の策定に関する進捗管理を行うことで、事業計画作成を苦手とした

小規模事業者の計画策定につなげる。 
⑥ 熊本県商工会連合会、県よろず支援拠点、中小企業診断士協会、日本政策金融公庫
熊本支店、熊本県信用保証協会、大津菊陽金融団の関係機関と連携し、本会だけで

は支援できない、より高度で専門的で多様な支援体制を構築することで、経営課題

に解決につながる効果的で現実的な事業計画策定支援を行う。 
 
 
 
 
（目標） 

 現状 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

事業計画策定件数 50 50 50 55 55 60

事業計画セミナー開催数 

（参加人数） 
0

1

（20）

1

（20）

1 

（20） 

1 

（20） 

1

（20）

個別相談会開催数 

（参加者数） 

（企業指導回数） 

0

1

（5）

（20）

1

（5）

（20）

1 

（5） 

（20） 

1 

（5） 

（20） 

1

（6）

（24）

 
 

３－２創業支援 
（現状・課題） 
本町は県内でも有数の人口増加地域であるためか、創業相談件数は多く、平成２６年度

は３１件の創業相談を行っている。しかし、相談対応としては、潜在的なニーズを掘り起

こしたことはなく、受動的な対応であった。 
創業者が生き残っていくためには、実態に即した創業計画策定の必要性が高まってい

る。 
そこで、今回の発達支援計画では、潜在的な創業ニーズを掘り起こすために、相談機能

の強化と関係機関との連携を進め、実態に即した創業計画支援につなげ、創業者の輩出に

つなげていく。 

また、空き店舗情報を本会ＨＰで公開するなど創業支援のための情報提供に積極的に取

り組んでいく。 
 
（事業内容） 
① 「創業ワンストップ相談窓口」を本会に設置し、相談窓口を一本化し、相談しやす
い環境を作る。創業をお考えの方から創業計画策定完了まで一貫した創業計画策定

支援を実施する。 
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② 相談機能強化を図るため、大津町、日本政策金融公庫熊本支店、大津菊陽金融団、
熊本県商工会連合会など関係機関と連携し、行政の支援策や金利情報など情報交換

を行い、創業計画策定に活用する。 

③ 創業希望者向けセミナーを大津町と共同開催し、創業希望者の掘り起こしを行い、
創業計画策定者を絞り込む。そこで、実際に創業された方から話を伺い、創業前か

ら創業時、創業後に直面する様々な課題や、それをどう克服し、成長しているのか

を聞く機会を設け、創業実現に向けた取り組みを加速させ、創業計画につなげる。

④ 創業計画書の様式については、日本政策金融公庫国民生活事業の創業計画書を利用
する。 

⑤ 創業支援について支援チーム毎に担当する創業計画策定者を決め、計画策定の取り
組みから計画策定完了まで支援を行う。創業計画の策定に関する進捗管理を行うこ

とで、創業予定者の確実な計画策定につなげる。 

 

（目標） 

 現状 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

創業計画策定支援件数 3 5 5 5 6 6

創業塾開催回数 0 1 1 1 1 1

創業塾参加者数 

（企業指導回数） 
0

10

（30）

10

（30）

10 

（30） 

13 

（39） 

15

（45）

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
（現状・課題） 
事業計画策定までは小規模事業者の要望に応じ対応しているが、実施支援については満

足に行えていない。経営指導員が独自で必要と判断した事業所のみ実施支援を行ってお

り、計画的・体系的支援が出来ていない。 
一方、小規模事業者が着実な事業継続を図っていくためには、ＰＤＣＡサイクルを回す

ことが重要である。 
そこで、ＰＤＣＡサイクルを回し、小規模事業者の着実な発展に繋げるために、今回の

計画では商工会として計画的・体系的に事業計画策定者に対する実施支援に取り組む。 
 
（事業内容） 
① 事業計画の遂行にあたり、国・県等の補助金制度、融資制度等の活用について積極
的に提案するととも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。 
② 事業計画策定者を対象に３か月に１度の定期的な巡回訪問を実施し、計画と実績の
差異分析を行い経営課題の抽出を行い解決に向けた支援を行うことでＰＤＣＡサ

イクルに基づいた実行管理支援を行う。 
なお、計画通りに進捗していない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。 
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③ 創業計画策定者には、計画の実行管理以外に販路開拓や顧客管理、資金繰りや従業
員教育など経営全般に配慮した指導助言を行う。また、目標とする売上や利益に達

するまで３か月に１度の定期的な巡回訪問を実施する。 
なお、創業者については、毎年度重点的に実施する目標を設定させ、その実現に向

けた支援を行うことで、着実に経営力の向上を図る。 
④ 熊本県商工会連合会など関係機関や専門家と連携を図りながら、小規模事業者の相
談内容に応じた高度で専門的な実施支援を行う。 

 
 
 
 
 
 
（目標） 

 現状 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

事業計画実施支援件数 27 55 55 55 61 66

 うち事業計画策定数 

（企業指導回数） 

25

(75)

50

(150)

50

(150)

55

(165)

55 

(165) 

60

(180)

  うち創業計画策定数 
（企業指導回数） 

2

(8）

5

(20）

5

(20）

5

(20）

6 

(24） 

6

(24）

 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
（現状・課題） 

 これまでは関係機関などが発行する情報やデータを不特定多数の小規模事業者にそのま

ま提供しており、小規模事業者のニーズに合わせた需要動向を調査・分析・提供すること

は無かった。また、物産展や展示会において出店事業者単位でのアンケート調査を行って

きたが、調査結果から得られた情報の分析は行っておらず、有効活用できていないのが現

状である。また、大津町の特産品は数少なく昔ながらの銅銭糖だけといっても過言ではな

い。地元の人が持って行くお土産品は、県内大手の菓子製造業から買い求め、阿蘇へ通過

する観光客は、道の駅大津で県内のお土産品を購入して帰路につくという有様で、旧道沿

いの商店街には活力が見えない。また、観光後進地域である本町にとって観光開発は必要

不可欠であり、観光による経済効果を期待する町民、商工業者の声も多い。 
今回は小規模事業者が取り組む販路開拓が大津町の特産品開発にも結び付くよう、一般

消費者へアンケート調査を行いその結果を分析し、取組事業者へ結果を提供し販路支援先

の拡大を後押しする。特に地域資源の「さつまいも」については素材を活かした新たな特

産品開発、「銅銭糖」については大津町において歴史ある銘菓としての更なる品質及び知

名度向上を目的に交流人口増加による地域活性化に目的に、小規模事業者の販売促進、事

業機会の創出に繋げる。 

（事業内容） 

①大津町などが主催するイベント（大津地蔵祭、からいもフェスティバルを予定） に

おいて、大津町商工会は町内企業の飲食店等５社より「さつまいも」を原材料とし
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た試作品１品、合計５品を募集し出品する。試作品は一般消費者に対し、試作品に

関する価格・分量・味・パッケージ等についてのアンケート調査を行う。なお、３

年に１度で応募事業者を募集する。 

調査対象者：町内イベント来場者 

調査回数：年２回 

調査内容：試作品についての調査は次の通り。 

(ｱ) １試作品について６０人分のサンプルを作成する。 

(ｲ) 性別比率は５０％とする。 

(ｳ) 年代は10代、20代、30台、40代、50代、60代以上とする。 

(ｴ) 調査項目（５段階評価） 

味付け、見た目、大津らしさ、健康的なイメージ、リピート率、 

ターゲット年代層、販売価格設定、評価コメント 

実施体制：大津町商工会、特産品開発に特化した専門家、試作品提供事業者 

活用方法：イベントの１回目で収集したデータは専門家からの指導を仰ぎながら分

析を行い、試作品提供事業者へフィードバックし、２回目開催のイベン

トへ改良した試作品を出品する。 

イベントの２回目で収集したデータは１回目と同様に専門家の指導を受

け商品化に繋げ、応募事業者の売上拡大、販路開拓支援を行う。また、

商品化されたものは出店事業者の店舗にて飲食が出来るようにし、大津

町商工会がメディア等に対して周知活動をすることで交流人口の増加も

見込む。 

②大津町商工会は、年間１２８万人の観光客が訪れる「道の駅大津」にて、観光客を

対象に大津町の銘菓「銅銭糖」についてのヒアリング調査を行い、調査結果を分析

し銅銭糖製造の関係者にフィードバックすることで商品の改良・開発につなげる。

また、銅銭糖作りの体験型観光についてもヒアリング調査し、新たな地域ニーズの

掘り起こしに繋げることで、地域振興策のシーズとして活用する。 

・大津町は観光資源に乏しいため銅銭糖作りをメインとした体験型観光のメニュー

開発を旅行業者の協力の下に行い、潜在的な観光資源調査を実施する。 

・大津町商工会は、その結果を菓子製造業者、飲食店や小売店など観光に関連する

事業者に対して本会サービス部会を通じて情報提供を行い、観光産業の確立によ

り地域経済活性化の新たな軸とした活動を支援するとともにメディアへの積極的

なＰＲを実施し、大津町のお土産品購入を促進させる戦略的支援を行う。需要動

向調査は毎年継続して実施し最新の需要把握に努める。 

調査対象者：道の駅大津にお越しの観光客 

調査回数：年１回 
調査内容：銅銭糖を製造する町内２社の事業者に２品、合計４品の銅銭糖を提供 

してもらう。 
(ｱ) １試作品について６０人分のサンプルを作成する。 

(ｲ) 性別比率は５０％とする。 

(ｳ) 年代は10代、20代、30台、40代、50代、60代以上とする。 

(ｴ) 「銅銭糖」に関する調査項目（５段階評価） 
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味付け、見た目、大津らしさ、健康的なイメージ、リピート率、 

ターゲット年代層、販売価格設定、評価コメント、 

(ｵ) 体験型観光の菓子作りニーズ調査項目（５段階評価） 

営業期間、対象者、体験時間（帯）、人数、参加費用、関心度、 

地域の伝統 

実施体制：大津町商工会、特産品開発に特化した専門家、商品提供事業者 

活用方法：落雁の需要が減少し回復できない中、調査結果を専門家と分析し顧客ニ

ーズを的確に把握し、新商品開発や既存商品の見直しに繋げ販路先拡大

支援を実施する。大津町銘菓としてもらうと喜ばれるお土産、観光客が

購入したくなるお土産を見込む。 

 

 

③上記①②で収集できない情報（業界情報、統計・市場データ、マーケティングデー

タ）、また調査の及ばない業種については、日経テレコン２１のＰＯＳ情報や日経流

通新聞、総務省が行うサービス産業動向調査などから情報を収集する。収集した情

報は、小規模事業者の商品・サービス開発や販売戦略などに活用する。 
 
④上記①②で収集できない商圏などの情報や調査の及ばない業種については、熊本県

商工会連合会がサービスを提供する市場情報評価ナビＭｉｅＮａを利用し、商圏人

口や人口構成、業種別の購買力など個別具体的な商圏分析を行い、需要動向を分析・

提供する。事業計画作成に活用するとともに小規模事業者の販路拡大、創業の際の

マーケティングに活用することで小規模事業の持続的発展に繋げる。 
 
⑤上記③④で収集した情報を専門家と共に分析し、消費者ニーズと提供する商品・サ

ービスのギャップを明らかにし、小規模事業者の意識を改善することで、新たな商

品開発・販路開拓に繋げる。 

また、大津町商工会は本調査での分析結果を巡回・窓口相談時の事業者への指導を

行う指針とし活用し、収集分析した情報や取組事例を提供することで、事業者の事

業展開、商品・サービス開発や提供方法等への活用を促す。 

 

（目標）  
 現状 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

①一般消費者 

アンケート調査 
0 
年 2 回

120 名

年 2回

120 名

年 2回

120 名

年 2回 

120 名 

年 2 回

120 名

調査結果提供 

事業者数 
0 5 5 5 5 5 

②観光客調査 

（体験型観光） 
0 
年 1 回

50 名

年 1回

50 名

年 1回

50 名

年 1回 

50 名 

年 1 回

50 名

調査結果提供 

事業者数 
0 2 2 2 2 2
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③④情報提供事

業者数（累積） 
0 7 7 7

7 

（14） 

7

（14）

⑤情報提供 

事業者数（巡回

窓口総数） 

 30 30 30 40 40

 
 
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】 

（現状・課題） 

本会では平成２３年度に全国展開支援事業を実施し、特産品・観光開発事業の調査事業

を実施した。その後、平成２７年度までに熊本県の補助事業を利用し継続事業と位置づけ

た事業を実施した。現在取り組んでいる事業については「肥後おおづ名産街道」と銘打っ

て、地域農産品や特産品を使った商品のＰＲ・ブランド化を図る調査研究事業を行ってい

る。 
また、熊本県大阪事務所が実施する「熊本県の観光と物産展」、全国商工会連合会が主

催する「ニッポン全国物産展」、熊本県商工会連合会主催の「くまもと物産フェア」に積

極的に参加し、一般消費者へのＰＲやバイヤーとの商談を実施することで販路拡大支援と

ともに需要拡大に努めてきたが、本会主催の展示会・商談会は無く、会員ニーズに応じた

支援事業の実施が課題である。 
さらに、ＩＴを活用した需要開拓支援も行っておらず、需要開拓支援自体が十分に取り

組めていない。 
以上を踏まえ、今回の計画では、これまで取り組んできた事業をブラッシュアップする

と共に新たな事業に取り組み小規模事業者の需要開拓に寄与する。 
 
 
（事業内容） 
① 大津町や観光協会と連携し広報誌などを活用しながら、町民向けに「肥後おおづ名
産街道」の趣旨を説明し、登録商品を地元特産品として愛着を持って頂き、地元で

の需要を開拓する。次に「肥後おおづ名産街道」を地元テレビやラジオ、新聞や雑

誌などに売り込み、露出を高めることで、町外での知名度を向上させ展示会や商談

会、ＩＴを活用した需要開拓に繋げる。 
また年に１度、専門家を招き、商品をブラッシュアップし、品質を向上させ「肥後

おおづ名産街道」のブランド力向上を図る。 
② 小規模事業者の特性を考慮し、低コストで手軽に取り組むことが出来るＩＴを活用
した販路開拓支援事業として、ＳＮＳを利用した販路開拓セミナーを行う。具体的

には Facebookと YouTubeを活用した集団セミナーを年間１回開催し、小規模事業
者自らが情報発信するスキルを身に付け、需要開拓に繋げる。 

③ 関係団体・機関が実施する展示会や商談会にて新たな需要を開拓する。 
◆熊本県大阪事務所、全国商工会連合会、県商工会連合会が主催する展示会に、

特産品を取り扱う小規模事業者を対象に参加者を募集し参加につなげること

で、一般消費者を主な対象として、新規顧客獲得・商圏拡大・知名度向上につ

なげる。 
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◆熊本県、熊本商工会議所、県商工会連合会、金融機関などが開催する商談会に、

地域商工業者を対象に参加者を募集し参加につなげることで、バイヤーを対象

として、知名度向上、新規客の獲得、商品の改良につなげる。 
④ 展示会・商談会での陳列方法やセールスポイントの整理など専門家による事前指導
を行うことで、展示会・商談会での成約に向けて支援する。また、展示会・商談会

後についても、バイヤー等で指摘された内容について支援を行うことで商品の改良

や新たな需要に繋げる。 
⑤ 新商品を開発した小規模事業者の需要開拓を行うため、道の駅おおづに販売スペー
スを確保し、販売支援を行う。なお、四半期に一度のペースで地域の小規模事業者

に募集を行い、販売商品を見直す。 

 

（目標） 
    現状 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

地元マスメディア 

取扱回数 
0 3 3 4 4 5

ＩＴセミナー開催数 0 1 1 1 1 1

参加者数 0 10 10 10 10 10

商談会・展示会出展回数 4 4 5 5 5 5

参加者数 2 8 10 10 10 10

売上高（単位：万円） 50 200 250 250 250 250

商談件数 10 40 50 50 50 50

専門家派遣ブラッシュ

アップ事業者数 0 8 10 10 10 10

道の駅販売スペース 
出店事業所数 

0 5 5 6 6 7

 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

（現状・課題） 
 町内には本田技研工業㈱を始めとする多くの進出企業があり、それに伴う関連団体も複

数ある。また、観光協会などの地域団体もあるが連携が図れていないため、イベントなど

独自に開催しており、協力体制も構築されていない。 
そこで本会が主導し、大津町、肥後おおづ観光協会、あけぼの会（町内企業・団体）、

企業連絡協議会（進出企業団体）、ホテル連絡協議会、大津町飲食組合、菊池農業協同組

合などと連携し、地域経済活性化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、地域のにぎわい創出に取り組み、若手リーダーを育成し地域経済活性化

を図る。 
（事業内容） 
① 大津町、肥後おおづ観光協会、あけぼの 
会、企業連絡協議会、ホテル連絡協議会、 

地域経済活性化会議 

大津町 

あけぼ

の会 

商工会 

ホテル

連絡協
企業連

観光 

協会 
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大津町飲食組合、菊池農業協同組合が参 
加し「大津町地域経済活性化会議」を年 
２回開催し、今後の地域経済活性化の方 
向性を検討する。 

② それぞれの団体が独自で実施している地 
域振興事業やイベント開催については、 
相互協力体制の確立や共有化を図りより 
効果的な取り組みへと発展させる。 

③ 点から面へと取り組みを強化し、町の将 
来や観光客に対する魅力的な町づくりに 
ついての協議を行い、集客率を上げる 
効果的な仕組みなど地域活性化の取り組みを行う。 

 
（目標） 

 現状 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

地域経済活性化 

会議開催回数 
0 2 2 2 3 3 

 
 
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 
① 本会、菊陽町商工会、合志市商工会、菊池市商工会、山鹿市商工会で構成する

城北地区商工会連絡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。 

② 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とともに、受講者との情報交換の場を設定し、他の地域

における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。 

③ 大津町、観光協会とは日頃より頻繁に情報交換を行っている。さらに、特産品

開発、観光開発事業などについては、月１回お互いの情報交換を行う場を設置

する等の体制を構築し、需要動向、商品開発等に関する情報交換を行う。 
④ 日本政策金融公庫熊本支店が年１回主催する経営改善資金連絡協議会の場にお

いて、管内の経済動向や資金需要等についての意見交換を行う。また、創業に

関する情報交換を行い、創業支援に活用する。さらに、さらに密着度を高める

ため、地元金融機関（肥後銀行、熊本銀行、熊本第一信用金庫、熊本県信用組

合）と年１回の懇談会を実施し、町内の経済・金融動向、小規模事業者の設備
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動向及び創業に関しての情報交換を行うことで相互の支援力向上を図る。 

⑤ 中小企業診断士等の専門家との連携を通じて、支援ノウハウ、支援の現状につ

いての情報交換を行う。 

 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
関係団体などが主催する資質向上のための研修会に経営指導員が参加し、より専門性を

高めると共に、事業者の売上・利益向上に繋がるノウハウを習得する。習得したノウハウ

や専門知識はＯＪＴを利用し職員間で共有し、全職員の資質向上を図る。 
また、経営分析や事業計画策定支援時には、経営指導員と経営支援員で支援チームを作

成し、支援ノウハウやスキルを共有する。 
 
① 熊本県商工会連合会が主催する研修や中小企業大学校が主催する研修に経営指
導・経営支援員が年間１回以上参加することで、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。 
② 経営指導員においては、年間最低１件の経営革新承認企業の輩出を目指し、互いの

ノウハウや情報を交換することにより互いのスキルを高める。具体的には２名の経

営指導員は事業所との相談時から計画策定時まで共に対応し、ノウハウや情報を提

供しあう。その際、経営支援員も同席し、ノウハウやスキル・情報を共有する。 
③ 経営支援員等については、税務・経理・労働保険などの既存指導内容に加え、経営

革新支援先への個別相談や専門家派遣相談時に同席し、指導方法や助言内容を学び

資質向上を図る。特に、小規模事業者持続化補助金については平成２９年度までに

経営支援員による取扱事業所を支援員一人につき最低１件輩出する。 
④ 指導ノウハウや指導事例などは職員間で共有し、資質向上を図ることはもとより、

資質向上の必要性を職場全体で醸成し、職員の資質向上が事業所の利益に繋がるこ

とを意識しながら、全職員の意識変革を図り、資質向上に繋げる。 
⑤ ＰＤＣＡサイクルよりも現実的なＳＴＰＤを取り入れ時代のニーズにあった指導

を行うように徹底する。 
 事実を見て共有→皆で考える→皆でプランを立てる→実行する 
 「事実の共有」→「時間の共有」→「納得」→「モチベーションの UP」 
 Ｓｅｅ →→→ Ｔｈｉｎｋ →→→ Ｐｌａｎ →→→ Ｄｏ 
⑥ 本計画で行う事業計画策定者については、毎月１回職員会議にて情報交換を行い、

成功事例、失敗事例について共有化し職員全員で支援ノウハウ向上につなげる。ま

た、支援内容を報告することで担当していない計画策定者への指導内容等について

の情報共有が図られる。 
⑦ 職員の異動に対応するため、熊本県商工会連合会が運営する基幹システムを活用し、

商工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述例に準拠し、

分かりやすく指導内容を詳細に記録していくことを徹底する。また、相談時に使用

した書類や金融の申込書など基幹システムに入力することが出来ない書類などは事

業者毎に設置しているカルテに保存する。記録内容については、月１回事務局長が

記録レベルについてチェックを行い、記録内容レベルの標準化を維持する。 
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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。 
年度ごとに実施状況・成果について、以下の通り評価・検証を行う。 
① 事務局長、経営指導員は月に１度の進捗管理会議を実施する。 
② 外部有識者である中小企業診断士、大津町、本会役員により組織する「経営発達
支援計画評価委員会」を組織し、事業年度ごとの事業実績について評価、検討、見直

しの作業を行っていく。 

③ 評価、検討、見直しの結果については本会理事会に報告し承認を得て、次年度の
本会事業計画案に反映させ、承認を受ける。 

④ 評価、見直しの結果及び事業計画案を本会総会に報告し承認を受ける。 
⑤ 評価、見直し、事業計画を本会ホームページにて公表する。 

 

（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 

（Ｈ２８年１１月現在）

（１）組織体制 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業項目 担当（主） （副） 

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 経営指導員１名 
経営指導員１名 

経営支援員等２名

２．経営状況の分析に関すること 経営指導員２名 支援員４名 

３．事業計画策定支援に関すること 経営指導員２名 支援員４名 

総 会 

経営発達支援計画評価委員会 

事務局 
事務局長１名、経営指導員２名、経営支援員４名 

・監査報告 
・見直し 

・承認 
・評価 

外部有識者 
（中小企業診断士） 

（大津町） 
（熊本県商工会連合会） 

・事業計画 
・事業報告 

内部有識者 
（会長１名） 
（副会長２名） 

（理事２１名、監事２名） 

・事業計画 
・事業報告 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること 経営指導員２名 支援員４名 

５．需要動向調査に関すること 経営指導員１名 
経営指導員１名 

経営支援員等２名

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 経営指導員１名 
経営指導員１名 

経営支援員等２名

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 事務局長１名 
経営指導員２名 

経営支援員等４名

 

理事会並びに経営指導員を中心として、事務局による経営発達支援計画の担当制を設

け、経営支援員を配置し、計画的に経営発達支援計画に基づく事業を推進していく。 

役員 26 名、事務局長 1名、経営指導員 2名、経営支援員等 4名（パート職員 2名含む）

 

  事務局体制 

区分 職名 
平成２８年 

職員数 

平成２９年 

職員数 

常勤職員 

事務局長 １名 １名 

経営指導員 ２名 ２名 

経営支援員 ２名 ２名 

記帳指導職員 １名 １名 

一般職員 － － 

臨時職員 
記帳指導員（パート） １名 １名 

その他 － － 

合計 ７名 ７名 

 

（２）連絡先 

  大津町商工会 

  〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大津 1417 

   TEL 096-293-3421  FAX 096-293-3429 

    E-mail oozu@lime.ocn.ne.jp   HP アドレス  http://www.oodu.jp/ 

   担当者 経営指導員 肱黒 修司、髙木 信 
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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） 

 29 年度 

(29年4月以

降) 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 1,100 1,150 1,150 1,150 1,150

 

 

1.調査事業費 

2.講習会等 

開催費 

3.イベント等 

出展 

 

 

 

300 

300 

 

500 

300

350

500

300

350

500

 

300 

350 

 

500 

300

350

500

（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 

① 国・県・町補助金 

② 商工会会費・手数料・受託料・使用料・雑収入 

③ 支援事業者負担金 

④ 引当繰入・繰越金 

 

 

（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 

① 地域の経済動向調査・需要動向調査の情報収集の課題解決 

② 経営状況分析や需要動向調査分析における専門家等のアドバイス 

③ 事業計画策定支援・策定後の実施支援における専門家等の具体的アドバイス 

④ 新たな需要の開拓支援における出展の支援 

⑤ 地域経済活性化に資する取組における経済的及び事業支援 

⑥ 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支援 

連携者及びその役割 

  

連携先の名称及び連携内容 

 

① 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

代表者：理事長 高田 担史 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル 

℡03-5470-1509 
【役割】 

地域小規模事業者に役立つ情報の提供や中小企業事業団が開催する支援機関担

当者向け研修への参加及び中小企業大学校人吉校にて開催される事業所向け研

修への地域内事業者の参加促進を行い資質向上への対応を図る効果がある。ま

た、アドバイザー等の専門家派遣を依頼し、企業の各種課題に対応していく。

 

② 

ミラサポ 
【役割】 

国が実施する補助金や税制などの支援施策の地域小規模事業者への情報提供を

行う。また、創業・第二創業、経営革新等のアドバイスや小規模事業者のニー

ズに的確な専門家を派遣し連携することによる細分化、専門性の強化を図る。

また、事業者登録等を行い、全国的販路開拓支援を行う。 

 

③ 

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 氏 

〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原2081-10 

℡096-286-3355 
【役割】 

事業者からの技術的・専門的な相談等に対応していくために「総合的・先進的

経営アドバイス」を行いながら、相談先の事業者に対しコーディネーターより

的確な支援を仰ぎ、地域の支援機関では対応しづらい相談を事業者と一緒に伴

走型支援していく。 
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④ 

熊本県 

代表者：知事 蒲島 郁夫 氏 

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

℡096-383-1111 
【役割】 

経営改善普及事業を実施していくうえでの小規模事業補助金の助成や、小規模

事業者の経営革新等の申請に対する助言等支援を行い小規模事業者の経営革新

を支援する。 

 

⑤ 

公益財団法人くまもと産業支援財団 

代表者：理事長 奥薗 惣幸 

〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原2081-10 

℡096-286-2938 
【役割】 

支援センターの提供する支援策に対して、相談先の小規模事業者に対し、的確

な支援を実施し、申請から遂行、事業報告まで事業者と一緒に伴走型支援して

いく。支援センターの開催する研修会等へ参加し、情報交換を行う事で小規模

事業者の経営動向や支援ノウハウの情報を蓄積し。支援力向上を図ることとな

る。 

 

⑥ 

大津町 

代表者：町長 家入 勲 氏 

〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大津1233 

℡096-293-3111 
【役割】 

経営発達支援計画の事業実施、地域経済活性化事業の実施を遂行していく上で

の経済的、物理的支援を受け経営発達支援計画を遂行していく。地域経済活性

化支援での会議での協議検討や、イベント・物産館等への出展支援等、管内小

規模事業者の販売力強化支援に繋がっていく。 

 

⑦ 

熊本県商工会連合会 

代表者：会長 伊東 昭正 氏 

〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町3-13 商工会館８階 

℡096-325-5161 
【役割】 

経営発達支援計画を実施していく上で、最も連携していかなければならない支

援機関である。地域の経済動向調査、経営状況分析に係るセミナー、事業計画

作成支援・計画策定後のフォローアップ等のセミナーや専門家派遣や紹介、新

たな需要の開拓に関する展示会や販売会の開催、ＳＨＩＦＴ研修等、あらゆる

支援ノウハウの情報提供と実施内容のアドバイス等、小規模事業者・商工会・

連合会と三者一体となって支援を実施していく。 
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⑧ 

㈱日本政策金融公庫熊本支店 国民生活事業 

代表者：事業統轄 藤原 靖士 氏 

〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町4-22 

℡096-353-6121 
【役割】 

地域経済動向調査や職員の資質向上に係る研修会、創業・第二創業（経営革新）

支援に係る創業計画作成支援や金融支援、経営改善普及事業における金融支援

等地域の経済情勢に詳しく、情報交換も容易に行う事ができ、小規模事業者の

経営改善を支援していく上での低利融資斡旋等効果は大きい。 

 

⑨ 

その他の連携者 
【役割】 

肥後おおづ観光協会、中小企業診断士協会、大津菊陽金融団、城北地区商工会

連絡協議会と連携し、地域経済活性化のための会議を開催し内容の検討や協議

について連携して支援していく。また、税理士会や診断士協会等は地域小規模

事業者の経営に関する相談、情報収集や経営分析等あらゆる場面での連携を取

りながら、小規模事業者の経営発達、持続的発展のために専門家と連携を取り

支援していく。 
 

連携体制図等 

 

 

大津町商工会 

大津町内小規模事業者 

・中小企業基盤整備機構 

・ミラサポ 

・熊本県よろず支援拠点 

・熊本県 

・公財）くまもと産業支援財団 

・大津町 

・熊本県商工会連合会 

・㈱日本政策金融公庫熊本支店 

・肥後おおづ観光協会 

・中小企業診断士協会 

・大津菊陽金融団 

・城北地区商工会連絡協議会 

支援・連携

連携 

指導・相談 

連携 


