
経営発達支援計画の概要 
実施者名 
（法人番号） 

氷川町商工会  （法人番号 ）６３３０００５００６６２３ 

 実施期間 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日 

目標 

氷川町商工会は、地域の経済団体の役割として小規模事業者の売上が持続的発展出来

るよう、経営を分析し、直面している課題を抽出・解決し、経営改善・経営革新等の

支援をする。 
また、行政や支援機関との幅広い連携により、地域の強みを活かした新ビジネス創出、

更に地域のリーディングモデル企業の育成支援、地域経済の活性化と雇用の創出に寄

与できるよう５年間で 100事業所の経営分析を行い、支援対象企業が抱える経営課題
の抽出および解決を目標とする。また、年間３名の創業者の創出を目標とし、フォロ

ーアップ支援体制を整え伴走型の指導体制を強化する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(1) 地域経済動向の情報収集…マクロ環境…県・氷川町の経済水準評価、景気動向・
業界動向等/ミクロ環境…小規模事業者実態調査、競合状況調査 

(2)地区内小規模事業者への実態調査の実施 
小規模事業者の実態調査による現状の把握(４１事業所) 

(3) 情報の分析・整理・提供…地域経済動向の情報収集、小規模事業者実態調査の
結果について、専門家と共に情報の分析・整理を行い、課題を抽出する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 小規模事業者の定量・定性分析を行い、経営分析を実施する。上記の地域動向 
  調査の結果を織り交ぜ、業種ごとの特性を踏まえた改善策を示す。 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 地域経済動向の情報収集、小規模事業者の経営分析と融合させた実行可能な収支

計画・売上計画などの事業計画書策定支援をする。事業計画策定セミナー、創業

セミナー、個別相談会の開催 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 四半期ごとのフォローアップ支援体制を整え伴走型の指導体制を強化する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
  観光客に関する属性、動向、消費行動を明らかにするために観光客ニーズや観光

客満足度調査を実施し、今後の販路開拓へ繋がる支援に活用する。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 新商品開発支援、販路開拓支援による販売力向上支援 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 
(1) 既存事業の改善･･･検証・評価し更なる地域ブランド化、賑わいの創出の取組み 
(2) 新たに取り組む事業…マルシェの開催および八代地域一体となった観光振興 
(3) 「氷川町地域活性化（仮称）」の立上げ、および検証  
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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．町の概要 

（１）位置と地勢 

  氷川町は、海から山にかけて様々な農作物が生産される農業が盛んな旧竜北町と、歴史的には薩摩街

道の宿場町、商人の町として栄え県内の自治体で最も小さな面積だった旧宮原町が、平成１７年に合併

して発足した。 

  熊本県のほぼ中央、熊本市から約３０Ｋｍ南、八代地域の北部に位置し、北は宇城市、南は八代市に接
している。町の中央部を東から西へ２級河川「氷川」が流れ、南北に走る国道３号を境に、東部に山林、

丘陵地帯、西部には「西の八郎潟」として全国に名を馳せる不知火干拓をはじめとした平坦地帯が広が

る総面積３３．３平方キロメートルの町である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
（２）人口の現状 

①人口・・・2016 年 10 月現在 12,376 人。1970 年以降維持していた 14,000 人超の人口も減少し始め、

今後益々加速していくと思われる。 

2015 年 12 月に制定された「氷川町まち・ひと・しごと創生総合戦略（人口ビジョン）」によると、2025

年には 10,600 人、2035 年には 9,200 人まで減少すると予想されている。氷川町では 2060 年での目標人

口を 8,000 人としている。 

 

②世帯数・・・2016 年 10 月現在 4,522 世帯。2010 年からの推移を見てみると、約 4,500 世帯前後で推

移している。人口は減少していることから、核家族が多いことがわかる。 

2010 年のデータでは 4,451 世帯のうち 3,962 世帯が一般世帯であり、高齢単身世帯（６５歳以上の単身

世帯）と高齢夫婦世帯（夫６５歳以上で妻６０歳以上の夫婦一組の世帯）を合わせた割合は２３．３％。

高齢者のみの一般世帯の割合は全国平均（１９．４％）に比べ高くなっている。 

 

③高齢化率・・・2000 年に２４．１％だった高齢化率。2010 年には３０．７％。すでに人口の３割を超

えており、日本平均（２２．８％）よりも高くなった。 

今後、高齢化率は 2040 年には４２．６％達し１０人に４人を超える高齢者割合になると見込まれる。 

 

２．産業の現状と課題 

（１）産業構造・産業特性 

①商工業者数・小規模事業者数(H27実態調査)、会員数(H27現在) 
  産業別事業者数・売上高（H24経済センサス） 
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 卸売･小

売業  

サービス

業  
建設業 製造業 飲食店  その他  合計  農家数  

商工業者数 109 99 118 56 24 36 442 845 戸 

うち小規模事業者数 100 93 115 52 22 24 406 
うち専業農

家 716 戸 

会員数 64 50 59 43 18 17 251  

事業者数 117 85 65 31 28 111 437  

売上高(百万円) 9,214 2,479 2,805 827 775 6,182 22,282 6,058 

 

（２）業種別現状と課題 

氷川町は、基幹産業である第１次産業の農業従事者が多い地域です。 

当年の全就業者数は 6,045 人で、その内訳は農林水の第一次産業が 28.8%(全国:4.2%)、建設

業と鉱工業からなる第二次産業が 19.3%(全国:25.2%)、残り 51.9%(全国:70.6%)が第三次産業

となっています。全国の産業構成と比べると、第一次産業の割合が高く、農林水産業が盛ん

である特徴を示している。業種ごとについては以下の通り。  

 
①観光関連産業 
≪現状≫ 

1.宿泊・運輸業等 

・当地域の観光客数は、立神峡のロッジ、キャンプ場等の宿泊者数が、平成 26 年度 3,320 人、平成

27 年度 4,519 人と前年比で約 36％増となっている。 

・唯一の宿泊施設(ビジネスホテルＡＺ)が国道３号線にあり、平成 26 年度宿泊者数 28,179 人、平成

27 年度宿泊者数 26,371 人と前年比で７％減少しているが、１日平均 70 人超の利用があり、1 年を

通して安定した宿泊者数を維持している。これは、価格の安さに加え八代地域に工事や出張で来ら

れるビジネスマンによる影響が大きいと考えられる。 

・氷川町ではツーリズム事業として旬の野菜・果物収穫体験（たけのこ・さつまいも・いちご、梨）、

もち米の学校、梨の木のオーナー制度等を H16 年より行っており、トマトフェスタにおいては宿泊

体験事業も開催している。 

  ・タクシーおよびレンタカー業者も１社ずつあり、観光客への対応も行っている。 

 

2.商業・サービス業等 

・種類豊富な果実類と立神峡等の観光資源があり、またご当地グルメとしてチャンポン(みやべ)・ギ

ョーザ(餃子之家)がある。 

・町の特産品は、農産物としては梨・イチゴ・晩白柚等の果実や、もち米・レンコン等があり、加工

品としてはもち米麺製品・白玉粉・レンコン加工品・植物油等がある。 

・道の駅竜北の来客者数(物産館・レストラン等)は平成 25 年度 441,891 人、平成 26 年度 443,196 人

平成 27 年度 425,999 人と月平均 35,000 人余りの来客者を維持している。 

・以前は薩摩街道沿線に商業集積が見られたが、現在では国道３号線沿道型の店舗が散在しているだ

けで、町内に商業集積は見られない。 

 

≪課題≫ 
・当町においても、個々に魅力的な観光資源はあるが知名度不足により近隣市町村からの集客が見込

める観光資源・イベントに育っていない。 
・個々の観光資源を活かしながら観光スポットの広域的なネットワーク化を図り、周辺地域と連携し

た広域帯で、単なる通過点ではない当町への観光客の誘客を進める必要がある。 
・複合業である観光業の産業構造や産業連関などが不明であり、これらの調査・分析による成果や波
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及効果などが推定できる仕組みが望まれる。 
 

②生活支援産業 
≪現状≫ 

1. 商業・サービス業等 
   ・卸・小売業は事業者数全体の 25％弱あるものの日配品中心であり、近隣の大型ショッピングセン

ターにおいて町民の購買の 80％が町外へ流出している。 
   ・サービス業の 1/4は、自動車整備業等のロードサイドビジネス関連が占めている。 
   

2．製造業 
・一部家具建具等の製造があるが、特産である畳表製造業および食品加工製造が大半を占めている。

内、畳表製造業は、い草生産農業者が兼業している。 

 

≪課題≫ 

・商業・サービス業では、町民の購買が町外へ流出しているという課題がある。 

・畳表製造業では、ライフスタイルの変化により畳の需要が減少し、構造的に厳しいものとなってい

る。農業者が兼業している為、販売面での課題がある。 

・食品加工製造業においては、事業主の高齢化や後継者不足により減少傾向にある。 

・食品加工製造業においては、安全安心のニーズの高まりはあるが、ニーズに対応した新商品の開発

などの課題がある。 

3．建設業 
≪現状≫ 
会員内で大小５９事業所の建設業（土木・建築業）があり従業員数は１２４名である。（平成２６年

度：氷川町商工会調査）小規模な建築業は、消費税の駆け込み需要・住宅リフォーム助成・プレミ

アム付商品券の発行により好調な受注があっている。また、氷川町では住宅リフォーム等促進事業

として町からの助成により、毎年 1億超の工事を町内の建築業等が受注している。 
〇住宅リフォーム等促進事業の内訳 

 件数 対象工事費(円) 補助金額(円) 
Ｈ24 103 153,432,309 15,860,000
Ｈ25 106 134,087,424 17,212,000
Ｈ26 76 139,507,371 11,980,000
Ｈ27 61 68,025,186 9,113,000

≪課題≫ 
規模の大きい建設業では、公共工事に依存しない経営体質改善が必要であり、小規模な建築業では、

新築住宅建築を大手ハウスメーカーへ発注される世帯が増えており、差別化できる対策が必要とい

える。 
   氷川町では、定住化支援として「空き家バンク制度」が創設され、現在空き家の状況調査および情

報提供を行っているが、空き家の仲介および修復については、今後不動産業・建設業等への波及が

課題である。 
 

③農業 

≪現状≫ 
・当町の農家数は、８４５戸があり内専業農家数は７１６戸であり農業就業人口は 1,700 名である。
（平成２２年度：農林業センサス） 

・農業粗生産額は、平成７年（９７０千万円）までは「い草景気」により増加傾向にあったが、海外

からの安価な畳表の輸入が急増し、価格が低迷したことで、平成１２年は７１９千万と減少に転じ

た。 
・品目ごとの農業算出額は、米等の耕種が５６７千万円（米６０、野菜９８、果樹２９３、い草７２、
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タバコ５、花卉３９）、畜産が５５千万円となっている。（Ｈ26.8月氷川町調査） 
・農産物の加工や直販等による付加価値化が少ないながらも、一部商工業機能を取り入れた農家が増

えつつあるとともに、直接または市場仕入れにより農産物を加工・販売を継続的に行ってきている

小規模事業者は一定数存在している。 
 
≪課題≫ 
・農業者の課題としては、従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の拡大、ＴＰＰ（環太平洋経済

連携協定）の締結を見据えた対策がある。 
・当地生産の農産物のほとんどは素材として出荷されており、農商工連携や 6次産業化などによる農
業以外の産業との連携による農産物の付加価値化などが課題である。 

 

 
（３）創業・廃業の状況（商工会員内） 

 

年度 

創  業 廃  業 

事業者数 主な業種 事業者数 主な業種 

Ｈ23 1 飲食業 12 
食料品小売、食品製造、板金業、電

器店、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ他 

Ｈ24 1 農業 11 
板金業、飲食業、理容店、鮮魚店衣

料品店、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ他 

Ｈ25 4 
飲食業、自動車整備、

整骨院等 
7 

食料品小売、鮮魚店、電器店、 履

物店他 

Ｈ26 2 食品製造業、福祉業 7 
建設業、酒小売業、料亭、鮮魚店 

電気工事、自動車整備他 

Ｈ27 0  5 
電気工事業、畳製造業、タクシー 

清掃業、文具店 

 

計 
8  42  

上記のように創業に比べて廃業が圧倒的に多く、会員減少の要因のひとつとなっている。 

理由としては、事業主の高齢化による廃業および後継者不足によるものが多い。 

創業については、過去５年間で８名の創業を支援している。また、国の産業競争力強化法に基づいた

氷川町との創業支援事業計画において、今後５年間に年間６名の創業者を支援し、内３名の創業者を

輩出する事を目標としている。 
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（４）氷川町の産業振興計画・施策

◆まち・ひと・しごと創生総合戦略のうち産業振興関連計画(H27.12.18制定５年計画 2015～2019) 
基本目標…〇地域経済の礎となる地域産業が興隆し魅力ある雇用があるまち 

   ア）元気な地域産業の育成…①戦略的な情報発信による新たな販路の開拓  
                ②農業・商工業の多角的展開 
   イ）持続可能な地域産業の育成……①持続可能な農業体制の確立 
                   ②活力ある商業環境の創出 
    

〇地域の宝を活かした町内外の交流が盛んなまち 
ア）催し開催による交流促進…①地域資源を活用した交流人口の増加 
イ）魅力発信による移住定住促進…①日本一学生が訪れたくなるまちづくり 

                   ②情報発信による移住定住の促進 
                   ③広域連携による移住定住の促進 
                   ④ツーリズムによる移住定住の促進 

 
〇誰もがくらしやすく心豊かに過ごせるまち 
ア）住宅整備・利活用の促進…①住宅希望者への居住地供給支援 

                 ②移住定住に係る情報支援 
イ）安全・安心・快適な生活環境の創出…①交通弱者への移送サポート 

                      ②住民自治によるまちづくりへの経済的サポート 
③各種検診の経済的サポート 

ウ）地域防災の強化…①防災・減災活動への経済的サポート 
 
 
（５）商工会のこれまでの個別支援および地域経済振興・産業振興支援の取組（直近１０年） 
氷川町の産業振興計画を受け、関係団体（県・町・ＪＡ・道の駅他）と連携し地域経済振興支援の

取組を行うとともに、町内における小規模事業者の持続的発展を図るため、県や町の補助事業を活

用し商品開発や販路開拓支援の取組を実施してきた。 
（これまで主催した主な取り組み内容） 

主な地域経済振興支援の取組 主な個別支援の取組 
協賛(氷川町主催) 
・納涼祭参加協力、催事飾りつけ 
・地蔵祭りへの参加協力 
・ＪＡ、道の駅と連携した氷川町ＰＲ販売会 
・トマトフェスタへの参加協力 
・氷川まつりへの参加協力・出店者取りまとめ

主催 
・老人向けＧＢ、およびＧＧ大会の開催 
・プレミアム付き商品券の発行 
・移動商工会の開催 
・初市ふれあいまつり開催 

・特産品開発（25，26年 10品開発） 
・よかもん通販運営（受注・発送） 
・ＨＰ・SNSによる情報発信 
・各イベントの周知・参加取りまとめ 
・物産展への参加依頼 
・全国物産展への出展周知 
・特産品販路開拓支援(レシピ開発) 
 

  
 氷川町商工会独自の取組み  
〇経営革新等推進特別事業 

経営革新（経営力向上・経営改善含む）、若手後継者等（事業継承含む）、創業予定者の支援を 

推進するために、経営革新等推進特別事業を実施している。 



６ 
 

   ①経営革新及び若手後継者等へのセミナーの開催 

   ②専門家派遣による個別支援の実施 

  〇ネット通販販路拡大事業 

   全国展開の通信販売サイト「氷川よかもん通販」を実施し、地元特産品の販路拡大に向けた取組 
みを支援している。また、ホームページにおける各種の情報発信にも力を入れ、氷川町のブランド

化に努めている。 

〇特産品開発・販路開拓事業 

   氷川町で生産される農産物を利用した新商品の開発を行うと共に、これまで開発した

特産品のＰＲ活動を積極的に行っている。 

   また、これまでに開発した商品をはじめとする特産品の販路開拓事業として、氷川物産

振興協議会を受け皿にして試食会の開催や各種イベントへの出展の支援を行っている。 

 
なお、上記の事業や日頃の経営支援等の商工会の取り組みに対しての会員等の意見としては、持続化補助

金申請での経営計画書作成支援等、細やかな指導助言があり助かっているという意見がある一方、商工会

の部会活動が活発でない、商工会の会員メリットが少ないなどの要望があるのも事実である。 
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（６）地域産業の課題 
上記の産業構造・産業特性、町の産業振興計画・施策及び商工会のこれまでの取組及び地域の強み・

弱みなどから抽出される地域の主な課題は下表の事項があげられる。 
 

項目 地域特性等の強み・弱み 
地

域

資

源 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地形 

自然 

特産物 

文化 

食文化 

風土 

施設 

交通 

・国道３号線沿いに道の駅竜北があり、雇用の場を有している 

・高速道路氷川スマート IC のアクセス道路(竜北側)が国道３号線に繋がる

ので、輸送において便利 

・スマートインター出口から旧薩摩街道への導入整備 
・物流手段を活かした輸送体制の構築 
・野津古墳群周辺のウォーキングコースの活用 
・秋山幸二ギャラリーのオープン 
・国指定文化財(野津古墳群、まちつくり酒屋等)が数多くある(ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽあり)
・立神狭という観光資源ある 

・農業が盛んで果実・野菜・もち米の収穫物がある 

・若い世代が転出してしまう 

・地域の独自性が低下 

・情報発信力が弱い 
産

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

製造業 

観光業 

商業 

サービス業

建設業 

農業 

・農業の 1次産業と 2・3次産業がバランスよく構成 

・近隣地域に大型 SC がある 

・宮原地区と竜北地区の産業構造・産業特性が異なる 

・観光資源が乏しい 

・観光資源を商売に活かせていない 

・産業構造及び産業連関が不明確 

・通過型の観光地として捉えられている 

・商店街が少なく購買の 80％は町外に流出している 

・卸売・小売業やサービス業は、小規模事業者が多く廃業が相次いでいる。

・地元に雇用の場が少ない 
・農業後継者不足 
・ツーリズム事業を継続している 

事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 

・工業部会 

・観光部会 

・商業部会 

・商工会では「よかもん通販」事業で会員事業所の商品をネット販売している 

・地元の本物素材を全国へ発信支援（商談会・物産展・ネット通販） 
・地域外からの集客を狙った、青年部を利用したマルシェの開催 
・雇用を生む若手事業者の育成支援 
・地域特産品の付加価値化を図る白玉粉、麹発酵・醸造、蓮根・玉ねぎ・植物油

加工等の事業者がある 
・商工会の部会活動が不活性 

・商工会会員組織率が低い(57％) 

・商工会事業の取組みに戦略性・計画性に欠ける 

・事業終了後の開発商品が現在も生産販売されている 
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地域産業ＳＷＯＴ分析（強み・弱み・機会・脅威）による課題・目標の設定 
 
 強み・弱み等から今後の課題の整理及び生活支援関連産業振興などの目標の検討。 
     

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 

・消費地の熊本市・宇城市と八代市に挟まれている 
・高速道路氷川スマート IC のアクセス道路の国道３
号線との接続で、輸送において便利になる 

・県南フードバレー構想による県の農生産への付加価

値化支援 
・住みやすい街づくり、定住化・移住化計画がある 
・安全安心・本物志向・健康志向の消費傾向 
・道の駅竜北集客の利用 

強み 

・国道３号線沿いに道の駅がある 
・立神狭という観光資源ある 
・農業が盛んで果実・野菜・餅米の豊富な農産

物がある 
・ツーリズム事業を継続している 
・商工会のネット販売事業の展開 
・地域特産品の付加価値化を図る白玉粉、麹発

酵・醸造、蓮根・玉ねぎ・植物油加工等６次

産業化の取組み事業者がある 
・商工会青年部活動が活発 
・国指定文化財(野津古墳群、まちつくり酒屋等)
が数多くある(ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽあり) 

強みを活かした積極的産業振興戦略 

・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の付加価値化モデル事業の育

成・支援 
・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 
・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

・グリーンツーリズム等地域資源を活かした体験型・

交流型観光産業の振興 
・野津古墳群周辺のウォーキングコースの活用 
・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、人材育成 
・スマートインター出口から旧薩摩街道への導入 
・地域外からの集客を狙った、青年部を利用したマル

シェの開催 
 

弱み 

・近隣地域に大型 SC があり、商店街が少なく
購買の 80％は町外へ流出 
・国道・県道のみのバス路線 
・農業振興地域指定が多く、宅地開発等が困難

・観光資源を活かせていない 
・若い世代が転出してしまう 
・地元に雇用の場が少ない 
・農業後継者不足 
・顧客目線の不足 
・計画的・戦略的支援の不足 
・販売力不足 
・連携の弱さ 

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関連携による
顧客視点での商品開発 
・経済動向・需要動向に沿った計画的・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

化・専門化の取組み 
・地域外への情報発信やモノの流れを創出する地域商

社的機能を有する拠点と独自のチャネルの強化 
・商工会を核とした行政、ＪＡ等の地域内連携と地域

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 
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 上表の目標の検討による産業振興を、氷川町商工会が関わる振興のあり方を、テーマごとに今後の支援

課題を整理すると、下表のとおりである。 

テーマ 今後の支援課題 

①売れる商品・加工商品の商品

開発 

・顧客視点での商品開発 

・調査分析･計画策定支援 

・６次産業化等による商品開発・加工の効率的分業化・専門化の

取組み 

②売れる商品・加工商品の販路

拡大 

・顧客視点での販路開拓 

・調査分析･計画策定支援 

・独自のチャネル開発 

・地域商社化 

③生活支援型産業の活性化 ・事業継承･第二創業･経営多角化等の経営革新、創業 

④建設業の活性化 ・事業継承･第二創業･経営多角化等の経営革新、創業 

⑤観光産業の活性化 ・事業継承･第二創業･経営多角化等の経営革新、創業 

 
 
（７）小規模事業者に対する中長期的(10年後)な振興のあり方 
  ①地産地消の促進等による生活支援型産業関連の小規模事業者の振興 
   〇農業との連携による農産物の付加価値化促進に関わる６次産業関連小規模事業者に対する振興 
   〇地域循環経済の安定化に寄与する地産地消等の農産物の卸小売の小規模事業者の振興 

〇住み続けたい・移り住みたいまちづくりを支援するサービス業・建設業等の小規模事業者の振興

  ②町外からの外貨獲得の為の観光関連の小規模事業者の振興 
   〇地域の魅力づくりと発信による交流人口の増加等による観光関連の小規模事業者の振興 
   〇高付加価値化農産物等の特産品・土産品などの開発・販売による観光関連製造・小売業の振興 
 
（８）経営発達支援事業の目標 
上記の中長期的な振興のあり方をふまえ、氷川町商工会による本支援事業の目標として重点支援対象業

種別に以下の如く掲げる。 
１）観光産業の育成支援 

・現存施設である道の駅等観光関連施設の拠点化・連携化 
・周辺商工会との連携による広域的な企業連携支援 
・交流型観光のグリ-ンツーリズムと連携した物販事業 
・地域外からの集客を狙った、青年部を中心としたマルシェの開催 
・スマートインター出口から旧薩摩街道への導入による事業所の工場見学等の集客支援  
 

２）生活支援型産業の育成支援 

   ・農業者との連携による農商工連携・６次産業化支援等による食品加工・飲食・小売業などの食

関連産業の振興支援  

   ・住宅リフォーム・定住化工事等の受注及び第２創業などの支援等による建設業の振興支援 

   ・生活支援産業の 1/4 を占める自動車整備業等の振興支援 

  
３）地域のリーデイング・モデル企業の育成支援 

・積極的に経営革新、地域経済活性化等に取り組む若手経営者の小規模事業者の地域でのリーデ

イング・モデル企業の育成支援 

・食品加工業等の地元の本物素材を全国へ発信支援（商談会・物産展・ネット通販） 
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４）関連団体等との連携の強化 

   ・地域ＪＡ、氷川町、観光物産協会等の地域内連携 

   ・県、近隣の商工会などとの地域外連携 

   ・産業振興のみでなく、農水産業振興など多様な行政施策・部門との連携 

 
５）業種別の支援目標 

①観光関連産業 

・点としての町内の観光資源の魅力を発揮するため、既存の道の駅等施設の拠点化を図る 

・広域的な観光開発を行うため、道の駅やまちつくり酒屋を拠点とした観光スポットのネットワーク

化を図る。 

・食用油や菓子製造の工場見学のコース化等を提案し、広域的なルートを作成する。 

・関係団体（ＪＡ果樹部会・グリーンツーリズム）と連携した滞在型・交流型観光の開発（野津古墳

群ウォーキング・果樹、野菜収穫体験学習・立神峡を利用した田舎の里山活用）を行う。 

・八代地域内の商工会と一体で観光振興を行う体制の構築を図る。 

・複合業である観光業の産業構造や産業連関などが不明でありことより、これらの調査・分析による

成果や波及効果などが推定できる仕組みづくりを行政とともに取り組む。 
 

②生活支援産業 
・経営分析により自社の状況を把握し、需要動向調査の結果により、規模の拡大ではなく、商品・サ

ービスの質を高度化し販売単価の向上や事業規模にあった販売促進を行う。 
・価格競争に巻き込まれない経営計画を策定し経営の持続的発展を促す支援を行う。 
・持続化補助金などの補助事業の申請時は事業計画書を作成するよい機会であるため、販売促進と一

体となって進める。 
・需要動向調査を踏まえた経営分析・経営計画書作成をする事により、小規模事業者が価格競争に巻

き込まれず、人口減少社会にも対応した、今後１０年以降も生き残れるような体制づくりを支援す

る。 
 
③６次産業・農商工連携 
・６次産業化等による商品開発・加工の効率的分業化・専門化の取組みを支援する。 

・商談会・物産展・ネット通販等により、地元の本物素材の全国発信を支援する。 
・規格外の梨や柑橘類を材料としたスイーツ等を開発する果樹農家や小規模事業者の販路開

拓を中心とした支援を行う。 

・県南フードバレー構想に基づき、行政と連携し観光振興も含めたマルシェ等のイベントの

開催により販路開拓を支援する。 

 
④モデル企業支援 
・雇用を生む若手リーディング企業の育成支援をする。 
・地域特産品の付加価値化を図る白玉粉、麹発酵・醸造、蓮根・玉ねぎ・植物油加工等の食品加工関

連事業者の育成支援をする。 
  ・１０年後も生き残れるような経営体質の強化を図る。 

 
  

６）数値目標 

①小規模事業者の経営分析、需要動向、経営計画の作成指導、助言により年間２０事業所の

伴走型支援を行う。 

②毎年３事業所の創業者を創出する。 

③新たな特産品の毎年 1 品以上の開発に取り組む。 
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（９）目標達成の支援方針  

上記、中長期的な氷川町商工会の産業振興の目標達成へ向けての取り組みとして、小規模事業者の持

続的発展支援の本事業における目標を達成するため次に掲げる。 

 
①経営力の強化支援 

・経済動向調査、需要動向調査などにより、外部環境を把握する取組を通じて、小規模事業者の 
経営課題と支援ニーズを明確化する。 

・創業予定者（希望者含む）を対象とした創業支援、既存事業者には経営革新支援。 
・個店支援等を通じて外部環境に強く、安定した成長が出来るよう経営分析支援などにより内部 
環境づくりを支援する。 

・新商品開発、新市場開拓、需要の開拓などを事業計画策定支援・事業計画実施支援などにより 
支援する。 

・本事業における各種調査及び経営分析、事業計画策定等の支援を通して、経営者の育成を図る。 

 
②商品力の強化支援 

・商品開発、保有商品の付加価値化及び新市場開拓等を支援する。 
・町内製造業の売上（付加価値）の向上による経営力発達に繋げることを目標とする。 

 
③販売力の強化支援 

・小売業等による販売促進、販路開拓を支援する。 

 
④地域力の強化支援 

・地域観光資源の発掘と発信を通じて、交流人口の拡大等を支援する。 

・地域内関連団体との連携、観光振興等による地域経済活性化を支援する。 

・雇用の創出を支援する。 
・農商工が総合的に活性化して、氷川町経済の元気づくりに繋げることを目標とする。 
 
⑤支援力の強化 

・事業推進の内部体制の整備、外部関係団体等との連携体制の整備、商工会職員の資質の向上を 
図り、支援の実効性を向上させ、併せて支援事業の客観的な評価、修正に関する仕組みづくり 
を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２ 
 

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（２９年４月１日～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】 
・これまで、小規模事業者への経済動向の情報提供は、広報誌により会員全体へ提供してきた。 
しかし、業種ごと、地域ごと等の情報については提供されていなかったことが課題である。 
・今回からは、地区内の経済動向の調査を小規模事業者に向け実態調査を実施し、外部有識者・ 
専門家と連携し各種経済データと照合しながら調査分析と補足説明を強化し、より具体的な 
活用方法として課題・問題点・解決策を提案することにより経営力を向上させ持続的発展を 
促進する。 

 
（事業内容） 
（１）地域経済動向の情報収集 
① 調査分析項目・内容：地域経済動向に関連するマクロ環境と地区内のミクロ環境における 
下記の項目について経済動向の情報収集分析を実施する。 

 
     マクロ環境 ミクロ環境 
・トレンドウォッチ 
（県・金融機関の経済動向調査） 
・県・氷川町の経済水準評価 
・景気動向・業界動向 
・マーケット評価 
（市場規模・成長度・地性・消費購買力） 

・地元小規模事業者実態調査 
・農業生産高・販売高 
・道の駅竜北の来客数 
・幹線道路交通量（国道・県道） 
・競合状況調査(地域間・業種間) 

 
②実施手段：マクロ環境の経済動向については、経済要覧・商業統計などのデータ資料をマー 
ケティング強化ソフト（日本統計センター）やインターネットを活用して、収集・調査・ 
分析を行う。 
地域のミクロ環境の経済動向については、商工業者、ＪＡ等より、調査機関等の協力にて 
収集・調査・分析を行う。 

 
③ 実施者：氷川町商工会（経営指導員・経営支援員）・外部有識者・調査機関 

 
（２）地域内小規模事業者への実態調査の実施 
① 調査分析項目・内容：氷川町の小規模事業者を対象とし売上・受注、仕入、利益、設備投資、
資金調達、雇用状況について調査を行う。 

 
② 調査対象者：下記に示す重点支援業種の地区内小規模事業者数４０６事業所 の１０％に 
あたる４１事業所を対象として実施する。 

❶商業・サービス業（２１５事業所の内２２事業所）❷建設業（１１５事業所の内１２事業所）

❸製造業（５２事業所の内５事業所）❹農林漁業・その他（２４事業所の内２事業所） 
 
③ 実施手段：調査票を作成し経営指導員・支援員の巡回訪問時にヒアリングにて実施する。 
【既存取り組みの改善】 
④ 実施者： 氷川町商工会（経営指導員・経営支援員） 
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（３）情報の分析・整理・提供 
① 成果の活用：上述の、（１）経済動向の情報収集、（２）地域小規模事業者への実態調査の 
実施にて得られた情報を、重点支援業種ごとに、外部有識者・専門家と共に分析・課題の抽 
出・整理を実施し、経営分析・需要動向調査及び事業計画の策定に活用する。 
なお、経済動向の情報公開方法は、地域内小規模事業者への実態調査を実施した事業所へは、

経営課題・解決策と併せて巡回にて報告を行い、実態調査を実施しなかった地域事業所へは、

ホームページにて公開する。 
 
② 実施者：氷川町商工会（経営指導員・経営支援員）・外部有識者・専門家 

 
（目標） 
経済動向調査について、次表を目標とする。 
支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 
地域経済動向情報収集 × 1 1 1 1 1 
小規模事業者実態調査

（事業所数） 0 41 41 41 41 41 

情報の分析整理 × 1 1 1 1 1 

地域経済動向の報告 × 1 1 1 1 1 
   
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
・これまで、小規模事業者への経営分析については、税務申告支援時や融資が必要な新たな取

組み時のみで、財務諸表を使った経営指標が中心となった経営分析・説明であったため、小

規模事業者の経営の向上に貢献できなかった課題があった。 
・今回からは、経営分析に需要動向調査及び地域経済動向調査の結果を織り交ぜるとともに、

商業・サービス業、輸送業、飲食業、製造業、建設業等、小規模事業者の業種ごとの特性を

踏まえた改善策を具体的でわかりやすく経営指導員・支援員の巡回・窓口相談等で示す事で

事業者の持続的発展を支援する。 
・個人事業主向けの記帳指導、確定申告時の決算指導の際に、決算は単なる集計ではなく財務

分析など経営方針決定に必要な事項であること説明し、また経営環境に対応するためには、

事業計画の策定が必要性であることを説き、事業計画の策定を目指す小規模事業者の掘り起

こしを行う。 
 
（事業内容） 
① 経営分析項目：下記の定量分析（財務分析等）と定性分析（ＳＷＯＴ分析、競合分析等）に
分けた項目等について、小規模事業者の経営分析を実施する。製造業・建設業については、

製造原価計算分析や生産性分析を追加して実施する。 
定量分析 定性分析 
・「流動比率」支払能力 
・自己資本比率」資金力 
・「総資本回転率」効率性 
・「売上高総利益率」収益力 
・「売上高営業利益率」収益力 
・「損益分岐点」採算性 
・「労働分配率」人件費 など 
・生産性分析（主に製造業・建設業の製

造原価計算 など） 

・ＳＷＯＴ分析 
経営資源・経営機能等の内部を分析 
・環境分析 
機会・脅威等外部環境分析 
・ポジションニング分析で得意分野を探す 
・競合分析で他社との差別化を図る 
・PEST分析により社会の変化にも対応 
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② 経営分析対象：商業・サービス業、輸送業、飲食業、製造業、建設業の小規模事業者。特に、
現在行っている記帳代行サポート３７事業所・確定申告指導１３８事業所や金融斡旋・補助

金申請・セミナー受講者を対象とする。 
 
③ 実施手段：経営支援員による数値入力・指数分析後、経営指導員同席のもと小規模事業者へ
の聞き取り方法でＳＷＯＴ分析の有効性を説明、強み弱みを抽出し経営分析の結果を事業計

画策定に活かし、具体的な改善策を作成し提案する。【既存取組みの改善】 
成果の活用：経営分析の必要性を知ってもらうために「財務分析セミナー、決算書の読み方

セミナー」を実施対象者の掘り起しを行う。【既存取り組みの改善】 
 
④ 実施者：氷川町商工会（経営指導員・経営支援員）、専門家、外部有識者 

 
⑤ 情報の提供：巡回訪問及び本会相談室にて専門家を交えて説明・提案。 

 
（目標） 
経営分析について、次表を目標とする。 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 
定量（財務）定性（SWOT）
分析（事業所数） 0 20 20 20 20 20 

セミナー（開催数） 0 2 2 2 2 2 

セミナー（受講者数） 0 30 30 30 30 30 

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
・これまで、小規模事業者への事業計画書策定については、融資申込時や補助金・助成金申請 
時に職員主導で作成したものが多く、事業主との意思の疎通が図れず実行可能性が低い計画

書であるという課題があった。 
・今回からは、地域の経済動向調査・需要動向調査を行い、小規模事業者の経営状況の分析と 
融合させた実行可能な事業計画を、外部有識者や各種支援機関の協力を仰ぎながら作成する。

策定する事業計画書の期間を短期・中期間とし顧客ニーズの 把握・マーケティング、販路

開拓、設備投資・更新、事業継承を支援し、将来に向けた小規模事業者の持続発展的な経営

方針を示す。 
 
（事業内容） 
① 事業項目：地域の経済動向調査・需要動向調査および小規模事業者の経営状況の分析に基づ
き、実行可能な収支計画・売上計画・資金計画などの事業計画書を短期・中期間で作成する。

 
② 事業対象者：商業・サービス業、輸送業、飲食業、製造業、建設業の小規模事業者 

 
③ 実施手段 
・セミナーの開催…小規模事業者の中には、セミナーを開催しても参加者が少ないことが予想

されるため、巡回訪問を行い事業計画の必要性を説明し、１セミナー１５人を目標とし参加

者を集め、事業計画策定を目指し小規模事業者の掘り起しを行う。 
・創業セミナーの開催…テーマ・ターゲットを絞った創業セミナーの開催(女性、高齢者、コミ
ニティビジネス、農業者を対象とした六次化)により、創業者の掘り起しを行う。 

・個別相談会の開催…セミナーや巡回訪問により事業計画書策定に意欲がある小規模事業者を
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対象とした個別相談会へ誘導し事業計画の策定に繋げる。 
・個別創業塾の開催…創業セミナー開催により掘り起こされた創業を目指す事業者を対象とし

た個別創業塾を開催し、創業計画書の完成を目指す。 
・持続化補助金申請との併用…平成２５年度補正予算より始まった小規模事業者持続化補助金

の問い合わせ・相談が多く説明会では３０事業者の方が集まった。 
・セミナーの内容…小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金の活用法の説明はもとより、

今後の自社の目標設定や事業計画策定の重要性を説明する。 
・セミナー受講のメリット…セミナーを受講する事で小規模事業者の意識改革、および目標達

成する為の資質向上や自己研鑚に繋げる。 
 
④ 実施者：氷川町商工会（経営指導員）、専門家、外部有識者 

 
（目標） 
事業計画策定支援について、次表を目標とする。 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 
セミナー・説明会開催数(回) 2 2 2 2 2 2
セミナー・説明会参加者数(回) 20 20 20 20 20 20
個別相談会開催数(回) 5 5 6 6 7 7
事業計画策定数 10 10 10 10 10 10

 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
・これまで、小規模事業者への事業計画書策定後の支援については、金融斡旋時に作成した計

画の進捗状況や不定期な状況確認によるフォローが多く事後の支援になっていた課題があっ

た。 
・今後は、四半期ごと巡回訪問により策定した事業計画を着実に実行するためのフォロー体制

を整え伴走型の指導体制を強化する。 
・個別創業塾を受講された創業支援対象者および創業 5 年未満の創業者を対象に、フォローア
ップ支援事業を行う。 

 
（事業内容） 
① 事業項目：事業計画を策定した小規模事業者に対し、策定した事業計画と実績の差異や進捗

状況の確認及び販売管理・顧客管理・財務管理・労務管理などの経営管理力アップ支援を行

うと共にフォロー体制を整備する。 
・創業計画書を策定した創業者に対して、定期的に進捗状況を把握し課題解決について必要な

フォローアップ支援を実施する。 
 
② 事業対象者：事業計画書策定を行った商業・サービス業、輸送業、飲食業、製造業、建設業
の小規模事業者および個別創業塾を受講された創業支援対象者および創業 5年未満の創業者 

 
③ 実施手段 
・進捗状況の確認…事業計画策定後１年間は四半期ごとに巡回訪問・窓口相談を行い進捗状況

の確認を行うとともに、策定した経営目標の達成のために必要な指導・助言を行う。【新規取

組み】 
また、創業計画の進捗状況の把握、ブラッシュアップ、創業に必要な税務手続きのアドバイ

ス、経営革新等の指導・助言を行う。【既存取組みの改善】 
  ・１年目は１事業所につき四半期ごとのフォローアップ支援を行うが、２年目からは計画の進

捗状況に応じて、半年に１回、３年目からは１年に１回のフォローアップ支援に切り替えて
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いく。(例えば 30年度の根拠…事業計画策定数 30年度 10件×年 4回、29年度 10件×年 2
回、28年度 10件×年 1回の合計で 70回となる) 
 
【新規取組み】 
・専門家派遣…熊本県商工会連合会・ミラサポの専門家派遣事業を活用し、専門家の協力のも

と計画達成に向けた支援を実施する。【既存取組みの改善】 
・日本政策金融公庫の融資制度の活用…「小規模事業者経営発達支援融資制度」 
「経営改善資金融資制度」の融資実行及びフォローアップを実施する。【既存取組みの改善】

・認定支援機関の活用…事業計画策定後に、国・県・町、熊本県商工会連合会・ミラサポ・よ

ろず支援拠点等の行う補助事業・支援策等について商工会の広報誌、巡回指導時、ホームペ

ージ、SNSを活用して積極的に周知し活用を促す。【既存取組みの改善】 
 
④ 実施者：氷川町商工会（経営指導員）、専門家、外部有識者 

 
（目標） 
事業計画策定後の支援について、次表を目標とする。 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
進捗状況確認（回数） 40 60 70 80 90
専門家派遣（件数） 5 5 6 7 8 9

日本公庫融資（融資件数） 4 5 6 7 8
 
 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
・これまで、県が行う消費動向調査(3年に 1回)に消費者モニターとして協力し、その集計結果
を町内の商工会会員を対象とした訪問指導、窓口相談などで活用してきた程度で、調査結果

等の周知や小規模事業者の経営計画作成などに活かされてきたとは言い難い。 
 

（調査目的） 
・「観光関連」需要動向の情報については、町と連携をして観光客を対象としたアンケート調査・

満足度調査と分析を行い、観光関連産業の小規模事業者への経営計画作成や需要開拓等の経

営支援に活かす。 
・「生活関連」需要動向の情報については、これまでの県の氷川町消費動向調査結果より町外流

出が多い事が現状である。その流出を少しでも食い止める為に、町内の消費者を対象とした

買物ニーズ調査・満足度調査と分析を行い、生活関連産業の小規模事業者への経営計画作成

や商品開発・販路開拓等による需要開拓などの経営支援に活かす。 
 
 
（事業内容） 
１）「観光関連」需要動向調査 
① 調査分析項目・内容：町と連携をして観光客を対象としたアンケート調査・分析を行う。 
道の駅等利用の観光客に関する属性、動向やお土産品・飲食等に関する消費行動を明らかに

するために、氷川町の観光資源および氷川町の特産品（もち米・梨・キャベツ等）に関する

味・価格・パッケージ・サービス等に対する評価など観光客ニーズや観光客満足度調査を実

施。また新商品開発の情報収集としてネット通販利用者に満足度調査を実施。【既存取組みの

活用】【新規取組み】 
※調査項目については、Ｈ２８年度の調査実施前に専門家を交えて検討・決定する。 
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② 調査対象者：観光客（道の駅竜北へ来られた町外の方）（毎年 30件） 
 
③ 実施手段：調査票を作成し経営指導員・支援員が道の駅観光客やネット通販利用者へニーズ
調査や意向調査および指摘事項についてのアンケート調査を実施する。【新規取組み】 

 
④ 情報の提供・活用：調査・分析した需要動向調査結果は、巡回訪問及び窓口相談、文書郵送・
ホームページに掲載するとともに、経営状況の分析や事業計画の策定・策定計画の実施、新

商品開発・販路開拓等の需要開拓の支援に活用する。 
  県の氷川町消費動向調査および町内の消費者を対象とした買物ニーズ調査（日用品・食料品・

衣料品）の分析結果については、生活支援産業(小売・サービス・製造業等)の事業者へ提示す
る。 

   観光客アンケートの分析結果については、観光関連産業（宿泊・運輸業・商業・サービス業）

へ提示しニーズへ対応した今後の生活支援や観光客向けの商品開発及び販路開拓へ繋がる支

援に活用する。 
 
⑤ 支援対象者：観光関連産業（宿泊・運輸業・商業・サービス業）の小規模事業者 
 
⑥ 実施者：氷川町商工会（経営指導員・経営支援員）、外部有識者・専門家 
 
２）「生活関連」需要動向調査 
① 調査分析項目・内容：県の市消費動向調査を活用すると共に、主に流出率が高い食料品や生

活関連サービス（自動車関連、住宅関連サービス）などについて、町内の消費者を対象と

したアンケートによる品揃え・価格・サービス等に対する評価など買物ニーズ調査・満足

度調査と分析を行う。 
また新商品開発の情報収集としてネット通販利用者に満足度調査等を実施。【既存取組みの

活用】【新規取組み】 
※調査項目については、Ｈ２８年度の調査実施前に専門家を交えて検討・決定する。 

 
② 調査対象者：地元消費者（毎年 30件）、ネット通販利用者（H26年 151件のうち毎年 30件）

 
③ 実施手段：既存の県の氷川町消費動向調査結果を活用すると共に、町内の消費者を対象とし
た買物ニーズ調査・満足度調査（アンケート調査表を基にしたヒアリング）と分析を行う。

 
④ 情報の提供・活用：県の氷川町消費動向調査（3 年ごと実施）および町内の消費者を対象と
した買物ニーズ調査・満足度調査（日用品・食料品・衣料品）の分析結果については、巡回

訪問及び窓口相談、文書郵送・ホームページに掲載するとともに、経営状況の分析や事業計

画の策定・策定計画の実施、新商品開発・販路開拓等の需要開拓の支援に活用する。 
 
⑤ 支援対象者：生活支援産業(小売・サービス・製造業等)の小規模事業者 

 
⑦ 実施者：氷川町商工会（経営指導員・経営支援員）、外部有識者・専門家 

 
（目標）需要動向調査について次表を目標とする。 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
観光関連小規模事業者への分析・

計画作成時の情報提供支援 
0 30 30 30 30 30

生活関連小規模事業者への分析・

計画作成時の情報提供支援 
0 30 30 30 30 30
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
これまで、小規模事業者の独自の商品開発支援やイベント出店依頼による販路開拓支援をす

るなど単発的なイベントや取組みが多く、話題性はあるが販路に結び付けることが出来なか

った反省から、現在はＳＮＳ(フェイスブック)や口コミによる販路開拓を行い、少しずつ効果
がでてきており取組みを継続していく。 
また、今後は行政・商工会上部団体・金融機関が行う展示会・商談会への参加する小規模事

業所への広告宣伝・情報発信・商品のブラッシュアップなど個別支援を外部有識者の協力を

仰ぎ販路開拓を目指す。 
氷川町、ＪＡ、道の駅と連携した「氷川町特産品販売フェア」を熊本市びぷれす広場におい

て、定期的に開催しており、少しずつ売上も向上傾向にあるので、今後はより多くの事業者

の商品ＰＲや売り方の工夫による販売力向上への取組みも改善していく。 
 

（事業内容） 
① 実施内容・実施手段 

・新商品開発支援 
〇地域資源を活用した商品開発支援による地域ブランド化の推進には、熊本県の「くま

もと県南フードバレー構想」（※１）、アグリビジネスセンター（※２）、県南フードバ

レー協議会との連携による意識の共有化を図り、食品加工業者（特産の果物等）の新

商品開発等（土産物・６次産業化を含む）を支援する。【新規取組み】 
（※１）くまもと県南フードバレー構想…熊本県南地域の豊かな農産物を活かし、食に

関連したネットワークの形成と人材育成、および会員同士の連携による新たなビジネ

ス創出、新たなビジネスにチャレンジする小規模事業者に対して需要に基づく商品づ

くり支援と事業計画策定の支援を行う熊本県の農水産物付加価値化推進の取り組み。

（※２）アグリビジネスセンター…加工品の研究開発や加工品の試作が出来る設備が整

っており、様々なニーズにワンストップで対応してくれる「くまもと県南フードバレ

ー構想」の促進・支援センター。 
〇小規模事業者の商品力向上…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、商品のパッケージ作成・展示会等のブース作成・陳列方法、チラシ作成を支援す

る。【既存取組みの改善】 
 
・販路開拓支援 
〇 物産展・展示会・商談会への参加…予算の都合もあり本会独自の域外への商談会・展
示会は開催できてないが、熊本県商工会連合会や熊本県が大都市をターゲットとして

開催する物産展・展示会・商談会へは可能な限り参加を支援する。【既存取組みの改善】

〇 マルシェの開催…地域外からの集客を狙った、青年部を利用したマルシェの開催によ
り、まず氷川町に出店者として来て頂く→氷川町の観光拠点を知ってもらう→町外に

も口コミにより PRして頂く【新規取組み】 
〇 インターネットの活用…ホームページやフェイスブックを活用した情報発信をする
と共に地元産品のネット通販事業を実施する。【既存取組みの改善】 
〇「熊本うまかモン BOX」の活用…全国連、県連合会で行っているネット販売事業に参
画。地域に点在している特産品を掘り起こし、ブラッシュアップを行う。 
〇 「ふるさと名物支援事業」を活用…食品製造・加工を行う小規模事業者の多くは、良
い品を作りたいが、広報・宣伝が出来ない・方法がわからないため売上げに繋げるこ

とができない。そこで、国が行う「ふるさと名物支援事業」を活用し、地元の知名度

向上のための広告宣伝をし、事業所の地元特産品の販売促進を支援する。【新規取組み】

〇「空き家バンク」制度を活用した空き家の仲介および修復等における不動産業・建設

業等への販売促進を支援する。【新規取組み】 
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② 実施対象者 
・観光関連の新商品開発及び販路開拓事業支援：商業・サービス業、輸送業、飲食業、製造業 
の小規模事業者 

・生活関連の新商品開発及び販路開拓事業支援：商業・サービス業、輸送業、飲食業、製造業、

建設業の小規模事業者 
 
③ 実施者：氷川町商工会（経営指導員・経営支援員）、外部有識者・専門家、熊本県・氷川町・ 

熊本県商工会連合会 
 
（目標） 
・新商品開発支援 

事業内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
新商品開発（件数） 0 1 1 1 1 1
商品力向上（件数） 0 ３ ３ ３ ３ ３ 

 
・販路開拓支援 

事業内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
物産展･展示会出展(出展回数) 4 5 5 6 6 6
物産展参加（延べ事業者

数） （参加事業所数） 
24
（6）

35
（7） 

40
（8） 

54
（9） 

60 
（10） 

60
（10）

物産展での売上額 （万円） 93 95 100 105 110 110
ＨＰ・ＦＢ情報発信（回数） 12 24 24 24 24 24
マルシェ開催回数 0 0 1 1 2 2
熊本うまかモン BOX 参加事業
者数 

2 2 3 4 5 6

空き家の仲介‣修復等問合せ数 0 2 3 ４ 5 6
 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
・地域経済活性化事業 
《現状》 
商工会主催 

①宮原初市「ふれあいまつり」…3/3-4宮原で開催される植木市。樹木の苗木・花、刃物、陶器な
どを販売される植木市会場で、会員出店者 10店ほどで「ふれあいまつり」を開催。女性部・青
年部も出店し、飲食バザーや餅の無料配布および餅の販売を行う。 

②プレミアム付き商品券発行…平成２７年度、流通額１億 3800万円（プレミアム２０％）の商品
券を販売。1世帯上限 2０万円まで購入でき、町内 4500世帯のうち 1/5の８００世帯が購入し
た。取扱店は商工会員事業所だったので、会員加入推進にも繋がった。 

 ③グランドゴルフ大会・ゲートボール大会の開催…町内の老人を対象にしたスポーツ大会を開催。

200 名ほどの参加があり、町内事業所から賞品の提供や商品券の提供により地元購買を斡旋す
る。 
氷川町主催(商工会協賛) 
④納涼祭・流し踊り大会…７月 29日地元の三神宮の夏越祭に合わせ納涼祭を開催。各団体ごとに
流し踊り大会を行う。（観光物産協会主催） 
⑤地蔵祭り・花火大会…8月 23-24日開催。団体ごとに造り物を製作する。花火大会も開催する。
（観光物産協会主催） 
⑥梨マラソン大会…9 月 23 日開催。「吉野梨」が実ったフルーツロードを 3km、5km、10km の
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コースに分かれマラソン大会を開催。県外からの参加もあり 1940名が参加。 
⑦「道の駅」竜北ウォーキング大会…11 月上旬開催。町の自然、遺跡、風景などを生かしたウォ
ーキングコースを歩く。260名参加 

⑧氷川まつり…３月下旬に開催。ＪＡ・商工会等が共催する氷川町で最も大きいイベント。商工

会では、祭り会場の半分を占める地元商店の飲食バザーコーナー、ビンゴゲーム抽選会を担当。

青年部・女性部もバザーを行う。 
⑨空き家対策制度…H27年度空き家バンク制度が創設され、現在空き家状況の調査中である。 

 
《課題》 
これまで、地域経済活性化のため、氷川町と一体で祭りやイベントを行っているが、一過性には

集客があるが年間を通じた集客ではないため、経済の活性化という面からすると集客方法・イベ

ントの実施方法に課題がある。 
そこで、年間を通じた集客が出来、地域経済の活性化に貢献したい小規模事業者がビジネスと

して参加できる新たな取り組みとして、田舎の里山を活かした散策（ウォーキング）事業や八代

地域一体となった滞在型観光の実現を目指すため、各種関係団体と会議を行い今後の方向性を検

討する。 
 
（事業内容） 
（１）既存事業の改善事業 

上記のこれまでの取り組みを検証・評価し、改善しながら、更なる地域ブランド化、賑いの

創出に継続的に取り組んでいく。 
（２）新たに取り組む事業 

上記の取り組みは、商工業者の力だけでは達成が困難であることより、農業者をはじめ多く

の町民や団体の参加・協力、更に行政の福祉・環境・教育・防災などの部門横断・施策横断

的な連携・協力の仕組みづくりを地域経営の視点で、提言し活動していくこととする。 
 
① マルシェの開催…既存のイベントの集客を利用し地域外からの集客を狙った、青年部を利用
したマルシェを開催し、観光関連産業である飲食・特産品等の物販・特産品加工の製造など

の業種の小規模事業者の収益増への波及効果を目指す。 
 
② 八代地域が一体となった観光振興…隣接する八代市東陽町、泉町と連携し新たな観光ルート
の開発および旧八代市と氷川町におけるジビエ研究会の支援。 

 
  
（３）既存事業の改善事業及び新たに取り組む事業の推進 

・上記の既存事業の改善継続及び新たな取り組みを行う事業を推進するには、関係団体の地域
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連携が不可欠であることより、下記の連携体制の構築を提言し、連携体制構築に努め事業の

推進を図る。 
・氷川町内の地域経済活性化事業について、氷川町・氷川町観光物産協会・道の駅出荷協議会・

ＪＡ・氷川物産振興協議会等で「氷川町地域活性化会議（仮称）」の立上げを行う。 
・「氷川町地域活性化会議（仮称）」では、それぞれが従来の事業計画を出し合い、同様な事業

をしている場合は、一緒に連携し無駄をなくす事も必要である。それぞれが知恵を出し合い、

連携・協力する事で、意識の共有化により氷川町の PRを図る。 
・既存の八代地域商工会連絡協議会においても、地域活性化について議論・検討する。 
（連携体制については、別紙「連携体制図）等参照） 
・地域資源を活用した商品開発支援による地域ブランド化の推進には、熊本県、八代市、アグ

リビジネスセンター、県南フードバレー協議会との連携による意識の共有化を図る。 
 
（４）地域経済活性化事業の検証方法 

イベント等の地域経済活性化事業について、氷川町・氷川町観光物産協会・道の駅出荷協議

会・ＪＡ・氷川物産振興協議会と「氷川町地域活性化会議（仮称）」を年１回開催し、交流人

口・集客数や観光関連産業である飲食・特産品等の物販・特産品加工の製造などの業種の収

益などへの波及効果の調査結果を活用しながら、今後の地域経済活性化事業が小規模事業者

の持続的発展に繋がるための方向性を検討する。 
なお、商品券発行および産業の活性化については、氷川町地域活性化会議とは別に、氷川町

と随時会議を行う。 
（目標） 
会議及びイベントの開催回数及び出展者数等については、次表を目標とする。 
支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
活性化会議開催回数 0 1 1 1 1 1 
マルシェ開催回数 0 0 1 1 2 2 

 
 
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 

これまで、氷川町商工会の事業評価を行う取組はあったが、目標を設定し公表し実施すると

いう取組がなかった。今回より経営発達支援計画を策定し明確な目標を立て小規模事業者の支

援を実施するための支援力の向上を図ることを目的として、以下の情報・ノウハウの交換等を

行う連携とその活用を行うとともに、研修による資質向上を目指す。 
 
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）経営指導員同士の情報交換 

熊本県商工会職員協議会八代支部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）認定支援機関による情報の取得 

熊本県商工会連合会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力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。また、地元の銀行とも密に連絡を取り、認定支援機関としての情報収集に取り組

む。 
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（３）マル経協議会による情報交換 
日本政策金融公庫八代支店が主催する「小規模事業者経営改善貸付連絡協議会（マル経協

議会）」において八代商工会議所（他３会議所）、氷川町商工会（他 14商工会）と地域の経
済動向について情報交換を行う。また、融資の事例や経営計画書作成案件についても、情

報交換を行い、支援ノウハウの交流を図る。 
 
（４）先進地視察研修による情報の収集 

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

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

い、本会における効果的な経営支援に活用する。 
 
（５）中小企業大学校を活用したノウハウの取得 

中小企業大学校人吉校とも連携し、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情報交換を行い、

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。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（１）研修による資質向上 

平成２７年度については、熊本県の小規模異業者等経営力強化支援事業の一環として開催

される創業・経営革新・事業承継の３テーマ（各５日間）の専門講座に参加し実践的な知

識・ノウハウの取得を行った。 
九州経済産業局・熊本県・熊本県商工会連合会・中小企業大学校等が主催する研修に経営

指導員・経営支援員が積極的に参加することで、小規模事業者の売上や利益を確保するこ

とを重視した支援力や小規模事業者の経営の現状把握をするための能力の向上を図る。 
 
（２）経営指導員・支援員同士によるＯＪＴ 

八代地域商工会において開催する会議やセミナー等で、税務署職員や日本政策金融公庫職

員等を講師に勉強会を開催し、組織内で経営指導員のノウハウの共有を図り、経営発達支

援能力の向上を図る。 
経験年数の浅い経営指導員については、巡回・窓口相談において、ベテラン経営指導員と

チームで小規模事業者を支援することを通じて、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図る。 
 
（３）情報の共有化・標準化 

経営分析・事業計画策定によって得られた小規模事業者の情報については、既に活用して

いる全国商工会連合会において標準化された事業者カルテ等がデータベース化されている

「基幹システム」の活用を継続するとともに、それらの情報の職員間での共有化の深化を

図る。また、それらの情報は事業計画策定後のフォローや販路開拓支援、さらに職員同士

の勉強会、配置転換等における円滑な業務継承などにも活用できるように情報管理を行う。

 
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及び成果について、ＰＤＣＡサイクルにて成果の評

価・検証を行う。 
 
（１）内部監査 

氷川町商工会正副会長・監事（５名）で構成している「氷川町商工会執行部会」へ、毎年 
１０月に第２四半期までの事業の実施状況を報告し、評価を行い、経営指導員にて見直し

案の提示を行う。 
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（２）外部監査 

氷川町担当課・氷川町商工会の正副会長・筆頭理事・監事（６名）＋熊本県商工会連合会・

中小企業診断士の外部有識者（若干名）により、「経営発達支援事業評価委員会（仮称）」

を組織し、毎年４月に前年度の報告を行う。 
 
（３）事業の成果・評価・見直しの結果を氷川町商工会の広報・ホームページで計画期間中公表

し通常総会にて説明する。http://hikawanet.com/ 
 

PLAN：計画 
氷川町商工会執行部会 
前年度３月までに 
 
Do：実行 
氷川町商工会職員 
通年 
 
Check：評価 
経営発達支援事業評価委員会 
年度終了後 
 
Action：改善 
経営発達支援事業評価委員会 
第２四半期 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２４ 
 

（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２８年９月１日現在）

（１）組織体制（組織概要） 

会員数２５３名（但し特別会員を除く） 

役員２０名（会長１名、副会長２名、理事１５名、監事２名） 

広報委員会７名・ネット通販委員会７名（役員で構成） 

事務局７名（経営指導員２名、経営支援員４名、記帳指導員１名） 

青年部４１名、女性部５５名 

※新設 経営発達事業評価委員会、経営発達事業実行委員会、生活支援産業部会、 

観光産業部会 

（事業実施体制）経営指導員２名、経営支援員４名、記帳指導員１名 

 

 

　　　氷川町商工会　組織体制図

事務局

広報委員会 ７名

ネット通販委員会 ７名

総　会 監査会

経営発達支援事業
実行委員会(新)

経営発達支援事業
評価委員会(新)

生活支援産業部会（新）

観光産業部会（新）

理事会

女　性　部　５５名

商 業 部 会

工 業 部 会

青　年　部　４１名

(会員２５３名)

(会長１名、副会長２名、理事１５名)

(経営指導員 ２名)

(経営支援員 ４名)

(記帳指導員 １名)

(監事 ２名)
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（２）経営発達支援事業の実施体制・時期 

氷川町商工会は、経営発達支援事業を次のように実施する。 

 

         支援体制・時期 

 

事業項目 

 

経

営

指

導

員 

 

経

営

支

援

員 

 

平

成

29

年

度 

 

平

成

30

年

度 

 

平

成

31

年

度 

 

平

成

32

年

度 

 

平

成

33

年

度 

 

1.地域経済動向の情報収集 ２ ４ １ １ １ １ １ 

2.地域小規模事業者への実態調査（件） ２ ４ 41 41 41 41 41 

3.情報の分析・整理・提供（文書・ＨＰ） １ １ １ １ １ １ １ 

4.ＳＷＯＴ分析（件） ２ ４ 20 20 20 20 20 

5.経営分析セミナーの開催（回） ２ ４ ２ ２ ２ ２ ２ 

6.事業計画セミナーの開催（回） ２  ２ ２ ２ ２ ２ 

7.事業計画個別相談会の開催（回） ２  ５ ６ ６ ７ ７ 

8.事業計画策定数 ２  10 10 10 10 10 

9.事業計画進捗状況調査（回） ２ ４ 40 60 70 80 90 

10.事業計画策定支援の専門家派遣（回） ２  ５ ６ ７ ８ ９ 

11.道の駅観光客アンケート調査 ２ ４ 30 30 30 30 30 

12.ネット通販利用者アンケート調査 ２ ４ 30 30 30 30 30 

13. 新商品開発（件） １ １ １ １ １ １ １ 

14. 商品力向上（件） １ １ ３ ３ ３ ３ ３ 

15.物産展・展示会(出店回数) １ ２ ５ ５ ６ ６ ６ 

16.ＨＰ・フェイスブック情報発信 １ １ 24 24 24 24 24 

17.マルシェ開催回数 ２ ２ ０ １ １ ２ ２ 

18.地域活性化会議 ２  １ １ １ １ １ 

19.経営発達支援評価委員会 ２  １ １ １ １ １ 

 

（３）連絡先 

氷川町商工会 

  郵便番号  ８６９－４６０８ 

  住所    熊本県八代郡氷川町宮原栄久 100-2 

  電話番号  ０９６５－６２‐２０２１ 

  ＦＡＸ番号 ０９６５‐６２‐３７４７  

  メールアドレス maemura-hikawa@juno.ocn.ne.jp 

ＨＰ： http://hikawanet.com/ 

 

氷川町商工会支所 
郵便番号 ８６９－４８１４ 
住所   八代郡氷川町島地６３９ 

電話番号  ０９６５－５２‐７６５６ 

ＦＡＸ番号 ０９６５‐５２‐７９９２ 
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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 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 １，５５０ １，５５０ １，５５０ １，５５０ １，５５０

 

 

地域経済の動

向調査・分析費 

 

事業所の経営

実態調査 

 

事業計画策定

支援・実施支援 

 

特産品開発事

業費 

 

販路開拓事業

費 

 

地域活性化事

業費（イベント

開催等） 

 

経営指導員等

の資質向上費 

 

講習会開催費 

 

 

会議費 

 

 

３００ 

 

 

１００ 

 

 

２００ 

 

 

２００ 

 

 

４００ 

 

 

２００ 

 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

       

 

３００

１００

２００

２００

４００

２００

５０

５０

５０

 

３００

１００

２００

２００

４００

２００

５０

５０

５０

 

３００ 

 

 

１００ 

 

 

２００ 

 

 

２００ 

 

 

４００ 

 

 

２００ 

 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

 

５０ 

 

３００

１００

２００

２００

４００

２００

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 

国・県補助金、町補助金、商工会（会費収入、各種事業収入、手数料収入） 

 

（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 

役 割：地域経済活性化（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 

 

外部有識者・専門家の派遣 

経済動向調査分析 

事業計画策定・策定後支援・セミナー 

需要動向調査支援 

販路開拓支援 

商談会・展示会・物産展の開催 

地域イベント事業実施 

 

連携者及びその役割 

①氷川町 

代表者：町長 藤本一臣 

住 所：熊本県八代郡氷川町島地６４２ 

電 話：０９６５－５２－７１１１ 

役 割：創業支援、販路開拓、地域経済活性化 

 

②熊本県商工会連合会 

代表者：会長 伊東昭正 

住 所：熊本市中央区安政町３－１３ 

電 話：０９６－３２５－５１６１ 

役 割：地域経済動向調査、経営分析、事業計画の策定・実施支援、需要動向調査、 

地域経済活性化、資質向上 

 

③全国商工会連合会 

代表者：会長 石澤義文 

住 所：東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北 

電 話：０３‐６２６８‐００８６ 

販路開拓支援、展示即売会等の情報提供・支援 

 

④ ㈱ふるさとサービス 

代表者：代表取締役 本藤俊男 

住 所：東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通 

電 話：０３‐５２２０‐３８３６ 

販路開拓支援、展示即売会等の情報提供・支援 

 

⑤よろず支援拠点 

住 所：熊本県上益城郡益城町田原２０８１－１０ 

電 話：０９６－２８６－３３５５ 

役 割：事業計画の策定・実施支援 
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⑥熊本県 

代表者：県知事 蒲島郁夫 

住 所：熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

電 話：０９６－３８３－１１１１ 

役 割：地域経済動向調査、地域経済活性化、資質向上 

 

⑦熊本県県南経営支援サポートオフィス  

代表者：河本龍二 

住 所：熊本県八代市千丁町新牟田１４５８（八代市商工会千丁支所２階） 

 電 話：０９６５－４６－６１００  

 役 割：事業計画策定相談、専門家派遣、創業・事業承継支援 

 

⑧日本政策金融公庫八代支店 

代表者：支店長 鎌田輝雄 

住 所：熊本県八代市出町４－１７ 

電 話：０９６５－３２－５１９５ 

役 割：事業計画の策定・実施支援、資質向上 

 

⑨熊本県信用保証協会 八代支所 

代表者：支所長 森 勉 

住 所：熊本県八代市若草町１０－６   

電 話：０９６５－３３－２５７９ 

役 割：金融・財政面からの支援ノウハウの共有、連携支援 

 

⑩肥後銀行 宮原支店  

代表者：支店長  山﨑龍夫 

住 所：熊本県八代郡氷川町宮原６７６－２ 

電 話：０９６５－６２－２０１１ 

役 割：事業計画の策定・実施支援 

 

⑪熊本銀行 鏡支店 

代表者：支店長 志水勝一 

住 所：熊本県八代市鏡町鏡２１－１ 

電 話：０９６５－５２－１０１１ 

役 割：事業計画の策定・実施支援 

 

⑫熊本県信用組合 鏡支店  

代表者：支店長 宮崎彦幸 

住 所：熊本県八代市鏡町鏡１７ 

電 話：０９６５－５２－０４１１ 

役 割：事業計画の策定・実施支援 

 

⑬日本統計センター 

住 所：福岡県北九州市小倉北区堺町１－２－１６ 

電 話：０９３－５２１－３７２６ 

役 割：地域経済動向の情報収集、経営分析 
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⑭八代市商工会議所 

代表者：会頭 松木喜一 

住 所：熊本県八代市松江城町６－６ 

電 話：０９６５－３２－６１９１ 

役 割：地域経済動向調査、事業計画の策定・実施支援、地域経済活性化、資質向上 

 

 

⑮八代市商工会 

代表者：会長 黒木 計 

住 所：熊本県八代市鏡町内田４６０－３ 

電 話：０９６５－５２－８１１１ 

役 割：地域経済動向調査、事業計画の策定・実施支援、地域経済活性化、資質向上 

 

⑯道の駅竜北（グリーンツーリズム、体験観光） 

代表者：支配人 渡辺洋己 

住 所：熊本県八代郡氷川町大野８７５－３ 

電 話：０９６５－５３－５３８８ 

役 割：需要動向調査、地域経済活性化 

 

⑰氷川町観光物産協会 

代表者：会長 四宮和明 

住 所：熊本県八代郡氷川町宮原 816 

電 話：０９６５－６２－２３５６ 

役 割：地域経済動向調査、地域経済活性化 

 

⑱ＪＡやつしろ竜北町支所 

代表者：支所長 庄村俊治 

住 所：熊本県八代郡氷川町野津３１４９ 

電 話：０９６５－４３－８１１１ 

役 割：特産品開発、販路開拓、地域経済活性化 

 

⑲氷川物産振興協議会 

 代表者：会長 木下公三郎 

住 所：熊本県八代郡氷川町島地６３９ 

電 話：０９６５－５２－７６５６ 

役 割：特産品開発、販路開拓、地域経済活性化 

 

⑳熊本県信用保証協会 

代表者：会長 真崎 伸一 
住 所：熊本県中央区南熊本４－１－１ 

電 話：０９６‐３７５‐２０００ 

役 割：金融・財政面からの支援ノウハウの共有、連携支援 
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連携体制図等 

 

 

経営発達支援計画全体の連携体制図 

 

                     

 

 

相談 

 ●熊本県商工会連合会、全国商工会連合会

       調査協力、専門家派遣、 

    創業支援、販路開拓 

 

 ●ミラサポ・よろず支援拠点 

       専門家派遣、事業計画支援、 

       創業支援  

 

 

 

小規模事業者 

 

  

 

 

氷川町商工会 

 

 

 

 

 ●氷川町、観光物産協会 

         創業支援、販路開拓、 

       地域経済活性化                   支援 

 

 

 

 

 

 

 

 ●熊本県、経営支援サポートオフィス 

       創業・事業承継支援、販路開拓 

 

 ●日本政策金融公庫・地域金融機関 

    創業支援、第２創業支援 

 

 ●日本統計センター 

       調査協力、経営分析 

 

 ●道の駅竜北 

需要動向調査、地域経済活性化 

 

 ●ＪＡ八代竜北町支所 

特産品開発、地域経済活性化 

 

 ●氷川物産振興協議会 

特産品開発、地域経済活性化 

●熊本県信用保証協会 

                        金融・財政面からの支援ノウハウの共有、 

         連携支援 

 


