
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 山都町商工会（法人番号５３３０００５００４０１７） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

（１）観光産業の振興 

①観光振興につながる新商品、サービスの開発支援 

・新たな特産品の開発及び新たな観光サービスの開発 

②観光振興につながる新商品・サービスの販売開拓支援 

・町外へ向けた情報発信並びにＢtoＣ、ＢtoＢ取引に係る支援 

③観光振興につながる地域内連携 

・複数の小規模事業者の連携による商品開発および販路開拓 

・農商工連携による商品開発および販路開拓 

・町内道の駅、行政機関、各種団体との連携による商品開発および販路開拓 

（２）持続的発達につなげるビジネスモデルの構築 

①持続的経営発展の支援 

・小規模事業者への各種情報提供 

・講習会、セミナー等による支援 

・地域内でのリーダー企業の育成 

②事業承継の支援 

・事業承継計画の作成支援 

・事業承継に対する経営、税務、法務、労務に係る支援 

③創業および第二創業支援 

・創業者（第二創業者）に対する経営計画作成、他労務等に係る支援 

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 

  ・町内経済動向調査、観光産業実態調査および県内経済動向分析 

 ②経営状況の分析に関すること 

  ・経営資源、経営機能等強み弱み、商品力、販売力、生産力、管理力など分析 

  ・収益性、安定性、生産性、将来性など財務分析 

 ③経営計画策定支援に関すること 

・営業戦略や生産戦略の構築および収支計画、資金計画等の支援 

・短期経営計画、中長期経営計画の策定への支援 

 ④事業計画策定後の実施支援に関すること 

  ・進捗管理、日常の営業活動のチェックフォロー、資金繰り、人材育成の支援 

・計画の見直しに係る支援 

 ⑤需要動向調査に関すること 

・地域の特産品に対する調査 

 ⑥新たな需要の開拓支援 

・食品製造業および菓子製造業の事業者に対する個別の新商品開発支援 

・地域の特色ある飲料品または食品についての販路開拓支援 

（２）地域経済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り組み 

連絡先 

山都町商工会 本所 

(郵便番号)861-3513 

(所在地)熊本県上益城郡山都町下市３３番地 

(電話)0967-72-0186 (ﾌｧｯｸｽ)0967-72-1317 (Eメール)yabeshou@mocha.ocn.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 山都町の概要 

（１）位置と地勢 

山都町は、九州のほぼ中央部に位置し、旧矢部町・清和村・蘇陽町が合併した町であり、旧矢部町は

緑川の持つ渓谷や滝など地形条件に恵まれた自

然的観光資源、地形からくる不便さを克服するた

めに架けられた通潤橋をはじめとした数多くの

石橋、阿蘇家の歴史にまつわる歴史的観光資源、

八朔祭に代表される行事、工芸品、雨太鼓などの

伝統芸能など文化的観光、鮎の瀬大橋、内大臣橋

等の構造物等観光資源がある。旧清和村は、井無

田高原キャンプ場、清和高原天文台、道の駅清和

文楽邑（清和文楽館、物産館）、季節に応じた諸々

のイベントが開催されている。旧蘇陽町は、商店

街の中に歴史的建造物が建ち並び宿場町の雰囲

気をかもしだすように整備されている。夏場のイ

ベントとして「火伏地蔵祭り」、パワースポットと

して有名な幣立神宮、西日本最大のキャンプ場

「服掛松キャンプ場」、九州のグランドキャニオ

ンと呼ばれる蘇陽峡、体験交流施設「そよ風パー

ク」などがあり豊かな自然を楽しめる、自然と商

店街の景観がマッチした山あいの町である。 

 

（２）人口の現状  

人口推移は、昭和 35 年の 40,898 人（国勢調査より）をピークに年々減少の一途を辿り、直近の国

政調査資料（図１参照）では 16,981 人となり△23,917 人の大幅な減少となった。また、山都町の高齢

化率は 42.3％（平成 25 年 10 月 1 日現在）で県内市町村の中では五木村に次いで 2 番目に高く、熊本

県平均 27.2％を大きく上回っている。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（図２参照）に

よると、山都町の人口は今後も減少し続け、約 10 年後である 2025 年（平成 37 年）には、12,492 人

になり、人口形成に関しても年少人口（0～14 歳）・生産人口（15～64 歳）の割合が減少していく中で、

老年人口（65 歳以上）の占める割合が増加することが予想されている。 
図１） 山都町（旧町村別）年代別人口一覧表（H22 年国勢調査より） 
 
年代 

旧矢部 旧蘇陽 旧清和 町全体 
人口 ％ 人口 ％ 人口 ％ 人口 ％ 

10 代未満 647 6.2 240 6.3 132 4.9 1,019 6.0 
10 代 733 7.0 243 6.3 184 6.9 1,160 6.8 
20 代 589 5.6 221 5.8 143 5.3 953 5.6 
30 代 716 6.8 295 7.7 176 6.6 1,187 7.0 
40 代 999 9.5 365 9.5 258 9.6 1,622 9.6 
50 代 1,655 15.8 659 17.2 487 18.2 2,801 16.5 
60 代 1,637 15.6 610 15.9 405 15.1 2,652 15.6 
70 代以上 3,491 33.4 1,207 31.4 889 33.2 5,587 32.9 

計 10,467  3,840  2,674  16,981  

熊本県市町村図 
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      図２）山都町の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所 2013 年 3月推計より） 

年齢階層 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 

年少人口（0～14才） 1,658 1,367 1,145 940 801 707 631 

生産年齢人口１（15～39才） 2,661 2,288 2,015 1,787 1,588 1,405 1,202 

生産年齢人口２（40～64才） 5,908 4,947 3,867 3,176 2,639 2,312 2,049 

高齢者人口（65才以上） 6,754 6,804 6,905 6,589 6,106 5,469 4,830 

後期高齢者人口（75才以上＝再掲） 4,157 4,273 4,035 4,054 4,186 4,004 3,653 

総人口 16,981 15,406 13,932 12,492 11,134 9,893 8,712 

 

２ 山都町の産業の現状 

（１）産業構造 

山都町の事業所数並びに従業員数は、平成 18 年 956 件・6,012 人（H18 年事業所・企業統計調査）

が、平成２４年度経済センサス調査（図３参照）によると町内の事業所数 831 件になり△125 件の減

少、また、従業員数も 5,088人になり△924人の減少となっている。また、業種構造としては、卸小売

業が 29％と一番多く、次いで宿泊・飲食サービス業 12％、建設業 11％と続く。同調査での、熊本県の

業種別割合は、卸小売業 28％、宿泊・飲食サービス業 11％、建設業 10％となっており、全国の業種別

割合卸小売業 26％、宿泊・飲食サービス業 12％、建設業 11％とも比較してもあまり差がない業種構成

となっている。 

図３）山都町（旧町村別 ）業種別事業所数及び従業員数並びに売上試算値一覧表 
（H24 年経済センサスより） 

 

 

 しかし、卸小売業は、業種構成では最も大きいものの、小売業は過疎化や商店街の衰退などの影響に

より商店数、従業員数、年間商品販売額ともの減少の一途をたどっている。（図４参照） 

 

業種 

旧矢部町 旧蘇陽町 旧清和村 山都町全体 
事業

所数 
従業

員数 
事業

所数 
従業

員数 
事業

所数 
従業

員数 
事業

所数 
従業 
員数 

売上 
試算値  

(単位：百万

円) 
農林漁業 9 68 8 62 6 77 23 207 835 
鉱業・採石業・砂利採取業 1 2 0 0 0 0 1 2 - 
建設業 66 613 16 104 16 92 98 809 7,343 
製造業 27 399 9 69 6 40 42 508 6,412 
電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
情報通信業 2 12 1 3 0 0 3 15 174 
運輸業，郵便業 10 112 4 31 6 47 20 190 1,281 
卸売業，小売業 158 771 55 210 29 105 242 1,086 12,272 
金融業，保険業 6 29 0 0 0 0 6 29 607 
不動産業，物品賃貸業 21 33 3 7 1 1 25 41 168 
学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ 18 56 1 2 4 17 23 75 736 
宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業 71 285 14 86 15 53 100 424 1,247 
生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業 50 168 19 64 14 34 83 266 829 
教育，学習支援業 8 16 0 0 0 0 8 16 22 
医療，福祉 50 766 10 138 7 146 67 1,050 5,637 
複合ｻｰﾋﾞｽ業 10 52 5 36 4 24 19 112 - 
ｻｰﾋﾞｽ業に分類されないもの 48 218 17 32 6 8 71 258 917 

小計 555 3,600 162 844 114 644 831 5,088  
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          図４）山都町の商業の状況（商業統計調査） 

 

 

（２）観光産業の状況 

通潤橋等の石橋や清和文楽、八朔祭などの歴史や文化等の他では見られない特徴的な観光資産を活

かした山都町の観光産業については、毎年約 57万人の観光客があった。（図５参照） 

しかし、熊本地震により最も集客力の高い観光資源である通潤橋が被災し、本町と熊本市とを結ぶ国

道 445 号線も通行が出来なくなっており観光客は大幅に減少している。今後、天然温泉のある国民宿

舎「通潤山荘」、冷涼な高原にある「そよ風パーク」をはじめとする宿泊施設や数多くあるキャンプ場

の活用、町内 3か所にある「道の駅」とのネットワーク、さらに阿蘇地域、緑川流域との連携を図るこ

とにより来訪機会を増加させ、滞在時間をのばす取り組みを強化する必要がある。また、平成 30年度

には、九州中央自動車道が山都町中島 ICまで供用開始予定である。それに伴い観光客の持ち直しが見

込まれており、観光関連産業である、食品製造販売業者や飲食業者では観光客向けの商品開発やメニュ

ーづくりを進めていく必要がある。 

図５）山都町への観光客数の推移（町観光統計より）      単位：人 
 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 
日帰り客数 582,001 535, 536 529,547 531,624 553,455 
宿泊客数    36,297   39,543   37,812   37,432   34,517 
総観光客数 618,298 575,079 567,359 569,056 587,972 

 

（３）小規模事業者の状況 

 山都町における商工業者数および小規模事業者等数は、平成１８年度から平成 28 年度までの 10 年

間で、事業者数は 22.7％減少、商工会員数 22.4％減少しており、人口減少と合わせて事業者数も大幅

に減少傾向にある。 

      図６）山都町事業者数の推移                  単位：名 

 

 

 

 

 

（４）創業と廃業の状況 

 本町の事業所数は、平成 18年 956 件（H18年事業所・企業統計）から、平成 24年 831件（H24年度

経済センサス調査）となり、6年間で△125件減少している。 

 山都町商工会員においては、過去 3 年間での加入者 29 件のうち創業者 11 件であり、廃業者に伴う

脱退者数 38件を大きく下回っている。（図７参照） 

創業者、廃業者とも様々な業種にわたっており、創業者 11件のうち飲食業が 3件あり最も多い。 

         図７）山都町商工会 加入脱退者数の推移          単位：名 

 H24 年度 H25 年度 H26 年度 計 

加入者数 12 9 8 29 

うち創業者数 4 4 3 11 

脱退者数 26 18 15 59 

うち廃業者数 18 10 10 38 

  区 分       Ｈ14 年次     Ｈ16年次 Ｈ19年次 

卸売業 小売業 卸売業 小売業 卸売業 小売業 

商店数 14 304 25 285 27 240 

従業者数（人） 1,187 94 984 115 903 

年間商品販売額（万円） 1,779,691 446,290 1,158,320 261,351 1,103,424 

 H18 年度 H21 年度 H24 年度 H28 年度 
事業者数（経済センサス調査） 977 949 839 755 
小規模事業者等（商工会員数） 516 473 431 400 
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３ 山都町の産業振興への取り組み 

（１）山都町行政の取り組み 

 山都町行政において、平成２７年３月策定された「第２次山都町総合計画 2015-2024」では、本町の

まちづくりの考え方として、山の都（やまのみやこ）の「未来に光をあてる人づくり」「特性を活かし

た魅力ある産業づくり」「暮らしを守る環境づくり」「個性が輝く地域づくり」「効果的な行財政運営」

の５つのカクゴを基本理念として、本町で、暮らし、働き、活動する人々が、人口減少やそれから波及

する地域の課題を皆で解決し乗り越えていく未来を目指して定住化支援などの施策を実施することと

している。前述の５つのカクゴのうち「特性を活かした魅力ある産業づくり」には、働く場としての基

盤整備を行うための産業振興策を行うこととしており、つぎの４つを基本方針として 10年計画で取り

組みが進められることになっている。 

①農村集落の機能強化 

   （農村集落の維持、農林業を中心とした経済循環の推進） 

②「山の都」の基幹産業である農林漁業等の振興 

   （農林業等の基盤強化、有害鳥獣対策、森林資源を活かした産業振興、農林産物を活かした地域

ブランド化・６次産業化の推進） 

③「山の都」の資源を活用した観光まちづくりの推進 

      （観光受け入れ体制の強化、観光メニューづくりの推進、観光施設の維持・強化） 

④にぎわいのある「山の都」の形成 

   （九州中央自動車道の整備に伴うまちづくり、商店街のにぎわいづくり、起業支援・企業誘致） 

 この基本方針の中で、特に③および④については、町行政の取り組みに対して山都町商工会としても

積極的に関わっていく。 

 

（２）山都町商工会の取り組み 

山都町商工会では、これまでに巡回および窓口指導を中心とした小規模事業者に対する経営改善普

及事業を行うとともに、山都町行政、山都町観光協会、その他団体との連携を取りながら、つぎのよう

な事業を実施し本町の産業振興に努めてきた。 

①商店街活性化への取り組み 

矢部地区では、旧矢部町商工会を中心に、平成１１年度市街地活性化基本計画を発表し、３年かけて

矢部町 TMO事業構想「株式会社まちづくり やべ」設立。商工会支援のもと現在は独立し空き店舗活用

事業など様々な取組みを行っている。 

また、蘇陽地区では、「馬見原街づくり協議会」が「馬見原地区の快適で活力ある街づくりの推進」

という趣旨のもと、街づくりに対する活発な意見交換や商店街活性化の事業を実施しており、商工会蘇

陽支所を事務局として活動している。 

②特産品開発や販路開拓など新事業展開に対する取り組み 

平成２４年度小規模事業者地域力活用新事業全国展開事業により特産品開発や販路開拓支援を行っ

た。その後、平成２５年度および平成２６年度熊本県地域力活用ビジネス創出支援事業により統一ブラ

ンド「山都スペシャルセレクト」による地域特産品認定を行い、パンフレットや HP,町内物産館販売コ

ーナー開設など様々な販促活動を行っている。 

また、新事業展開のため経営計画作成支援についても重点的に実施し、小規模事業者が、持続的な経

営に向け、経営計画に基づいて取り組む、創意工夫を凝らした地道な販路開拓を支援する国の補助金で

ある小規模事業者持続化補助金は、平成２６年度から平成２７年度にかけて１７件が当商工会の支援

のもとで採択された。 

このように①②を中心に事業を行ってきたが、商店街内の商店数の減少は進み、全国に展開するよう

な新商品は今のところ出てきていない状況があり、有効な事業展開に向けて更なる創意工夫が必要で

ある。 

 

４ 山都町の地域産業等の強み・弱みと機会分析による産業振興戦略の検討 

 上記で考察した現状等から、強み・弱みと機会等の分析により今後の産業振興戦略の検討結果を整理
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し以下に一覧表として示す。 
 
 
     

インフラ整備 
産業振興施策等 
経営環境の状況 

 
 
 
地域特性 
産業特性・産業構造等 
地域の企業経営及び 
地域経営の状況 

機会 

・基幹産業である農林漁業等の振興（農林資源を

活かした産業振興、地域ブランド化・６次産業

化の推進 
・「山の都」の資源を活用した観光まちづくりの推

進 
・にぎわいのある「山の都」の創出・形成計画 
・6 次産業化等農林生産物への付加価値化支援 
・住みやすい街づくり、空き家空き店舗対策及び

定住化・移住化計画がある 
・安全安心・本物志向の消費傾向 
 

強み 

・通潤橋や文楽館などの観光資源及びそれらに

近接した道の駅やスポーツ施設を有する道の

駅など観光施設がある 
・宿泊機能としての旅館などがある 
・農林業が盛んで豊富な農産物がある 
・「株式会社ＴМОまちづくり矢部」「馬見原街づ

くり協議会」の商店街振興団体がある 
・特産品等の「山都スペシャルセレクト」のブラ

ンド認定制度がある 
・町と観光協会等による土産品等の商品開発の

取り組み推進中 
・地域特産品の付加価値化を図る酒醸造、農産品

加工等６次産業化の取組み事業者がある 
・行政主導による特産品開発の取組みが進行中 
・農業体験等グリーンツーリズムなどの観光商

品開発の取組みが進行中 
・「青経塾」など商工会青年部活動が活発 

強みを活かした積極的産業振興戦略 

・住民の衣食住サービスを提供する生活支援関連

企業の商品力・販売力アップによる企業・店舗

力の強化 
・道の駅等の地域資源を活かした体験型・交流型・

滞在型の複合観光産業の振興 
・点から線、線から面への観光産業の振興 
・農商工連携・6 次産業化等による業種関連携の

促進 
・差別化が図れる特産品「山都スペシャルセレク

ト制度」の付加価値化・販売促進 
・観光新商品・サービスの開発による地域経済活

性化 
・地域生産と消費の商品力・販売力の機能的強化

による地産地消のビジネスモデルの再構築 
・行政主導により開発された特産品の販路開拓 
・若手経営者・後継者の意欲を伸ばす、個別企業

の企業力にあった経営改革、後継者・人材育成

及び地域のリーデイング・モデル企業の創出 
 
 
 
 

弱み 

・圏内に商店街組織があり一部商業集積はある

が、購買の圏外へ流出が進み衰退傾向 
・国道・県道中心のバス路線 
・人口減少による高齢化が急速に進行し、H33年
（2021 年）には高齢化率が 50％を超える 

・宿泊施設の多くが老朽化 
・観光資源が点で存在し活かせていない 
・若い世代が転出してしまう 
・地元に雇用の場が少ない 

弱みを克服した堅実な産業振興戦略 

・農商工連携・6 次産業化等による業種間連携に

よる顧客視点での商品開発 
・経済動向・需要動向に沿った計画・戦略的経営 
・６次産業化等による商品開発・加工の効率的分

業・専門化及びそれらの複合化・連携の取組み 
・地域外への情報発信や販売チャネルを創出する

地域商社的機能を有する拠点づくりとチャネ

ル開発 
・商工会を核とした行政、ＪＡ等の地域内連携と
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・農業後継者不足 
・計画的・戦略的支援の不足 
・販売力不足 
・連携の弱さ 

周辺商工団体との地域外連携 
・商工振興と農業振興、福祉・医療、教育、国際

交流などの行政の施策連携・部門連携、コミュ

ニティ・ソーシャルビジネスの創出と経営の自

立化 
 

 

５ 山都町の産業振興の課題 

上記の「４ 地域産業等の強み・弱みと機会分析による産業振興戦略の検討」より、解決が望まれる

地域産業振興及び地域経済活性化の課題を以下に示す。 

 

（１）地域産業振興の課題 

山都町の事業所数並びに従業員数は、平成 18年 956件・6,012 人（H18年事業所・企業統計調査）で

であったが、平成２４年度経済センサス調査では町内の事業所数 831件になり△125件の減少、また、

従業員数も 5,088 人になり△924 人の減少となっている。今後も、急速な人口減少により、更に廃業の

増加による事業所数の減少が予想されている。 

また、業種別課題として、商業においては、中心商店街があり一部商業集積はあるが、周辺地域に大

型量販店出店による地元商店街での購買の低下している。それに付随して、ほとんどの商店で後継者が

見当たらない状況がある。工業においては、町内にリーディング企業と呼べる事業所がなく、精密機器

工場や製材所等はあるが地元に雇用の場が少ないことで若い世代は町外に転出してしまう。観光産業

においては、熊本地震後観光客数は大幅に減少しており、優れた観光資源はあるものの有効活用できて

いない。 

 当商工会としても、新たな特産品開発や販路開拓については、町観光協会や役場農林振興課などが積

極的に取り組んでおり、これからも連携して取り組んでいかなければならない。また、商店街活性化に

ついても、「株式会社ＴМОまちづくり矢部」や「馬見原街づくり協議会」との連携を密にしなければ

ならない。 

 

（２）地域経済活性化の課題 

 山都町には、以前は、毎年約５７万人程度の観光客があったが、熊本地震後、観光客数は大幅に減少

した。また、観光客のうち約 9割が日帰りを占めており、町観光協会が指定管理者である道の駅や農業

者等の地域住民との連携により来訪機会を増加させ、滞在時間をのばす取り組みを強化する必要があ

る。また、観光客を受け入れる宿泊施設の多くが老朽化しており、効率的な修繕計画が求められてい

る。 

当商工会では、観光対策の事業として、国や県の補助事業を活用しながら特産品開発や販路支援を積

極的に実施し、統一ブランド「山都スペシャルセレクト」による地域特産品としてブランド認定をおこ

ない、パンフレットやホームページ、町内物産館販売コーナー開設など様々な販促活動を行ってきた。

しかし、未だ地域の名産品としては成り得ていないのが実情にある。 

 その他の課題として、今後、高齢化が急速に進行し、H33 年（2021 年）には高齢化率が 50％を超え

ると予測されており、有効な定住化対策を講じることが急務である。町外に対して、地域の情報発信に

乏しい現状にあることから様々な媒体により積極的に情報提供するなど、熱意を持って定住支援に取

り組む必要がある。 

 

６ 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

山都町は、町づくりの考え方として「人づくり」「産業づくり」「環境づくり」「地域づくり」の 4 本

柱と、「未来に光をあてる人づくり」「特性を活かした魅力ある産業づくり」「暮らしを守る環境づくり」

「個性が輝く地域づくり」「効果的な行財政運営」からなる 5 つのカクゴを今後 10 年間の理念として

掲げ、第 2次山都町総合計画を定めた。この計画に基づき人口減少・超高齢社会を持続的発展へ向けた

まちづくりの総合的課題として捉えた、５年間の「山の都総合戦略」が策定された。この総合戦略では、
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①持続可能な力強い農林業を支える農業生産基盤の維持・保全 ②農林業等を担う人材の創出 ③官

民連携による農林産物の販売促進・販路拡大 ④豊富な観光資源を活かした観光まちづくり ⑤仕事

と生活の調和を図る（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）まちづくり を基本目標としている。 

この町づくりの考え方を受けて、当商工会に求められる役割は、地域経済の中心となる小規模事業者

への支援を通じて、町内事業者それぞれの経営基盤の強化に努めることである。その際、支援において

は、一過性の支援でなく、継続的な伴走型支援を行う。これらの支援により、地域全体の振興を図り地

域経済活性化につなげることで、町の「産業づくり」の一端を担っていく。 

そして、当商工会は本町の将来展望および地域小規模事業者の現状と課題を踏まえ、地域産業振興及

び地域経済活性化の課題の解決を図る経営発達支援計画の中長期的な振興のあり方として、「観光産業

の振興」と「持続的発達につなげるビジネスモデルの構築」の２つの柱を定め重点的に支援事業を進め

ていく。 

 

７ 経営発達支援事業の目標 

「観光産業の振興」と「持続的発達につなげるビジネスモデルの構築」を重点的に事業展開し、今後

５年間で地域の人口減少や高齢化など直面する課題に対応して、活力ある小規模事業者を育成するこ

とを目標とし、次の５年間につなげていく。 

（１）観光産業の振興 

熊本地震からの復興と九州中央自動車道の開通を見据え、観光産業振興に係る小規模事業者（観光関

連業種：運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工販売業）の視点から、観光客へ向けた地域の特色

ある取り組みを基本とする。 

①観光振興につながる新商品・サービスの開発支援 

・新たな特産品の開発 

・新たな観光サービスの開発 

②観光振興につながる新商品・サービスの販売開拓支援 

・町外へ向けた情報発信の強化 

・ＢtoＣ、ＢtoＢ取引に係る支援 

③観光振興につながる地域内連携 

・複数の小規模事業者の連携による商品開発および販路開拓 

・農商工連携による商品開発および販路開拓 

・道の駅との連携による販路開拓 

・行政機関や各種団体との連携による商品開発および販路開拓 

 

（２）持続的発達につなげるビジネスモデルの構築 

 廃業者の増加により商工業者の減少が続く中で、事業の継続のために、特に優先して取り組まなけれ

ばならないのが持続的発展につなげる個者支援を基本として事業を行う。 

① 持続的経営発展の支援 

・小規模事業者への各種情報提供 

・講習会・セミナー等による支援 

・地域内でのリーダー企業の育成 

②事業承継の支援 

・事業承継計画の作成支援 

・親族内承継、親族外承継（従業員等、第三者）に対する経営、税務、法務、労務に係る支援 

③創業および第二創業支援 

・創業計画の作成支援 

・創業者（第二創業者）に対するに対する経営、税務、法務、労務に係る支援 
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８ 目標達成に向けた方針 

経営発達支援計画の目標を達成するための、次の５つの方針を定める。 

（１） 経営に関する情報拠点となる 

町内の経済動向や消費動向・産業連関分析や広域的な経済動向調査に基づき調査・分析するこ

とにより小規模事業者支援に向けたデータ蓄積、情報収集、分析、提供を行う。 

 

（２） 持続的経営発展の基盤となる小規模事業者の利益を創出する 

小規模事業者の経営分析による現状把握を行い、経営改善に向けてきめ細かな支援を行う。ま

た、経済状況、経営分析、需要動向データ等を基にして、各機関との連携による事業計画策定支

援を行う。 

 

（３） 観光振興につながる新たな商品・サービスの開発する 

新商品やサービスについて、顧客開拓や販売促進の支援を重点的に行う。また、関係機関の連

携を生かした商談会・物産展への参加機会と、事業者の商品・技術特性を見極めた上での販路開

拓の場の提供を効率的に行い、小規模事業者の取引拡大・販路開拓を支援する。また町内３か所

の道の駅との連携を強化し、小規模事業者が手掛ける特産品の地域における販売場所をより充

実させることにより、効果的な販売促進と利益創出を図る。 

 

（４） 創業および事業承継を創出する 

本町で創業を目指す人が相談する場所として一番に商工会を目指してきてもらう環境づくり

情報発信を行う。また、町内事業者に対する事業承継支援について、青年経営者や各事業者の

資質向上を図り、小規模事業者からの視点に立った長期戦略に基づき支援を行う。 

 

（５） 小規模事業者が安心して経営に取り組むことができる環境をつくる 

関係機関との地域活性化に向けた連携体制を構築して、支援ノウハウや地域情報の共有など

情報交換を行いながら、支援に向けた取り組みを連携して実施する。 

そして、経験ノウハウ等による個人能力に依存しない商工会職員全体の能力標準化にむけた

取り組みを行うことにより支援の実効性を向上させるとともに、経営発達支援事業について客

観的に評価・修正する仕組みづくりを行う。 
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              経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（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） 

これまで、様々な経済動向に関する調査が行われているが、事業者数に対してエリアが広域的なた

め、町内の経済動向を把握するまでには至っていない。 

今回の計画において、町内外の経済動向の調査並びに分析を経営指導員が主となり他の外部業者等

と連携を図り実施することにより、支援を行う事業者および地域状況を明確に把握し支援できる環境

を整え、重点支援先とする観光産業に関するデータの収集を行うことを目的とする。 

（調査項目） 

・町内経済動向調査（業況、売上、利益、在庫、雇用、賃金） 

・観光産業実態調査（売上、利益、来客者の状況） 

・県内経済動向分析（個人消費、生産活動、投資活動、景況、雇用、倒産） 

（調査対象者） 

町内経済動向調査…記帳代行事業所を中心とし、管内 100事業者（商業 40、工業 5、建設業 15、 

サービス業 40）への調査を行う。 

観光産業実態調査…観光事業者のうち物産品販売業者に対して調査を行う。 

（調査手段） 

町内経済動向調査については、記帳代行事業所を中心に該当事業者のリストアップを行い、基本的に

は、経営指導員等が商工会の窓口、または事業所への巡回においてヒアリングにより行う。観光産業実

態調査については、物産館および土産品店等を調査対象とし、観光客の来店人数推移、性別、年齢、グ

ループ人数や交通手段等の傾向からの来町観光客の動向を把握する。両調査ともに、山都町役場山の都

創造課や山都町観光協会とも連携してデータの収集および調査を行う。【新規事業】 

県内経済動向分析については、県や国、民間調査機関のデータを基に、地域における課題を抽出し、

創業支援、巡回指導、窓口指導等で活用できる情報を選別し収集する。【既存事業の改善】 

（調査結果の活用方法） 

 小規模事業者への分析結果を対象事業所の経営者へ解説し、次の事業計画策定等に活かすとともに、

集計した総合結果をホームページや広報誌にて公表する。 

（実施者） 

 経営指導員および経営支援員。必要に応じて外部専門家に委託する。 

（数値目標） 

 

 

方法手段等 現状 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 

町内経済動向調

査（対象企業数） 

0 100 100 100 100 100 

観光産業実態調

査（対象企業数） 

0 10 10 10 10 10 

県内経済動向分

析（回） 

1 4 4 4 4 4 
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２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

（分析目的） 

 これまで経営状況分析については、融資の設備投資や条件変更、経営革新や持続化補助金の申請の際

など必要な場合にのみ支援を行ってきたが、その他の事業者に対して経営状況の分析及びそのデータ

の活用について十分出来ていない部分がある。 

当事業により、記帳代行事業者を中心として重点支援先である観光関連事業者および後継者を有す

る事業者等に対して、事業計画策定等の経営指導において経営力向上につながる効果的な経営状況の

分析を行うことを目的とする。 

（分析項目） 

・経営資源、経営機能等強み弱み分析（ＳＷＯＴ分析） 

・商品力分析 

・販売力分析 

・生産力分析 

・管理力分析 

・顧客満足達成度分析 

・収益性、安定性、生産性、将来性など財務分析 

（支援対象者） 

・観光関連事業者（運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工販売業） 

・後継者を有する事業者 

・経営革新や持続化補助金などの申請希望者 

（分析の方法・手段） 

 記帳代行事業者のほか、セミナーや巡回指導により分析支援対象者の掘り起しを行い、ネットで記帳

システムおよび中小企業基盤整備機構「経営自己診断システム」などの経営分析ツールも活用しながら

分析する。【既存事業の改善】 

 また、経営指導員によるサポート体制を構築し、財務分析については、分析結果を、(株)日本政策金

融公庫やＴＫＣ等が開示している経営指標と比較することにより経営課題を抽出する。【既存事業の改

善】 

（分析の活用方法） 

分析結果について、分析対象の観光関連事業者へフィードバックし、おもてなし・サービスの質・生

産管理や店舗構成、月間販売計画等の日常的な業務の改善を図ると共に、分析結果をもとに、中長期的

な事業計画策定等にも活用していく。 

（実施者） 

 経営指導員および経営支援員。必要に応じて外部専門家を活用する。 

（数値目標） 

 

 

 

 

方法手段等 現状 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 

経営分析件数 

（事業者数） 

30 34 34 34 34 34 

うち観光関連

事業者数 
  5 7 7 7  7 7 

うち後継者有

する事業者数 
  5 7 7 

 

 7  7 7 

うち補助金等

予定者数 
20 20 20 20 20 20 
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３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（支援目標） 

これまで経営計画策定については、融資の設備投資や条件変更、経営革新や持続化補助金の申請の際

など必要な場合にのみ事業計画の策定支援を行ってきた。しかし、事業を持続的に継続していく上で、

あるいは新たな事業展開を進めていく際など、あらゆる場面で適切な事業計画を策定することが必要

となる。 

事業計画は、地域の経済動向調査、経営状況の分析、需要動向調査を踏まえて計画策定を行なうこと

が重要となる。また、創業者は創業計画の策定は必須であり、創業（予定）者に対しては特に積極的な

支援を行わなければならない。 

当商工会では事業計画策定の支援にあたっては、山都町、熊本県商工会連合会、地域金融機関などと

連携しながら支援を行う。 

（支援項目） 

・事業計画策定に向けた営業戦略や生産戦略の構築および収支計画、資金計画等の支援 

・短期経営計画、中長期経営計画の策定への支援 

（支援対象者） 

・観光関連事業者（運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工販売業） 

・後継者を有する事業者 

・持続化補助金や経営革新などの申請希望者 

・創業予定者 

（支援の方法、手段） 

・経営分析を行った観光関連産業（観光関連業種：運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工販売

業）の事業者に対して、巡回および窓口指導を通じて、事業計画策定の必要性を促し、策定支援を

行う。【新規事業】 

・後継者に対する事業承継計画についても、青年経営者への研修事業等を通じてＰＲを行い、積極的

に策定支援を実施する。【既存事業の改善】 

・経営革新や持続化補助金などの具体性のあるテーマによる事業業計画策定に関する講習会を開催

し、受講者に対して経営計画策定への支援を行う。【既存事業の改善】 

・創業予定者については、山都町の創業支援事業計画に基づき、町行政や金融機関との連携により、

広報活動や創業セミナーの開催を実施し、当商工会による経営計画策定の支援対象としていく。

【既存事業の改善】 

（実施者） 

 経営指導員および経営支援員。必要に応じて外部専門家を活用する。 

（数値目標） 

 

方法手段等 現状 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 

セミナー開催回数 1 1 1 1 1 1 

事業計画策定事業者数 23 24 25 26 27 28 

うち観光関連事業者数 2 3 3 4 4 5 

うち後継者有する事

業者数 
5 5 6 6 7 7 

うち補助金等予定者数 15 15 15 15 15 15 

うち創業計画策定数  1   2     2 2 2 2 
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４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（支援目的） 

 事業計画を策定した事業者に対し、これまでは必要に応じて不定期的にフォローアップを行ってき

た。しかし、その経営計画をＰＤＣＡサイクルに乗せて、定期的に計画の進捗状況を把握し、その状況

に応じて計画の見直し・変更なども重要となる。そのため、これまで以上に支援体制を充実させ、定期

的にフォーローアップ支援を行う。 

（支援項目） 

・マイルストーンによる進捗管理 ・日々の営業活動（接客、陳列等）のチェック、フォロー 

・資金繰り ・人材育成 ・計画の見直し 

（支援対象者） 

当商工会の支援を受けて事業計画を策定した全ての事業者を対象とする。 

（支援方法・手段） 

事業計画を策定した事業所に、経営指導員が、定期的（４半期ごと１回）に巡回し、進捗管理により

資金繰りや人材育成等の必要な指導・助言によるフォローアップを１年目５８回、２年目６０回（延べ

１１８回）、３年目６２回（延べ１８０回）４年目６４回（延べ２４４回）、５年目６６回（延べ３１０

回）実施する。【既存事業の改善】 

特に、創業者に対しては、事業計画の進捗状況に係る支援だけでなく、経理や税務、労務などの経営

全般に関しての綿密なフォローアップを行う。【既存事業の改善】 

（実施者） 

 経営指導員および経営支援員。必要に応じて外部専門家を活用する。 

（数値目標） 

 

 
５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

（調査目的） 

これまで、全国展開支援事業などを通じて観光客に対する需要動向調査を実施してきたが、それらの

データを活用して個別事業所への経営支援を行うまでには至っていなかった。 

数年後に、九州中央自動車道の開通により観光客の大幅な増加が見込まれており、重点支援する対象

業種である観光関連産業（運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工販売業）に対して個別に経営支

援を実施するため、商品開発や販路拡大に向けた効果が上がる様な調査を行う。特に地域の特産品を生

産している食品製造業者および菓子製造業の事業者の方向性を探るため、観光客のニーズを把握する

調査項目を主とした需要動向の調査を行う。 

（調査内容） 

 地域の特産品に対する調査 

（調査品目） 

方法手段等 現状 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回数（１

年以降延べ回数） 
50 58 118 180 244 310 

うち観光関連事業者

数 
4 6 12    20    28 38 

うち後継者有する事

業者数 
10 10 22 34 48 62 

うち補助金等予定者

数 
30 30 60 90   120 150 

うち創業計画策定数 6 12 24 36 48 60 
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ブルーベリー：４社、栗４社、お茶：２社 

（調査項目） 

価格の適正度、パーケージの印象、商品名の感想、商品数量の適正度、味の評価、商品全体の意見 

（調査対象者） 

町外からの観光客６００名（６０名×１０社分）に対して調査を実施する。 

（調査方法・手段） 

 町内３か所ある道の駅で年１回の頻度で調査を行う。来客者６００名〔内訳：通潤橋物産館３００名

（1/2）、清和物産館１５０名（1/4）、そよ風パーク物産館１５０名（1/4）〕に対して、経営指導員及び

経営支援員が中心となり山都町観光協会とも連携して、アンケート調査票により各道の駅の店内おい

て、観光客自ら記入または聴取の方法による調査を行う。【新規事業】 

（活用方法） 

 調査で収集された情報について、観光客が求める商品、売れる商品とは何かという視点から分析を行

い、その結果については、ブルーベリー・お茶・栗の製品を加工する食品製造業者や菓子製造業者の１

０社に対して、各社の調査結果報告書を作成し、調査を行った経営指導員及び経営支援員が新商品・サ

ービスの開発や販路開拓に積極的に活用できる様、各社へフィードバックしていく。 

（数値目標） 

  

 

６ 新たな需要の開拓支援に関すること【指針④】 

（支援目的） 

これまで、観光対策の事業として、国や県の補助事業を活用しながら特産品開発や販路支援を積極的

に実施し、地域の特色ある飲料品または食品を当商工会が審査し認定する統一ブランド「山都スペシャ

ルセレクト」等を通じて地域ブランド商品開発支援や物産展などでの販路開拓支援などの取り組みを

行ってきたが、関連事業者への更なる売上増を目指した販路開拓・顧客開拓が課題となっている。 

また商品開発については、現在６次産業化を推進する町役場農林振興課や地域婦人会、町観光協会な

どの連携により、町内の様々なところで新たな特産品開発の取り組みが進められている。 

今後については、九州中央自動車道の開通に向け観光客向けの特産品開発の必要性は増しており、当

商工会も連携して支援しなければならない。また、販路支援についても積極的に支援を行う。 

（支援項目） 

・需要動向調査に基づいた食品製造業および菓子製造業の事業者に対する個別の新商品開発支援 

・山都スペシャルセレクトに認定された地域の特色ある飲料品または食品についての販路開拓支援 

（支援の方法・手段） 

① 新商品開発支援 

・経営指導員および経営支援員による巡回指導、窓口指導を通じて、需要動向調査を行った食品製造

業および菓子製造業の事業者１０社に対して、需要動向調査結果に基づいて原料調達、生産方法、

パッケージなど商品の高付加価値化を目指したブラッシュアップ支援を行う。必要に応じて専門

家派遣を活用する。【既存事業の改善】 

② 販路開拓支援 

・厳正な審査により地域の特色ある飲料品または食品として認定する「山都スペシャルセレクト」に

より、町内の優れた特産品でありながら地域外には認知されていない隠れた特産品を広くＰＲし

方法手段等 現状 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 

調査回数（回） 
  0 1   1      1   1      1 

調査対象者数（名） 
  0 600 600    600 600    600 

調査結果提供事業

者（名） 
  0 10 10    10 10     10 
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ていく。ＰＲに当たっては、パンフレットのほか公認 WEBページも活用して製品特徴や生産者の顔

を含めて情報発信を行う。【既存事業の改善】 

・全国商工会連合会公式のサイトである「ニッポンセレクト」は、農商工連携や地域資源の活用など

により開発した商品等や、魅力ある隠れた地域産品等を紹介・普及を行うことができるよう、自社

で販売 WEB サイトを開設することなく小規模事業者が全国に向けて販売できるシステムである。

一定の審査はあるものの、大きな販路開拓につながる可能性があるため、「山都スペシャルセレク

ト」認定事業者をはじめとした域内の関連業種の事業者に対し紹介する。「ニッポンセレクト」に

登録した事業者には、商品パッケージや販売戦略といったそれぞれの分野に即した専門家招聘し、

地域外の全国へ向けた取引につながるよう積極的に支援していく。【既存事業の改善】 

・熊本県内最大級の物産展である「くまもと物産フェア」（主催：熊本県商工会連合会）は、県下商

工会・農業団体・物産振興団体等と協同して開催されている。県下の消費者のみでなくバイヤーも

多く、新規取引先への販路開拓およびバイヤーから商品に対するアドバイスを受ける機会となる。

「山都スペシャルセレクト」認定事業者をはじめとした域内の関連業種の事業者に対して物産フ

ェアへの出展の紹介を行い、出展する事業者に対しては専門家等と連携して事前指導から出展結

果によるフィードバックまで販路開拓の継続的な支援を実施する。【既存事業の改善】 

（数値目標） 

 

 

 

 

方法手段等 現状 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 

新商品開発支援

対象者数（名） 
0 

 

   10 

 

   10 

 

  10   10 

 

10 

 

開 発 商 品 数

（個） 
0    10      10     10 10 

 

  10 

 

新商品開発による売

上増加累計額（万円） 
0    20      40     60 80 100 

山都セレクト情

報発信企業数 

29 30 

 

30 

 

31 

 

 31 

 

31 

 

山都セレクト情報発信によ

る年間取引件数 

   100 120    120 140 140 140 

山都セレクトによる売上増

加累計額（万円） 

   20  30     40  50  60 70 

ニッポンセレク

ト販売登録者 

5 

 

6 

 

6 

 

 7 

 

7 

 

8 

 

ニッポンセレクト販売登録

による年間取引先数 

20 24 24 28 28 32 

ニッポンセレクトによる 

売上増加累計額（万円） 

 40 60 80    100 120 140 

くまもと物産

フェア出展者 

 2 

 

3 
 

3 

 

 3 

 

3 

 

3 

 

くまもと物産フェア

による年間取引先数 

10   11   11   11 11 11 

くまもと物産フェアによる

売上増加累計額（万円） 

未測定 20 30 45 70 100 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

１ 地域経済活性化に関すること 

（課題） 

山都町の人口推移は、年々減少の一途を辿り、全国的平均以上に少子高齢化が進んでいる。町では

定住支援策が行われているが、人口減少の速度を遅くする効果はあるものの、今後も人口は減り続け

ることが予想される。地域経済を活性化させるためには、高速道開通により増加が見込まれる観光客

を地域産業に波及させる必要がある。しかし、現状ではお祭りや催し物の開催による売上増など商工

業者への波及効果については限定的なところがあり、今後の地域振興事業への関わり方については商

工業者の売上・収益増などの波及効果について検証し、改善して取り組まなければならない。 

（これまでの取り組み） 

① 八朔祭…９月第 1土曜日、日曜日に豊年祈願と商売繁盛を願う伝統的なお祭りで、通潤橋近くの浜  

町商店街一帯で開催される。祭りの目玉「大造物引き回し」や各団体のパレード、花火大会がある。

実行委員会事務局として祭りの運営を行っている。 

② 浜町リレー夜市…浜町商店街内の 5つの地区（大川、新町、下市、仲町、下馬尾）が、順々に開催

していく催しで、毎年 7月第 3週から 8月最終週までの間、ほぼ毎週末に渡って行われる。協賛し

て催しを支援している。 

③ 初市…毎年 3月 24 日、25 日に馬見原商店街で開催し、苗木、花、陶器など商品を販売される。蘇

陽支所が事務局として催しの運営を行っている。毎年 3月 27日 28日には浜町商店街で開催し本所

が事務局として運営を行っている。 

④ 清和夏祭り…毎年７月下旬に開催する旧清和地区の夏祭りで、ステージイベント、地元商店・各種

団体バザーがある。清和支所が祭りの運営を行っている。 

⑤ 清和文楽の里まつり…毎年 9月第 1日曜日に開催され、清和文楽人形芝居の無料公演、地元農産品

や特産品のバザー、ステージイベントなどがある。商工会では、出店ブースの取りまとめを担当。 

⑥ 火伏地蔵まつり…馬見原商店街には火伏地蔵祀られており、毎年 8月第 3土曜日、日曜日に商店街

一帯で開催される。地蔵御輿、造り物、火伏太鼓で有名。実行委員会事務局として祭りの運営を行

っている。 

⑦ プレミアム付き商品券発行…緊急経済対策に伴い、平成２７年度、プレミアム２０％の商品券を販

売した。商工会は、商品券実行委員会の事務運営を行った。以前から商工会独自の商品券発行は行

っており今後も実施していく。 

⑧ 九州中央自動車道建設促進期成会…熊本県上益城郡嘉島町と宮崎県延岡市を結ぶ九州中央道の早

期開通に向けて、熊本県および宮崎県の沿線市町村および各種団体より組織されている。当商工会

および宮崎県延岡商工会議所が期成会の事務局を担当している。 

（事業内容） 

（１）既存事業の改善事業 

前述のこれまでの取り組み事業のうち①～⑧については、これまでの取り組みを検証・評価し、地域

のイベント等を通じて町内の観光地や特産品のＰＲを行い、町内外の来客者の賑わいが、地域全体に広

がる賑いに貢献するとともに、商工業者の振興につながるように事業を改善していく。そのために、各

イベントについて当商工会と連携して事業に取り組んできた、山都町観光協会、まちづくり矢部、馬見

原街づくり協議会などと今後も連携しながら継続的に取り組んでいくなかで、各機関の役割を明確化

していく。 

（２）新たに取り組む事業 

地域経済の活性化に向けては、人口減少する反面、今後増加が予想される観光客を地域産業に波及さ

せなければならないが、観光振興への取り組みは商工業者の力だけでは達成が困難であるため、行政や

町内の各種団体など連携・協力の仕組みとして次の組織を新設し、地域経営の視点で、提言し活動して

いくこととする。 

・山都町地域活性化協議会（仮称）…山都町内の地域経済活性化事業について、山都町・山都町観光

協会・馬見原街づくり協議会・上益城農協・山都町商工会により組織する。定例会は、各機関の持

つ情報や支援ノウハウや事業の進捗状況を共有する場として年１回開催する。また、定例会では、
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交流人口、イベントの集客数、観光施設の来場数や観光関連産業である飲食、特産品等の販売状況

などの観光関連事業者への波及効果の調査結果を活用しながら、今後の地域経済活性化事業が地

区内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。併せて、協議会メンバーの連携

を強化して地域イベント等に取り組むことで、地域のブランド化を図り、町外からの観光客の滞留

時間を増やし、地域経済への波及効果の拡大をめざす。 

 

 

 

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り組み 

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 

（目的） 

これまで、同じ郡内の商工会との間では連絡協議会があり支援力向上に向けた連携体制がとられて

いるものの、山都町商工会と地元金融機関の間については、案件ごとに連携して経営支援することはあ

ったが、金融や事業者支援の情報交換を目的としての連携体制は出来ておらず、その仕組みを作ること

が必要となっている。 

（実施内容） 

・同じ郡内にある御船町商工会、益城町商工会、甲佐町商工会、嘉島町商工会と組織する上益城商工

会連絡協議会を毎年 1回開催することにより、経営指導員および経営支援員との間の地域の動向、

支援体制、支援の現状、事業の実施について情報交換をする。特に、上部団体である熊本県商工会

連合会には方策等について随時指導を受けながら事業を進めるとともに、熊本県商工会連合会に

登録されているエキスパートバンクの外部専門家との情報交換を積極的に行い、より専門性の高

い支援ノウハウの習得に努める。【既存事業の改善】 

・肥後銀行浜町支店、熊本銀行浜町支店、日本政策金融公庫熊本支店、熊本県信用保証協会等の支援

機関による金融懇談会を年 1 回の頻度で開催し、地域内の経済動向や金融動向について情報交換

を実施する。その際、会議には各支援機関の所属長のみではなく支援担当者が出席し、事業所の資

金需要に対応するための情報、事業計画策定、地域の創業の状況等など情報共有により、事業者へ

の経営支援がスムーズに実施できる体制構築を行う。特に、融資先に対して持続化補助金や雇用に

係る助成金などの支援施策を提供し、様々な資金需要に対応するため融資担当者との間で４ヶ月

毎に定例にて金融担当者会議を行い情報交換を図るしくみを設定する。【新規事業】 

（実施者） 

 全職員（事務局長、経営指導員、経営支援員）。 

 

 

２ 経営指導員等の資質向上に関すること 

（目的） 

これまで経営指導員や経営支援員の経験ノウハウや指導スキルなど属人的に依存する体質であった

が、熊本県商工会連合会での専門研修会や WEB 研修など充実が図られ全体的なスキルの均一化とスキ

ルアップに向けた取り組みがなされている。 

また、以前は、金融・記帳指導が支援業務の中心だったものが、経営革新や事業承継など、支援内容

がさらに専門化してきており、事業所の持続的発展に向け、伴走型支援の充実を図るための Off‐ＪＴ

とＯＪＴを組み合わせた更なる戦略的・計画的な資質向上を行うとともに、経営指導員のみならず、そ

の他職員との経営支援の詳細な情報の共有化をさらに強化し、組織全体の支援能力の向上を図る。 

（実施項目） 

① 熊本県商工会連合会主催の研修 

毎年、事務局長が参加する「管理職養成研修会」、経営指導員が参加する専門スタッフ研修会「一般

研修・特別研修」および経営支援員が参加する「基本能力研修」については、受講対象となる全ての職

員が参加し、職種に応じた支援ノウハウの習得に努める。 

②上益城地区商工会の資質向上研修 
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同じ郡内にある御船町商工会、益城町商工会、甲佐町商工会、嘉島町商工会の職員で組織する上益城

商工会職員協議会が開催する「資質向上研修」に参加する。この研修会は、業務に必要なテーマを一

つに絞り専門的で自主的な学習会として年１回開催されており、積極的に受講することにより支援に

必要な知識を習得する。 

② 全国商工会連合会と全国商工会議所連合会の経営指導員等Ｗeb 研修 

クラウド型 e ラーニングである経営指導員等ＷＥＢ研修について、経営指導員だけでなく全ての経

営支援員も参加して各職員が日頃から自主学習を行うことにより職員全体の支援力向上を図る。 

④指導員および支援員会議兼研究会 

経営指導員および支援員で、２カ月１回の定期的な研究会を開催し、支援先の進捗状況や自らが出席

した研修会等の内容報告を行い、支援情報・知識の共有化を図り、事業者への支援力の向上を実行して

いく。 

⑤専門家指導における同伴訪問指導などＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上 

熊本県商工会連合会エキスパートバンクによる専門家相談に同行することで、実際の支援現場にお

ける支援手法を体得することにより、支援能力の向上を図る。また、日常的な業務である巡回指導、窓

口指導の際に、若手職員がベテラン職員に同伴することにより、実践的な支援能力の向上を図る。 

⑥全国商工会連合会基幹システムによる経営支援情報の蓄積 

経営指導員等に属人的に集積しがちな支援ノウハウや成功事例、小規模事業者の経営分析結果など

の情報を共有するため、全国商工会連合会の基幹システム（会員情報）上の経営カルテ上に巡回、窓口

相談の都度、その支援内容を記録し、経営指導員、経営支援員が各事業所に対する支援内容を把握し共

有する。また、調査データ等についても全職員が閲覧できるよう共有フォルダ上に保存する。 

（実施の方法・手段） 

・経営指導員、経営支援員に支援能力向上のため Oｆｆ-JT と OJT とを連動させながら強化してい

く。 

特に、熊本県商工会連合会の専門家派遣事業により多くの専門家に帯同し経験を積むことで実

践的なアドバイスが出来る体制につなげていく。【既存事業の改善】 

・熊本県商工会連合会や外部団体等の研修に参加する。今年度は熊本県の主催により開催された専

門テーマ別人材育成事業（経営革新、事業承継）については経営指導員が２名参加した。今後も積

極的に受講し支援能力向上を進めるとともに、Ｗeb 研修や中小企業基盤整備機構が配信するイン

ターネット支援サービスを積極的に活用しながら各自の資質向上を図る。【既存事業の改善】 

・支援内容の共有化を図るためのツールとして、電子カルテである全国商工会連合会基幹システム

に経営指導員および経営支援員が入力した支援情報を更に活用する。また、指導員会議および支援

員会議において、事例発表研究会を実施するとともに、日常業務で、経営指導員と支援員との連携

し小規模事業者を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴに

より伴走型の支援能力の向上を行う。【既存事業の改善】 

（実施者） 

 全職員（事務局長、経営指導員、経営支援員）。必要に応じて外部専門家に委託する。 

 

 

３ 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況成果について、ＰＤＣＡサイクルに基づき評価・検証及び見

直しを行う。 

なお、評価・検証を行う資料として年度ごとに報告書を作成し、新設する経営発達支援事業評価委員

会が担当者や事業者等へのヒアリングなどにより評価を行う。 

評価は、原則１年に１回とするが、計画の大幅な変更などが生じた場合などはその都度行う。【新規

事業】 

なお、評価および見直しに関する手順はつぎのとおりとする。 

① 事務局長・指導員会議により事業の進捗管理・検証を行う。 

② 正副会長会議および総務委員会により本事業の内部評価を行う。 
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③ 行政商工担当者、金融機関担当者や中小企業診断士等の外部有識者を交えて経営発達支援事業評価

委員会（外部評価）を実施し、事業の実施状況評価、成果の見直し案の提示を行う。 

④ 理事会において、評価結果を基に、目標・計画の見直しの方針を決定する。 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果については、総会へ報告し、承認を受ける。 

⑥ ⑤事業の成果・評価・見直しの結果を山都町商工会ホームページで公表する。また、当会の会報で

も公表する。 
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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月現在） 

（１）組織体制   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

【事務局体制】 

  〔 本 所 〕事務局長１名 経営指導員２名 経営支援員４名 

  〔清和支所〕       経営指導員１名 経営支援員１名 

  〔蘇陽支所〕       経営指導員１名 経営支援員１名 

 

【職員合計】 

  事務局長１名 経営指導員４名 経営支援員６名 （合計）１１名 

 

【事業計画・報告承認】総会 
会員４００名 

【内部評価】 
正副会長会議および総務委員会 

会長１名 
副会長２名 
総務委員（理事）１０名 

【事業計画・報告審議】理事会 
会長１名 
副会長２名 
理事２８名 

【外部評価】 
経営発達支援事業評価委員会 

 外部有識者 

（山都町役場、 

中小企業診断士など） 

【事業計画立案・事業実施】事務局 
局長１名・経営指導員４名・経営支援員６名 

※事業実施は、本所、支所の管轄区域におい

て、 
経営指導員…主担当                            

経営支援員…副担当 

【事業実施に関わる内部協力】 
青年部 25名、女性部 94名、業種別正副部会長

（商業 2名、工業 2名）…事業承継、セミナー 

観光委員会 8名、厚生委員会 8名 

  …調査事業、地域振興 

広報委員会 8名 

  …広報誌発行、情報提供 

共済委員会 8名 

  …事業財源確保 
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（２）連絡先 

〔 本 所 〕所在地 熊本県上益城郡山都町下市３３ 

      電 話 ０９６７－７２－０１８６ 

     ＦＡＸ ０９６７－７２－１３１７ 

      Ｅﾒｰﾙ  yabeshou@mocha.ocn.ne.jp 

 

〔清和支所〕所在地 熊本県上益城郡山都町大平３５２－１ 

      電 話 ０９６７－８２－２０１７ 

     ＦＡＸ ０９６７－８２－２０６９ 

      Ｅﾒｰﾙ  seiwa.yamato@spice.ocn.ne.jp 

〔蘇陽支所〕所在地 〒861-3513 熊本県上益城郡山都町下市３３ 

      電 話 ０９６７－８３－００３７ 

     ＦＡＸ ０９６７－８３－００３８ 

      Ｅﾒｰﾙ  soyou@lime.ocn.ne.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 ３０年度 

(30年４月以降) 
３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 440 440 440 440 440 

 

 

経済動向調査 

 

経営分析・需要

動向調査 

 

事業計画策定 

 

販路開拓支援 

 

地域活性化事

業 

 

地域活性化連

絡協議会 

 

金融懇談会 

 

経営指導員等

の資質向上 

 

事業評価見直

し 

 

30 

 

30 

 

 

10 

 

200 

 

50 

 

 

10 

 

 

10 

 

50 

 

 

50 

 

30 

 

30 

 

 

10 

 

200 

 

50 

 

 

10 

 

 

10 

 

50 

 

 

50 

 

30 

 

30 

 

 

10 

 

200 

 

50 

 

 

10 

 

 

10 

 

50 

 

 

50 

 

30 

 

30 

 

 

10 

 

200 

 

50 

 

 

10 

 

 

10 

 

50 

 

 

50 

 

30 

 

30 

 

 

10 

 

200 

 

50 

 

 

10 

 

 

10 

 

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、手数料収入、国補助金、県補助金、町補助金、事業受託料、繰入金収入、雑収入 

※各種共済推進等に取り組み手数料収入をはじめとして財源を確保する。 

 

 

（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）Ⅰ－１地域経済動向調査に関すること（内容：Ｐ２４のとおり） 
（２）Ⅰ－５需要動向調査に関すること（内容：Ｐ２４のとおり） 
 山都町、熊本県商工会連合会、山都町観光協会、まちづくりやべ、 
馬見原街づくり協議会、馬見原買い物支援協議会 

（３）Ⅰ－６新たな需要の開拓支援に関すること（内容：Ｐ２５のとおり） 
熊本県、山都町、熊本県商工会連合会、山都町観光協会 
（４）Ⅰ－２経営状況の分析に関すること（内容：Ｐ２６のとおり） 
熊本県商工会連合会、日本政策金融公庫熊本支店、肥後銀行浜町支店、 
熊本銀行浜町支店 

（５）Ⅰ－３事業計画策定に関すること（内容：Ｐ２６、Ｐ２７とおり） 
（６）Ⅰ－４事業計画策定後の実施支援に関すること（内容：同上） 
熊本県、山都町、熊本県商工会連合会、日本政策金融公庫熊本支店、 
肥後銀行浜町支店、熊本銀行浜町支店 

（７）Ⅱ地域活性化に資する取り組み（内容：Ｐ２８のとおり） 
（８）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取り組み（内容：同上） 
 山都町、熊本県商工会連合会、山都町観光協会、 
まちづくりやべ、馬見原街づくり協議会、 
日本政策金融公庫熊本支店、肥後銀行浜町支店、熊本銀行浜町支店 
 

連携者及びその役割 
熊本県 
 知事 蒲島 郁夫 
 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号   TEL096-383-1111 
 担当 ：熊本県商工観光労働部商工振興金融課 
 
山都町 
 町長 梅田 穰 
 熊本県上益城郡山都町浜町６番地        TEL0967-72-1158 
  担当 ：山都町山の都創造課         
 
熊本県商工会連合会 
 会長 伊東 昭正   
 熊本県熊本市中央区安政町３-１３        TEL096-325-5161 
 担当 ：熊本県商工会連合会 経営支援課 
 
一般社団法人山都町観光協会    
 会長 山下 泰雄 
熊本県上益城郡山都町下市１８２-２       TEL0967-72-3855 

 担当 ：山都町観光協会事務局                
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(株)まちづくりやべ 
 代表取締役 西田 毅 
 熊本県上益城郡山都町浜町２３９-３       TEL0967-72-1723 
 担当 ：企画事業部             
 
馬見原街づくり協議会 
 会長 森川 弘士 
 熊本県上益城郡山都町馬見原１１８-３      TEL0967-83-0037 
 担当 ： 馬見原街づくり協議会       
 
馬見原買い物支援協議会 
 会長 宮部 博文                  
 熊本県上益城郡山都町馬見原８２４        TEL0967-74-4330 
 担当 ：ECO 九州ツーリスト(合)       
 
(株)日本政策金融公庫 熊本支店 
 国民生活事業統括 山藤 泰之 
 熊本県熊本市中央区安政町４-２２         TEL096-353-6182 
 担当   ：国民生活事業      
 
(株)肥後銀行 浜町支店 
 支店長 田代 誠 
 熊本県上益城郡山都町浜町１７６          TEL0967-72-1131 
 担当   ：浜町支店              
 
(株)熊本銀行 浜町支店 
 支店長 上田 英司 
 熊本県上益城郡山都町浜町１６５-５       TEL0967-72-1125 
 担当   ：浜町支店 

 
 
 
 
 
 

連携体制図等 
 

別頁のとおり 
（団体連携図 P24～P28 および連携体系図 P29） 
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経営発達支援事業 団体連携図 
 

 経済動向調査 需要動向調査 

ヒアリング調査事業 アンケート調査事業 

専門家派遣 周 知 専門家派遣 周 知 
NO 団体名 

1 熊本県     

2 山都町  ○  ○ 

3 熊本県商工会連合会 ○  ○  

4 山都町観光協会  ○  ○ 

5 まちづくりやべ  ○  ○ 

6 馬見原街づくり協議会  ○  ○ 

7 馬見原買い物支援協議会  ○  ○ 

8 日本政策金融公庫熊本支店     

9 肥後銀行 浜町支店     

10 熊本銀行 浜町支店     
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経営発達支援事業 団体連携図 
 

 需要開拓支援 

個別指導事業 販路開拓事業 

専門家派遣 助言・指導 専門家派遣 周 知 
NO 団体名 

1 熊本県   ○ ○ 

2 山都町  ○  ○ 

3 熊本県商工会連合会 ○ ○ ○ ○ 

4 山都町観光協会 ○ ○  ○ 

5 まちづくりやべ     

6 馬見原街づくり協議会     

7 馬見原買い物支援協議会     

8 日本政策金融公庫熊本支店     

9 肥後銀行 浜町支店     

10 熊本銀行 浜町支店     
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経営発達支援事業 団体連携図 
 

 経営分析支援 事業計画の策定・実施支援 

個別指導事業 セミナー開催 事業計画書策定 
・実施支援 

専門家

派遣 
助言・

指導 
講師

紹介 周知 
事業計画

書策定専

門家派遣 

事業計画フ

ォローアッ

プ NO 団体名 

1 熊本県       

2 山都町    ○   

3 熊本県商工会連合会 
○ ○ ○  ○ ○ 

4 山都町観光協会       

5 まちづくりやべ       

6 馬見原街づくり協議会       

7 
馬見原買い物支援協議会 

      

8 
日本政策金融公庫熊本支店 

 ○    ○ 

9 肥後銀行 
浜町支店  ○  ○  ○ 

10 熊本銀行  
浜町支店  ○  ○  ○ 
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経営発達支援事業 団体連携図 
 

 後継者育成、事業承継支援 
後継者育成 
個別集団指導 事業承継対策 

専門家派遣 指導・助言 融資・補助金 指導・助言 NO 団体名 
1 熊本県   ○  

2 山都町 ○ ○ ○ ○ 
3 熊本県商工会連合会 ○ ○  ○ 
4 山都町観光協会     
5 まちづくりやべ     
6 馬見原街づくり協議会     
7 馬見原買い物支援協議会     
8 日本政策金融公庫熊本支店  ○ ○ ○ 
9 肥後銀行 浜町支店  ○ ○ ○ 

10 熊本銀行 浜町支店  ○ ○ ○ 
 
 

 経営革新（第２創業共）、創業支援 
経営革新（第２創業共） 創業 

融資・ 
補助金 

専門家派遣

等指導・助

言 

融資・ 
補助金 

専門家派遣

等指導・助

言 NO 団体名 

1 熊本県 ○  ○  
2 山都町 ○ ○ ○ ○ 
3 熊本県商工会連合会  ○  ○ 
4 山都町観光協会     
5 まちづくりやべ     
6 馬見原街づくり協議会     
7 馬見原買い物支援協議会     
8 日本政策金融公庫熊本支店 ○  ○  
9 肥後銀行 浜町支店 ○  ○  
10 熊本銀行 浜町支店 ○  ○  
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経営発達支援事業 団体連携図 
 

 
地域経済活性化事業 支援力向上 

イベント開

催 
山都町地域活性

化協議会（仮

称） 
情報交換 事業評価 NO 団体名 

1 熊本県     

2 山都町 ○ ○ ○ ○ 

3 熊本県商工会連合会   ○ ○ 

4 山都町観光協会 ○ ○   

5 まちづくりやべ ○    

6 馬見原街づくり協議会 ○ ○   

7 馬見原買い物支援協議会     

8 日本政策金融公庫熊本支店   ○ ○ 

9 肥後銀行 浜町支店   ○ ○ 

10 熊本銀行 浜町支店   ○ ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 29 - 
 

連 携 体 制 図 
 

経営分析・需要動向調査 
山都町、熊本県商工会連合会、山都町観光協会、まちづくりやべ 
馬見原街づくり協議会、馬見原買い物支援協議会、日本政策金融公庫熊本支店 
肥後銀行 浜町支店、熊本銀行 浜町支店 

 
 
 

需要開拓支援  
     連 携 

経営分析・事業計画の策定・実施支

援 
熊本県、山都町、熊本県商工会連合会、山都町観光協会 山都町、熊本県商工会連合会、馬見原買い物支援協議会 

日本政策金融公庫熊本支店、肥後銀行 浜町支店、熊本銀行 浜町支店 
 

 
 
 
 
      連   携                   連  携 
              
 

 

山都町商工会 
 

 
 
 
      連  携                       連  携 
 
 
 

事業計画策定・後継者育成・事業承継・経営革新・創業支援  
 

地域経済活性化・支援力向上 
熊本県、山都町、熊本県商工会連合会 
日本政策金融公庫熊本支店、肥後銀行 浜町支店、熊本銀行 浜町支店 

山都町、山都町観光協会 
まちづくりやべ、馬見原街づくり協議会、馬見原買い物支援協議会 
肥後銀行 浜町支店、熊本銀行 浜町支店 
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