
経営発達支援計画の概要 

実施者名 湯前町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

 観光（関連）産業分野を中心とした地域産業の振興に取り組み、地域

外からの消費を呼び込むとともに、販路開拓支援にも取り組むことによ

り、地域の飲食業、製造小売業、サービス業の個別企業の経営力及び販

売力の向上、販路拡大を図ることを目標とする。 

 また、熊本県商工会連合会等の支援機関と連携し、後継者育成支援を

促進することを目標とする。 

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 

 事業所経営動向のアンケート調査を実施し、地域経済の実態把握を

行い、地域における課題を抽出することによって、観光産業をはじめ

とする地域産業に係る小規模事業者の経営力向上に役立てる。 

２．経営状況の分析に関すること 

 観光（関連）産業分野における小規模事業者の持続的発展に向け、 

業種特性を踏まえた経営分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  地域の経済動向調査、経営分析結果、需要動向を踏まえ事業計画策

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 

  事業計画策定後に、国、県、町、熊本県商工会連合会等の行う支援

 策等について積極的に周知し活用を促す。また、専門家派遣事業等の

施策を活用してフォローアップを実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

観光関係者との会議の開催及び観光関連団体等を訪問しヒアリング

調査を通じて湯前町観光に係る業種別の需要動向を確認するととも

に、分析及び分析結果を情報提供することで経営支援に活用する。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  地域イベント及び熊本県商工会連合会をはじめとする関係機関から

情報提供される各種展示会、商談会への出展支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

調査結果等を活用しながら今後の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、湯前町観光産

業の認知度向上を図るためのイベント等を開催する。併せて、関連し

た地域観光イベントへも積極的に参画できるための支援を行う。 

連絡先 

湯前町商工会 

 住所：〒868-0606 熊本県球磨郡湯前町１８２６－１ 

 電話：0966-43-3333 FAX：0966-43-2079 

 E ﾒｰﾙ：yunomae@lime.ocn.ne.jp 

 HP：http://www.yunomae-shoko.com/ 
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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 

 
【地域の概況】 
湯前町は熊本県の南部、人吉市より 24ｋｍ球磨盆地の東端に位置し、東は宮崎県児
湯郡西米良村と九州山脈で接している。面積は 48.41K ㎡（内、林野面積が７割強を占
めている。）で町の中心部から熊本市まで 118ｋｍ、宮崎市まで 120ｋｍ、鹿児島市ま
で 110ｋｍと各県都から同じ距離に位置しており、コンパクトな地域柄で、人吉市を
始発とするくまがわ鉄道の終着駅でもある。 
人口は、昭和 30 年頃の 8,768 人をピークにその後減少を続け、平成 7年には 5,350

人、平成 17 年 4,762 人、平成 25 年には 4,397 人とピーク時より 50％の減少となって

いる。また、町人口に占める高齢者の割合は平成 26 年には 40％近くに達するなど、

人口減少、高齢化が進行している地域である。 

さらに、平成 24 年度の一人当たりの市町村民所得は 1,739 千円で県平均（2,441 千

円）を大きく下回っている。 
このような人口減少、高齢化の進展、さらには所得水準等を考慮すると、地域住民

を対象とした需要拡大は限定的と考えられる。 
 

 Ｈ22 年度 Ｈ23 年度 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 
人 口 4,555 人 4,495 人 4,464 人 4,397 人 4,336 人 

高齢化率 35.8％ 35.9％ 36.5％ 37.4％ 38.4％ 
 
【地域産業の現況とその課題】 
平成 24 年度の湯前町の産業全体総生産額は約 60 億円で、サービス業（19.7%）、鉱

工業（19.3%）、不動産業（19.3%）、農業（10.3%）、卸売・小売業（8.2%）、建設業（7.7%）、

運輸業（5.4%）、情報通信業（4.3%）、金融・保険業（3.0%）、電気・ガス・水道業（2.1%）、

林業（0.6%）、水産業（0.1%）と卸売・小売業の割合は低くなっている。 

一方、地域の商工業者数における業種構成を見ると、下記のとおり卸売・小売業の

割合が高くなっている。以上から考察すると、事業者数では卸・小売業は地域おける

基幹産業ではあるが、売上規模は少なくなっており、今後卸・小売業、特に小売業の

支援が地域における課題となっている。 

なお、卸売・小売業における小規模事業者の占める割合は 91.8％と高くなっている。

 
≪商工業者構成≫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

建設業 製造業 卸・小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他 合計

24 29 79 17 38 32 219
（割合） 11% 13% 36% 8% 17% 15% 100%

23 28 74 13 35 28 201
（割合） 11% 14% 37% 7% 17% 14% 100%

内 会員事業者 22 27 45 11 30 5 140
訳 （小規模事業者） 21 25 44 9 24 4 127

総事業者数

　（内小規模事業者）

（商工会実態調査より）
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産業別の現状を見ると、工業は環境変化への対応に苦慮し、事業所数も年々減少
しており非常に厳しい現状であり、後継者不足の問題をはじめ、新製品の開発や販
路開拓などが課題となっている。 
小売業においては消費の流出や人口の減少などが要因となり経済センサス活動調
査によると、事業所数も平成 21 年 68 事業所、平成 24 年 54 事業所と減少の一途を
辿り、地域小規模企業を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いている。また、小売
業やサービス業では後継者不足により廃業を余儀なくされるところもでているなど
課題を抱えている。 
 

一方、地域には、城泉寺、里宮神社、八勝寺など歴史的建造物などの観光資源が

多く存在しており、中でも非常に珍しい「潮神社（通称おっぱい神社）」や「湯前ま

んが美術館」など、他の地域に類を見ない特色ある地域資源を有している。特に、

神社寺院の中で、「潮神社（通称おっぱい神社）」は、呼び名の面白さもあり、近年、

雑誌やＴＶなどマスコミで取り上げられるようになってきた。 
さらに、第３セクターである「くま川鉄道」の終着駅でもあり、平成 26 年から運
行された田園シンフォニー（高級寝台列車「ななつ星」をデザインされた水戸岡鋭
治氏の設計）という観光列車も注目を集めている。また、湯前町主要の観光施設で
ある「ゆのまえ温泉湯楽里」は、山間地では珍しい潮湯であり、町内外から多くの
人が訪れている等、観光資源における強みを有している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
≪潮神社（外観）≫         ≪潮神社（内部）≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪湯前まんが美術館≫       ≪田園シンフォニー≫ 
 
そうした中、当町の観光状況を見ると、総入り込み客数は、ゆのまえ温泉湯楽里が

開館した平成 9 年度から平成 11 年度に増加し、平成 16 年度は、イベント中止や湯楽
里客数の減（道路等災害）で一度減少したが、その後平成 20 年度まで以前と同程度で
あり、平成 21 年度からは増加傾向にある。 
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≪湯前町入込み観光客数の推移≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
さらに、後述する湯前町総合計画では、関係機関との連携のもと、既存資源を活用

しながら、来訪客の増加を図る必要があるとし、観光振興を図る計画である。国の政
策においても、今般、地方創生戦略の中で、多くの地域で雇用の要となっているサー
ビス業、農林水産業、観光業の活性化に取り組むという方針が打ち出されているとこ
ろであり、地域観光振興の面においては、湯前町、観光物産協会等関係機関が連携強
化を進めることにより、観光客の入り込み等十分伸びる可能性があるものと考えられ
る。 
 

特産品としては、米を中心にぶどう、いちご等の果樹、球磨焼酎等が挙げられる。

また、一般財団法人食品産業センターが認定する「本場の本物」に認定されている（農）

下村婦人会市房漬加工組合の「市房漬け」やきりしぐれなどの漬け物も有名である。

 
 

 

 

 

 

 

≪米≫         ≪ぶどう≫          ≪ いちご≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ≪市房漬け≫ 
 

本場の本物とは、その土地において伝統地域に培われた

「本場」の製法で、地域特有の食材等厳選原料を用いて

「本物」の味をつくり続ける商品に対し、一般財団法人

食品産業センターが設置した「審査専門委員会」で審

査・認定される。認定されたもの対しては、「本場の本

物」のマークをつけることができる。現在、全国で 50

程度の認定がある。 
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【行政の取り組み方針】 
  湯前町は、平成２３年３月に「湯前町総合計画（平成２３年～平成３２年）」を策
定し、産業分野の基本方針として「匠の技と思いが拓く産業づくり」が設定され、そ
の中で、商工業の振興では地域の特性を活かした魅力ある商店や個性を発揮できる地
場産業の育成及び農林業と連携した新たな振興策の推進、観光振興では豊かな自然と
史跡・伝統文化などを活かした「ゆのまえ温泉湯楽里」を拠点施設とした体験型観光
の推進を掲げている。 
 
【商工会の取り組み】 
  当商工会では、平成１６年度より町からの支援を受け、消費の町外流出防止・新規
顧客の創出・事業者の売上向上を目的としたプレミアム付き商品券「ゆのまえ得々商
品券」を継続して発行し、平成２０年からはプレミアムなしの「湯前ふるさと商品券」
も通年で発行を行い、町民にも好評を得ており、今後も継続して発行を行うことが必
要である。 
また、当町の観光資源及び特産品を活用した地域活性化を図るために、小規模事業

者地域力活用新事業全国展開支援事業を活用して、平成 24 年度に調査研究事業、平成
25 年度には本体事業を実施し、珍しい地域資源である潮神社（通称おっぱい神社）を
テーマにして、当町における観光メニューの開発と特産品開発、グッズ開発等に取り
組んでいる。 
今後、この取り組みの成果を活かしながら観光客の入りこみの増加及び販路拡大を

図り、地域経済振興に繋げて行くために、商工会が中核的な役割を果たし、観光（関
連）分野の小規模事業者の経営力の向上や販路拡大などに対して積極的に支援を行っ
ていくことが求められている。 
 

【経営発達支援事業の目標】 
上述のような、豊富な地域資源を有する強みや人口減少・少子高齢化・後継者不足・
経営力不足、・地域外への販売力不足等地域の弱体化という課題を踏まえ、今回の経営
発達支援事業では、湯前町の経済活性化を図るために、熊本県、湯前町、熊本県商工
会連合会、地域金融機関、その他支援機関と連携し、個別企業の経営力向上及び販売
力向上、販路開拓等を継続して支援するとともに、上述の連携先に加え、湯前町観光
物産協会、くま川鉄道㈱、ゆのまえ温泉湯楽里㈱等とも連携し、珍しい歴史的建造物
や温泉施設の存在、観光列車の運行（終着駅）、コンパクトな地域柄等、今後における
観光増幅の可能性となる地域の強みを活かし、観光（関連）産業分野を中心とした地
域産業の振興に取り組み、地域外からの消費を呼び込むとともに、商談会・展示会等
への出展支援等の販路開拓への支援にも取り組むことにより、地域の飲食業、製造小
売業、サービス業の個別企業の経営力及び販売力の向上、販路拡大を図ることを目標
とする。 
また、熊本県商工会連合会等の支援機関と連携し、後継者育成支援を促進すること

を目標とする。 
 
なお、今回の経営発達支援事業の成果として、当地域への観光客の入りこみ数の増

加を図る計画である。 
 

目標 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

観光客入込数 194 千人 195 千人 196 千人 196 千人 196 千人 196 千人
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【観光施設等紹介】 

城泉寺 

鎌倉時代の初め、この地方を支配していた豪族・久米氏によって建

立。茅葺、寄棟造りの阿弥陀堂は鎌倉期の建築といわれている。堂

内には木造阿弥陀三尊像が安置され、寛喜元年(1229)の銘がある。

境内の七重、九重の石塔には寛喜 2年(1230)の銘があり、この 4件

が国の重要文化財に指定されている。 

潮神社 

地元では「おっぱい神社」と言われ親しまれており、母乳の出が良

くなることで有名な神社。宮崎県の鵜戸神宮と同じウガヤフキアエ

ズノミコトが祀られ、山の中に建立されているのに、敷地内には潮

水が湧き出ている。元は、大きな岩があり、農民が雨乞いをして大

雨が降った後、竜巻によりどこかへ飛ばされた後が池になったと言

われている。町内物産館には、おっぱいストラップやおっぱいマシ

ュマロなどおっぱいグッズも販売されている。 

湯前まんが美術館 

町出身の政治風刺漫画家・故那須良輔氏の偉業を保存・展示する館

として、平成 4 年 11 月に開館された。常時展示室では、那須氏の

政治漫画・水墨画・似顔絵などを入れ替えながら展示し、特別展示

室では、美術展や著名漫画家の原画展などを開催している。建物は、

「くまもとアートポリス」参加作品で、球磨地方の杉と檜を使用し、

地元の伝統的な大工技術を駆使した木造建築で、大きな「きじ馬（球

磨地方の伝統玩具）が群れる姿をイメージしてある。 

市房山神宮 里宮神社

湯前城跡に立つ神社。縁結びの神様として名高い水上村の市房神社

の遥拝所として、昭和９年に再建された。市房山の中腹までの参拝

が難しいため、この場所に里宮として移されたもの。毎年、春季大

祭・秋季大祭が行われ、棒踊りや太鼓踊りなどが奉納される。平成

22 年 4 月には、チェンソーアート世界チャンピオンの城所ケイジ

氏が招かれ、約 90 年直径 80cm 長さ 3ｍの杉を使用した龍神像彫刻

が披露された。龍神像は、人々の運が上昇することを願われ「導き

の龍」と命名されている。 
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【支援計画のイメージ図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 地域経済動向調査 
・地区内経営動向アンケー
ト調査 

・観光（関連）産業分野事
業所へのアンケート調
査 

②経営状況の
分析 

・商品、役務、
技術、ノウ
ハウ、経営
資源、財務
等

③事業計画策定支 
 援 
・経営支援プログラ
 ムの策定 
・創業、第二創業支
 援 

分析、経営

課題の抽出

個別企業
の経営支

援に活用 

④事業計画策定後
支援 
・巡回及び専門家
派遣事業等の施
策活用によるフ
ォローアップ 

⑤需要動向調査 
・観光産業関連団体
へのヒアリング
調査 

・観光産業関連団体
等との会議 

⑥新たな需要開拓 
・地域イベントや各種展示会、商

談会への出展支援 

⑦地域経済活性化事業 
・連携機関との「観光産業活性
化会議（仮称）」の開催 

・新たなイベントの検討、実施 

小
規
模
事
業
者
の
持
続
的
発
展 観光に係るニ

ーズや需要動

向の把握 

個別企業
の経営支
援に活用 

ニーズの把握、
バイヤー等との
交渉力の向上 

・地域経済活性化の方向
性の検討 
・産品、観光資源のＰＲ 

経営指導員、経営支援員の支援能力の向上・伴走型支援 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成２７年４月１日～平成３２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】 

   これまでは、地域の経済動向については、全国商工会連合会の「小規模企業景気

動向調査」に協力する形で行う程度であり、分析・活用までには至っていない。 

今回の計画においては、地区内の経済動向の調査・分析を湯前町商工会の各部会

（商業部会・工業建設業部会・観光サービス業部会）を通じ、事業所経営動向のア

ンケート調査を実施し、地域経済の実態把握を行い、地域における課題を抽出する

ことによって、観光産業をはじめとする地域産業に係る小規模事業者の経営力向上

に役立てる。 

また、当地域の課題である後継者不足による廃業リスクを減少させるために、事

業所の後継者問題についても調査を行い、後継者対策に対する早目の対応に役立て

る。 

 

 （事業内容） 

(1)  新たに、地区内の経済動向を把握するために、商工会に調査委員会を設置して

実施計画等を作成し、各部会（商業部会・工業建設業部会・観光サービス業部会）

を通じて、事業所の経営動向アンケート調査を隔年毎に実施し、外部業者等も活

用して分析を行う。なお、対象事業者は、アンケートの回収率を高めるために本

会会員の商工業者とする。 

調査結果については、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。 

さらに、調査結果を商工会における閲覧及びホームページに掲載することで、

当地域の小規模事業者が活用できるように情報の共有化を図る。【新規事業】 

 調査項目：売上・受注動向、仕入動向、利益動向、設備投資動向、資金調達動

向、雇用動向、後継者の有無等 

 調 査 数：会員事業所（１３０サンプル程度） 

(2) 新たに、観光白書、観光地域経済調査等の観光統計を基に専門家派遣事業等を

活用し、観光産業の事業所概要や経営状況、観光振興の取組み等の調査分析を経

営指導員が毎年度１回行い、観光（関連）産業の経営課題の抽出を行い課題解決

への活用を図る。また、課題解決に対しては必要な場合には専門家派遣を活用し、

最終的には事業計画策定支援に繋げる。【新規事業】 

 (3)  新たに、小売業、製造小売業、サービス業、飲食・宿泊業等の観光（関連）産

業分野の小規模事業者については、前述の調査委員会で実施計画等を作成し、隔年

度毎にアンケート調査票を用いて、従来の取組状況や今後の経営方針等についての

調査を経営指導員が中心となり巡回訪問により重点的に行い、熊本県商工会連合

会、専門家派遣事業等を活用して分析を行い、現況と今後の経営課題の抽出を行い
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課題解決の支援を図る。なお、必要な場合には専門家派遣を活用し、最終的には事

業計画策定支援に繋げる。 

また、調査結果については、業種ごとに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とともに、商工会に

おいて閲覧及びホームページに掲載する等、当地域の小規模事業者が活用できる

ように情報の共有化を図る。【新規事業】 

調査項目：これまでの経営への取組状況、今後の経営方針・取組予定等 

調 査 数：観光（関連）産業分野の会員事業所（３０サンプル程度） 

 

（目標） 

地区内経済動向の調査については、小規模事業者、特に観光（関連）産業分野に

係る業種ごとに的確な課題の抽出を行い、相談指導において経営力及び販売力の向

上を図るために活用していく。 

なお、アンケート調査については、その結果を翌年の支援に活用することとなる

ため、隔年度の実施とする。 

 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

アンケート実施回数 ０ ０ ２ ０ ２ ０ 

アンケート分析 ０ ０ ２ ０ ２ ０ 

観光に関するデータ分析 ０ ０ １ １ １ １ 

 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

   経営分析については、これまでは金融支援時に主に財務分析を中心に行ってお

り、業種特性を踏まえた経営課題の発見につながるような分析まで行っていなかっ

た。 

今回の計画においては、地域の小規模事業者の経営力向上と販売力向上に、さら

には事業承継に繋げるために、小売業、製造小売業、サービス業、飲食・宿泊業等

の観光（関連）産業分野における小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員や

経営支援員の計画的な巡回・窓口相談、記帳代行等を通じて対象事業者をピックア

ップし、業種特性を踏まえた経営分析を行う。また、会員外の小規模事業者につい

ても、ホームページ等を活用して経営分析希望者を募っていく。 

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

企業基盤整備機構、よろず支援拠点のコーディネーター等と経営指導員等が連携

し、小規模事業者の抱える経営課題の解決に対して丁寧にサポートする。 

 

 （事業内容） 

(1) 巡回訪問及び旅行業者等と連携して実施する実態に即した観光（関連）産業に
おける需要動向・先進事例研究・経営計画作成等に関するセミナーを開催すると

ともに個別相談や通常の相談業務において、分析の対象となる観光(関連)産業分

野の小規模事業者を中心にピックアップする等、経営分析の対象となる小規模事
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業者を掘り起こす。なお、会員外の小規模事業者については、ホームページ等を

通じて、経営分析の必要性を理解させる等、経営分析の希望者を募っていく。【拡

充事業】 

(2)  経営分析については、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、よろず支援拠点等と連携する。

なお、具体的な分析項目としては、販売する商品又は提供する役務の構成の妥当

性分析（プロダクトミックス分析等）、店舗としての魅力度を判断するために店舗

レイアウトや動線分析、販売における課題を明確にするために顧客分析や販売チ

ャネル分析、さらに保有する技術やノウハウ、設備状況等の課題を明確にするた

めに経営資源の分析を行う。また、キャッシュフ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を明確にすることで、小規

模事業者が具体的な課題を理解しやすいような工夫を行う。 

(3) 以上の結果をもとに明確化された小規模事業者ごとの経営課題等に対して、今
後の具体的な解決策や経営戦略の方向性を探り、経営改善の方向性を示すととも

に、観光（関連）産業分野の小規模事業者の持続的発展に向けて事業計画策定支

援に活用する。さらに、小規模事業者の持続的な発展に繋げることで円滑な事業

承継に繋げる。 

 

（目標） 

  対象とする小規模事業者に対しての巡回訪問や経営分析数等の支援については、

次表を目標とする。 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

巡回訪問件数 ７２８ ７５０ ７５０ ７５０ ７５０ ７５０

セミナー開催 ０ 1回 15名 1回15名 1回 15名 1回 15名 1回 15名

経営分析件数 １０ １０ １２ １２ １５ １５ 

 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   これまでは、持続化補助金・金融支援等おいて事業計画の策定を行う等受動的な

対応が中心になっており、小規模事業者が事業発展のために策定する事業計画策定

を支援するケースは少なかった。 

今回の計画においては、観光（関連）産業分野を中心とした小規模事業者が、経

営課題を解決し持続的な経営発展につなげていくために、上記１.の地域の経済動向

調査、上記２.の経営状況の分析結果、下記５．需要動向調査を踏まえ、事業計画の

支援を行う。また、熊本県商工会連合会や専門家と連携することで、伴走型の指導・

助言を行い、事業の持続的発展を図る。 

また、後継者候補が定まった場合は、スムーズな事業承継につなげていくために、

事業承継計画策定の支援を行う。 

   なお、当地域における創業及び第二創業（経営革新）は、ほとんど無いのが現状

である。そこで、創業・第二創業（経営革新）者の発掘を行うために熊本県商工会
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連合会が開催する創業促進支援事業（創業スクール）等との連携及び個別相談にお

いて発掘を推進し、創業支援、第二創業（経営革新）支援を行う。創業後も巡回訪

問により進捗状況を把握し、課題解決のために専門家派遣を活用するなど伴走型の

支援を行う。 

 

 （事業内容） 

(1) 経営指導員が行う半期毎の巡回訪問時に、観光（関連）産業分野を中心とした
小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事業計画の策定を目指す観光（関

連）産業分野を中心とする小規模事業者の掘り起しを行う。 

(2) 事業計画の策定を目指す観光（関連）産業分野を中心とする小規模事業者に対
して、本県で薦めている経営支援プログラムの活用を勧め、経営者の合意を得て

経営指導員が経営支援プログラムの策定を行い、経営目標の達成のために伴走型

の支援を行う。 

※経営支援プログラム：経営目標を設定し、その経営目標を達成するために想定

される課題の解決のために必要となる支援メニュー（専

門家や支援機関の活用等）を経営指導員と経営者が連携

して経営支援プログラムとして構成・策定し、経営者の

合意を得て、経営指導員が伴走型で支援していくツール。

(3) 事業計画策定を目指す観光（関連）産業分野を中心とした小規模事業者からの
金融相談に際しては、小規模事業者経営発達支援融資制度の活用を積極的に助言

し、事業計画の策定支援を行うとともに、その後は伴走型の支援によるフォロー

アップも併せて行う。 

(4) 事業計画策定を目指す観光（関連）産業分野を中心とした小規模事業者に小規
模事業者持続化補助金の活用を積極的に勧め、補助金申請とともに事業計画の作

成を支援していく。また、その他の各種補助金の申請時に事業計画の策定支援を

行う 

(5) 熊本県商工会連合会の創業促進支援事業等との連携及び個別相談、金融機関か
らの情報収集等により、経営指導員が創業・第二創業（経営革新）者の発掘を行

う。 

(6) 発掘した創業希望者については、熊本県商工会連合会が開催する創業セミナー 
（１回開催）・創業スクール（全６回開催）を紹介・活用し、創業希望者の知識向

上と創業計画の策定支援を行う。【拡充事業】 

 (7) 湯前町の創業促進支援事業計画の連携機関として、町の支援施策及び空き店舗

等の情報提供を行う。【新規事業】 

(8) 創業希望者に対して、熊本県商工会連合会等が実施する専門家派遣を活用し、創

業計画書の策定及び実施支援を行う。【拡充事業】 

(9) 経営指導員等が巡回訪問において、第二創業（経営革新）の意義と効果について

紹介するとともに、熊本県商工会連合会が開催するセミナー等の情報を積極的に提

供し、対象者のピックアップを行う。また、小規模事業持続化補助金等の申請書で

新規性等が認められる事業者に対しては、経営革新につなげていくなど小規模事業

者の次のステップへの誘導を図る等、経営力向上につなげていく。【拡充事業】 

(10) ピックアップした対象者に対して、熊本県商工会連合会等が実施する専門家派
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遣を活用し、専門家と連携して第二創業（経営革新）計画の策定を支援し、第二創

業（経営革新）支援を実施する。【拡充事業】 

 

 （目標） 

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

次表を目標とする。 

 

 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

巡回訪問件数（経営指導員） ２８７ ３００ ３１０ ３１０ ３２０ ３２０

経営支援プログラム策定件数 ０ １ ２ ２ ２ ２ 

事業計画策定件数 ６ １０ １２ １２ １２ １２ 

創業支援者数 ０ ０ １ １ １ １ 

第二創業（経営革新）支

援者数 
０ ０ １ １ １ １ 

 

   

事業計画書等の種類 
１．経営環境変化資金（日本政策金融公庫） 

２．中小企業経営力強化資金（日本政策金融公庫） 

３．チャレンジサポート資金（経営力強化保証・国制度） 

４．改善支援センターに提出する経営改善計画書 

５．ものづくり・商業・サービス革新補助金 

６．創業・第二創業促進補助金 

７．農商工等連携事業計画（国 認定業務） 

８．地域産業資源活用事業計画（国 認定業務） 

９．６次産業化事業計画（国 認定業務） 

10．経営革新計画（県 承認業務） 

11．熊本県商工会連合会の推奨する簡易経営改善計画書（日本政策金

融公庫公表版） 

12．熊本県商工会連合会が認める事業計画書 

13．経営支援プログラム 

14．知的資産経営レポート(中小企業基盤整備機構様式・熊本県様式) 

15．小規模事業者持続化補助金 

16．下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金 

17．小規模事業者経営改善資金融資制度（日本政策金融公庫） 

18．小規模事業者経営発達支援融資制度（日本政策金融公庫） 
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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】 

事業計画策定後の実施支援については、いままでは、実施における経営課題が生

じ、小規模事業者から相談があった場合に対応する等、受動的な対応が主体であっ

た。 

しかし、当地域では人口の減少、高齢化の進展等小規模事業者を取り巻く経営環

境は厳しくなっており、そうした中で事業計画における成果を高めるためには、事

業計画策定後のフォローアップが重要となってきている。 

そこで、今回の計画では、事業計画策定後に、国、県、町、熊本県商工会連合会、

よろず支援拠点等の行う支援策等について、商工会の広報、巡回指導時等を活用し

て積極的に周知し活用を促す。また、熊本県商工会連合会との連携を強化し、専門

家派遣事業等の施策を活用してフォローアップを実施する。 

 

（事業内容） 

(1) 事業計画策定後に、新たに半期ごとの巡回訪問を行うことにより、進捗状況の

確認を行うとともに、進捗状況を踏まえながら必要な指導・助言を行う。また、

計画どおりに進捗していない観光（関連）産業分野の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

実施することで計画の達成と経営力の向上を図る。【新規事業】 

(2) 創業者に対しては、四半期ごとに巡回訪問し、進捗状況を確認するとともに経営

課題についてのヒアリング及び各種施策の情報提供を行う。さらに、商工会部会を

活用して「意見交換会」及び「交流会」を通じて先輩経営者の「生の声」の体験事

例を聞く機会を確保するとともに、専門家による個別のフォローアップ、税務相談

を行い、伴走型の支援を行う。【新規事業】 

(3) 創業後、計画どおりに進んでいない事業者に対して、熊本県商工会連合会等が実

施する専門家派遣を活用して、事業の円滑な計画達成に向けての支援を行う。【拡

充事業】 

(4) 第二創業（経営革新）計画策定・実施後、半期ごとに巡回訪問し、進捗状況の

把握を行うことにより、伴走型の支援を行う。【拡充事業】 

(5) 上述の結果を踏まえ１年間の経営計画の見直し（ＰＤＣＡサイクル）を行い、
必要に応じて専門家派遣に繋げていき伴走型の支援を行うことで、小規模事業者

の持続的な経営発展につなげていく。【新規事業】 

 

（目標） 

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

次表を目標とする。 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

フォローアップ件数 ０ ３２ ５６ ６８ ７２ ７２ 

内、創業者フォローア

ップ件数 
０ ０ ４ ８ １２ １６ 

内、第二創業者（経営

革新）ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ件数 
０ ０ ２ ４ ６ ８ 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

これまでは、一部の商談会、展示会においてアンケート調査を行っていたが、ア

ンケート調査の分析等までは至らず、調査結果を商品の改良、開発等に活用するこ

とはなかった。 

今回の計画では、旅行会社等の観光関係者との会議の開催及び湯前町観光物産協

会、くま川鉄道㈱等の観光関連団体・企業を訪問し、ヒアリング調査を通じて湯前

町観光に係る業種別の需要動向を確認するとともに、分析及び分析結果を情報提供

することで経営支援に活用する。 

 

（事業内容） 

(1) 町内における観光（関連）産業に係る需要を把握するため、湯前町観光物産協
会、くま川鉄道㈱、ゆのまえ温泉湯楽里㈱等の観光関連団体・企業を経営指導員

が中心となり訪問し、年６回ヒアリング調査を行い、人吉・球磨地方を訪れる観

光客が有する商品・サービスに関するニーズ、需要動向等を分析する。 

分析した情報は、観光（関連）産業分野の小規模事業者に対する巡回訪問及び

相談・指導の際に提供し、小規模事業所ごとの活用方法について助言を行うこと

でニーズに対応した商品構成等に役立てる。【新規事業】 

(2) 旅行会社等観光産業関係者との年１回開催する会議により、人吉・球磨地方を
訪れる観光客が有する商品・サービスに関するニーズや需要動向を把握する。 

なお、把握した情報は、観光（関連）産業分野の小規模事業者に対する巡回訪

問及び相談・指導の際に提供し、小規模事業所ごとの活用方法について助言を行

うことでニーズに対応した商品構成等に役立てる。【新規事業】 

(3) 観光（関連）産業分野の小規模事業者が提供する商品、役務の内容と需要動向
調査により得られた観光客のニーズ、需要動向を踏まえ、そのギャップを把握す

るとともに小規模事業者ごとの経営課題を明確化する。【新規事業】 

(4) また、ヒアリング調査等については、ホームページ等を活用して地域の小規模
事業者へ提供する。【新規事業】 

(5) 商品企画や開発を行う小規模事業者に対して、「日経テレコン POSEYES」を活用

した調査分析を行い、売れ筋商品等の情報を提供し、経営支援に役立てる。【新規

事業】 

(6) 新規出店先の検討を行う創業者や商圏確認のため地域特性を必要とする小規模

事業者に対して、㈱日本統計センターの「市場情報評価サービス（MieNa/ミーナ）」

を活用した調査分析による情報提供を行い、経営支援に役立てる。【新規事業】 

 

（目標） 

  人吉・球磨地方を訪れる観光客が有する商品・サービスに関するニーズや需要動

向を把握するための旅行業者との会議回数等は次表を目標とする。 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

観光施設ﾋｱﾘﾝｸﾞ回数 ０ ２ ６ ６ ６ ６ 

旅行業者等会議回数 ０ ０ １ １ １ １ 
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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】 

これまでは、商談会、物産展等の紹介が中心となっており、商談会、物産展等で

の陳列方法、バイヤーとの交渉方法等成果に繋げるような支援までは至っていなか

った。 

そこで、今回の事業計画では、地域における観光（関連）産業分野を中心とした

小規模事業者に係る地場産品の域外に対する認知度の向上と新たな販路開拓を図る

ため、地域イベント及び熊本県商工会連合会をはじめとする関係機関から情報提供

される各種展示会、商談会への出展支援を行う。 

また、出展支援に際しては湯前町担当課及び湯前町観光物産協会と連携を密に図

りながら効果的に実施を行う。 

さらに、商談会、展示会後のフォローを積極的に進め、需要開拓の成果につなげ

ていく。 

 

（事業内容） 

(1) グランメッセ熊本（益城町）において、毎年開催される「くまもと物産フェア

（くまもと物産フェア実行委員会主催）」への観光（関連）産業分野を中心とする

小規模事業者の出展支援を行い、域外に対する認知度の向上とバイヤーとのマッ

チング機会の提供により新たな販路開拓とともにニーズの把握やバイヤー等との

交渉力の向上を図る。なお、従来の反省を踏まえ、出展する小規模事業者とは出

展前に陳列方法、商品コンセプトの整理等を行い、他の商品との差別化を具体化

する。【拡充事業】 

(2) 熊本県商工会連合会が開催または参加する展示会・商談会等への観光（関連）

産業分野を中心とした小規模事業者の出展支援を行い、域外に対する認知度の向

上とバイヤーとのマッチング機会の提供により新たな販路開拓とともにニーズの

把握やバイヤー等との交渉力の向上を図る。なお、出展する小規模事業者とは出

展前に陳列方法、商品コンセプトの整理等を行い、他の商品との差別化を具体化

する。【拡充事業】 

(3) 都市圏で開催される各種展示会、商談会に湯前町観光物産協会と連携し、観光

（関連）産業分野を中心とした小規模事業者の出展支援を行い、域外に対する認

知度の向上とバイヤーとのマッチング機会の提供により新たな販路開拓とともに

ニーズの把握やバイヤー等との交渉力の向上を図る。また、出展に当たっては、

小規模事業者とは出展前に陳列方法、商品コンセプトの整理等を行い、他の商品

との差別化を具体化する。【新規事業】 

(4) くま川鉄道㈱と連携して、観光（関連）産業分野を中心とした地場産品等を紹

介したパンフレットの配布を行い、域外に対する認知度の向上とバイヤーとのマ

ッチング機会の提供により新たな販路開拓とともにニーズの把握やバイヤー等と

の交渉力の向上を図る。【拡充事業】 

(5) 展示商談会等における陳列方法、チラシ作成方法、バイヤーとの交渉方法等に

ついては、熊本県商工会連合会等が実施する専門家派遣等を活用し、有効な陳列

方法、チラシ作成方法等の出展支援を行うことで提供する商品等の魅力度を高め

る。また、交渉スキルの向上を図り、商談会、展示会の成果を高める。【新規事

業】 
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(6)  観光（関連）産業分野を中心とした小規模事業者が提供する商品、役務等につ

いては、商工会のホームページへ掲載するとともに、熊本県商工会連合会のホー

ムページへも掲載するなど効果的な情報の発信を行うことで域外に対する認知度

の向上に役立てる。【新規事業】 

(7) 展示商談会等のフォローアップとして、バイヤーからの評価情報を収集してフ

ィードバックを行い商品等のブラッシュアップに繋げていく。【新規事業】 

 

（目標） 

 展示会、商談会出展回数及び出展支援者数等は、次表を目標とする。 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

展示会、商談会出展回数 １ １ ３ ３ ３ ３ 

出展支援者数 ４ ４ １２ １２ １２ １２ 

フォローアップ件数 ０ ４ １２ １２ １２ １２ 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  地域経済活性化事業は、継続して取り組んでいくことにより成果を得ることがで

きるものであり、その取り組みを確実なものとするためには、地域経済を担ってい

る小規模事業者が参画し、地域経済の活性化に貢献していくことが必要である。 

本会としては、湯前町、湯前町観光物産協会、くま川鉄道㈱、ゆのまえ温泉湯楽

里㈱と「観光産業活性化会議（仮称）」を年２回開催し、前述の調査結果等を活用

しながら今後の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、湯前町観光産業の認知度向上

を図るためのイベント等を開催する。併せて、関連した地域観光イベントへも積極

的に参画できるための支援を行う。 

 

（事業内容） 

(1) 湯前町、湯前町観光物産協会、くま川鉄道㈱、ゆのまえ温泉湯楽里㈱、商工会
で構成する「観光産業活性化会議（仮称）」を年２回行い、会議において観光（関

連）産業分野の業種を中心とした地域経済活性化の具体的な事業方向性及び事業

展開について検討する。【新規事業】 

(2) 観光（関連）産業分野の業種の産品と観光資源のＰＲ、消費拡大を目的とした
新たなイベント（湯前駅付近）の開催を湯前町、湯前町観光物産協会、くまがわ

鉄道㈱、ゆのまえ温泉湯楽里㈱と連携して検討・実施する。なお、イベントの企

画については、小規模事業者も参加を検討することで地域一体となった仕組みと

する。【新規事業】 

(3) 地域で開催されているイベント（ゆのまえ漫画フェスタ、ゆのまえ苺祭り、湯
前ぶどう祭り、湯前潮おっぱい祭り）へ小規積事業者の積極的に参画を促し、湯

前町観光産業の認知度の向上と地域経済の活性化に貢献する。なお、小規模事業

者の積極的な参加を促すために、小規模事業者に対し店舗、商品の認知を高める
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ことの重要性を説明する。【拡充事業】 

(4) 湯前町商工会では毎年プレミアム付き商品券（ゆのまえ得々商品券）を発行し、
地域経済に寄与している。今後も継続するとともに一層のＰＲを行い発行額の増

加を図り更なる地域経済の活性化に貢献する。【継続事業】 

 

（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 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

会議開催回数 ０ ０ ２ ２ ２ ２ 

イベント開催回数 ０ ０ １ １ １ １ 

出展者数 ０ ０ ７ ８ ８ ８ 

イベント参画回数 ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

 

 

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) 熊本県商工会職員協議会県南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) 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) 他商工会への先進地視察研修を実施し、観光（関連）産業分野を中心とした小規

模事業者の現状と課題の把握を行うとともに、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。 

(4) 県南地域に立地している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。 

(5) 前述の「観光産業活性化会議（仮称）」において、情報交換の時間を設け、需要

動向や観光の現状、支援の進め方等について情報交換を行い、本会における需要

開拓支援に活用する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(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
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導員・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) 上球磨地区商工会において開催する会議やセミナー等を通じて経営指導員・経
営支援員の販路開拓支援や利益体質への改善に関するノウハウを共有し、伴走型

の支援ノウハウの向上を図るとともに、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。 

(3) 事務局においては、経営支援・事業運営等に関してのミーティングを原則毎日
実施し、個別事業者に関する支援情報や支援ノウハウの共有化を行い、職員の資

質向上を図るとともに、より実践的な販路開拓や利益体質への改善提案に繋げ、

小規模事業者にとって必要となっている経営支援に活用することで小規模事業者

の利益確保に繋げる。 

(4) 若手経営支援員については、経営指導員が小規模事業者支援に関する知識・ノ
ウハウ等について、訪問時の同行を含め個別にＯＪＴを行い、支援能力の向上を

図り、より実践的な販路開拓や利益体質への改善提案など、小規模事業者にとっ

て必要となっている経営支援に活用することで小規模事業者の利益確保に繋げ

る。 

(5) 経営分析によって得られた小規模事業者の分析結果については、他の職員が相
談指導の際に活用できるように事業者ファイルにて管理するとともに、経営分析

を担当した経営指導員が必要に応じて詳しく内容の解説を行い、支援情報の共有

化を図り、他の職員が行う経営支援への活用を促進させる。 

(6) 支援事業者については、経営指導員、経営支援員の担当制にすることで、事業
者の経営実態等に対する「見る目」を向上させ、従来以上に事業者の経営実情に

応じた支援に繋げていく。 

 

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、以下の方法により評 

価・検証を行う。 

(1) 町担当課、熊本県商工会連合会、中小企業診断士等の外部有識者により、「経営
発達支援事業評価委員会（仮称）」を組織し、事業の実施状況、成果の評価、見直

し案の提示を行う。 

(2) 事業の成果・評価・見直し案の結果については、商工会理事会へ報告し、承認
を受けるとともに、商工会の総会において報告を行う。 

(3) 事業の成果・評価・見直し内容については、湯前町商工会で閲覧できるものと
し、ホームページ(http://www.yunomae-shoko.com/)でも計画期間中公表する。 
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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 

（２７年７月現在）

（１）組織体制 

  （組織概要） 

   会員数１４７名、役員２１名（会長１名、副会長２名、理事１６名、監事２名）

   事務局３名（経営指導員１名、経営支援員２名） 

   部会：商業部会、工業建設業部会、観光サービス業部会、青年部、女性部 

  （事業実施体制） 

   経営指導員１名、経営支援員２名 

 

（２）連絡先 

   湯前町商工会（担当者：蔀（シトミ）義照） 

   住所：〒868-0606 熊本県球磨郡湯前町１８２６－１ 

   電話：0966-43-3333 FAX：0966-43-2079 

   E ﾒｰﾙ：yunomae@lime.ocn.ne.jp 

   HP：http://www.yunomae-shoko.com/ 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 ２７年度 

(２７年４

月以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額    300 1,900 1,400 1,900 1,400 

 

調査事業費 

セミナー 

開催費 

イベント 

開催費 

展示会出展費 

会議費 

0 

 

100 

 

0 

100 

100 

 

500 

 

100 

 

1,000 

200 

100 

 

   0 

 

100 

 

1,000 

200 

100 

 

 500 

 

100 

 

1,000 

200 

100 

 

0 

 

100 

 

1,000 

200 

100 

 

（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） 

 

 

（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 熊本県商工会連合会の創業促進支援事業等との連携及び個別相談、金融機関からの情
報収集により、創業・第二創業（経営革新）者の発掘を行う。 

② 観光（関連）産業分野を中心とした地域経済活性化の方向性についての検討を行う。
③ 観光（関連）産業分野のＰＲ、消費拡大を目的とした販路開拓及びイベントを開催す
る。 

 

連携者及びその役割 

① ㈱肥後銀行湯前支店（代表者：支店長 西村仁志 住所：熊本県球磨郡湯前町 2808-3
電話：0966-43-4151） 

【創業・第二創業(経営革新)支援事業】 

 創業・第二創業（経営革新）者の情報提供 

② 熊本県信用組合多良木支店（代表者：支店長 服部真二 住所：熊本県球磨郡多良木
町多良木 1442-2 電話：0966-42-2134） 

【創業・第二創業(経営革新)支援事業】 

 創業・第二創業（経営革新）者の情報提供 

③ 湯前町（代表者：町長 鶴田正已 住所：熊本県球磨郡湯前町 1989-1  
電話：0966-43-4111） 

【地域経済活性化事業】 

地域経済活性化の方向性についての情報提供及び協議、また、イベントの実施等に

おいての連携 

④ 湯前町観光物産協会（代表者：会長 谷口幸範 住所：熊本県球磨郡湯前町 1822-4 
電話：0966-43-4143） 

【販路開拓・地域経済活性化事業】 

各種展示会・商談会の情報提供、地域経済活性化の方向性についての情報提供及び

協議、また、イベントの実施等においての連携 

⑤ くま川鉄道㈱（代表者：社長 藤木孝一 住所：熊本県人吉市中青井町 265  
電話：0966-23-5011） 

【販路開拓・地域経済活性化事業】 

イベントの実施及び販路開拓支援等においての連携 

⑥ ゆのまえ温泉湯楽里㈱（代表者：支配人 西美記子 住所：熊本県球磨郡湯前町 1588-7
電話：0966-43-4126） 

【地域経済活性化事業】 

イベントの実施等においての連携 
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連携体制図等 

 

 

 

湯前町商工会 

熊本県商工会連合会

小規模事業者 
③湯前町 

(地域経済活性化事業) 

④湯前町観光物産協会

(販路開拓・地域経済活性化事業)

⑤くま川鉄道㈱ 

(販路開拓・地域経済活性化事業)

⑥ゆのまえ温泉湯楽里㈱

(地域経済活性化事業) 

①㈱肥後銀行湯前支店

(創業・第二創業支援事業）

②熊本県信用組合 
多良木支店 

(創業・第二創業支援事業）

連携 

連携 

連携 

連携

連携 

連携

専門家

等派遣

専門家等 

派遣依頼 

相談 

支援 


