
経営発達支援計画の概要 

実施者名 荒尾商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

荒尾商工会議所では小規模事業者の持続的発展を支援するための事業計

画策定支援及び地域資源を活用した滞在型観光イベント開催により地域

経済活性化に取り組む。 

(目標) 

・事業計画策定事業者数 ５年間累計２５０社 

・５年後の荒尾市への観光客入込客数 ２，４００，０００人(２４年対

比１０％増加) 

事業内容 

 

経営発達支援事業の内容 

 

１． 地域経済動向調査に関すること 

① 商圏内市場規模調査 ②荒尾市景況調査 
２． 経営分析に関すること 

① 経営指導員による巡回・個別相談 ②専門家による個別相談
３． 事業計画策定支援に関すること 

① 事業計画策定セミナーの開催②各種補助金申請書作成支援 
② 創業者支援 ④経営革新計画支援 

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること 

① 定期巡回 ②計画書策定後の金融支援 
② インキュベーションオフィス事業 

５． 需要動向調査に関すること 

① 商品・サービスモニター調査 ②市場分析 ③競合分析 
③ 消費動向調査 ⑤来訪者アンケート⑥商圏分析 

６． 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

① 展示会出展支援 ②デザイン活用支援 ③新商品開発支援 
７． 地域経済の活性化に資する取組 

① ご当地グルメ開発事業 ②観光客滞在型イベント事業 
② 新商品開発支援事業 ④まちゼミ事業 

連絡先 

荒尾商工会議所 中小企業相談所 指導課 

〒864-0054 熊本県荒尾市大正町１丁目４番５号 

電 話 ０９６８－６２－１２１１ 

ＦＡＸ ０９６８－６２－１２１６ 

ホームページ   http://www.arao-cci.or.jp/ 

メールアドレス mail@arao-cci.or.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 

Ⅰ．荒尾市の現状と課題 

 

【荒尾市の現状】 

・荒尾市は、隣接する大牟田市とともに国内有数の産炭地として日本の産業を支えた歴史を持ち、

“石炭のまち”として栄えた。しかしエネルギー政策の転換で石炭産業は斜陽化の一途をたどり、

平成 9年 3月には三池炭鉱は閉山し事業所数も減少、また平成 23 年 12 月には 80 余年の歴史を

刻んだ荒尾競馬場が閉鎖され、地域の雇用にも大きな影響を及ぼした。 

 

【荒尾商工会議所の現状】 
荒尾商工会議所の会員数については平成 25 年度会員数 902 件(内小規模事業者数 736 件)であ

る。平成 15 年比較では「21%・236 件の減少」、小規模事業者においては「21%・198 件の減少」

で、脱会理由は高齢による廃業・売上不振による会員脱会が 54%を占めている。 

現在、当所事業所台帳に登録する地域事業者の約８割は小規模事業者となっている。 

 

(地域人口構造) 

・荒尾市の人口推移については、福岡県大牟田市(H22 工業出荷額 2,500 億)・熊本県長洲町(H22

工業出荷額 2,011 億)の工業地域に隣接していることもあり、人口減少については、比較的緩や

かに推移している。(減少率 2%「H17 年比較」) 

・荒尾市の高齢化率は平成 20 年の 26.6%から平成 26 年では 30.5%へ増加。(荒尾市統計より) 

・人口構成では生産年齢人口(平成 22 年：15 歳－24 歳 8.3%、25 歳-64 歳 50%)については 10

年前と比べ変動も少ない。 

 

○荒尾市全産業事業所数の逓減(経済センサス) 減少率 12% 

平成 13 年：2,031 事業所     平成 24 年：1,780 事業所 

 

○荒尾市の有効求人倍率の低迷  

 平成 24 年 荒尾市 0.68、熊本県 0.69、全国 0.82  

 

(地域産業構造) 

・近年は飲食業や理美容業等生活関連サービス業の

開業も増加するなど、荒尾市の産業構造も第 2次産

業から第 3次産業への比率が高まっている。 

 



- 2 - 

○荒尾市製造業事業所数・製品出荷額の逓減(工業統計) 

平成 21 年・平成 6年比較：事業所数減少率 33%、製品出荷額減少率 30％ 

平成 6年：91 事業所・40,730 百万   平成 21 年：61 事業所・28,589 百万 

○荒尾市小売業事業所数・商品販売額(経済センサス) 

平成 24 年・平成 14 年比較：事業所数減少率 33%、商品販売額減少率 29% 

平成 14 年：569 事業所・48,851 百万   平成 24 年：379 事業所・34,811 百万 

 

○荒尾市卸売事業所数・商品販売額(経済センサス) 

平成 24 年・平成 14 年比較：事業所数減少率 19%、商品販売額減少率 57% 

平成 14 年：58 事業所・23,994 百万   平成 24 年：47 事業所・10,189 百万 

 

 

 

【荒尾市の課題】 

 

荒尾市人口の年次推移を見ると、昭和 58 年から平成 27 年の比較では▲8,578 人の減少となっ

ている。また少子高齢化についても、1990 年代以降は、出生数が死亡者数を下回る自然減の状

態となっている(2014 年：▲274 人)。 

荒尾市はベットタウン化の進行もあり、これまでは近隣地域と比べ、比較的緩やかに人口も 

推移していたが、年少人口(0～14 歳)の減少(図２)が、後々の生産年齢人口の減少に繋がり、ま

た老齢人口増加(図２)による経営者、従業員の高齢化等による地域経済への影響が予想され、人

口減少及び少子高齢化は当地域にとっても大きな課題となっている。 

       図１                    図２ 

 

 
 

上述する荒尾市の産業構造からも事業所数、製造品出荷額、小売事業所数・商品販売数、卸売

事業者数・商品販売額が逓減しており、商圏が狭く、需要動向や地域の社会情勢の影響を受けや

すい小規模事業者においては、需要の低下、売上の減少に直面している現状にある。 

小規模事業者数の割合が高い当地域(当所登録事業所台帳の約 8 割が小規模事業者)において

も、日頃から、地域の需要や雇用の維持、商店街活動だけでなく、消防団、PTA 活動、等地域社

会にも大きく貢献している小規模事業者の減少によるコミュニティの弱体化が課題となってく

る。 

また地域では飲食業や理美容業等生活関連サービス業の開業率も高くなっているが、入れ替わ

りも激しく、開業 3年以内の廃業率が高い飲食業界も含めた小規模事業者の廃業率の減少を図る

ことが課題となってくる。 

（出展：荒尾市資料） 
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【荒尾市の強み】 

 

・荒尾市においては三池炭鉱閉山後の住宅政策や第 3セクターによるショッピングモール開業 

(H9.4)により、人口減少は緩やかに推移している。また荒尾市を含む 4市 2 町(大牟田市・柳川

市、みやま市、長洲町、南関町)による有明圏域定住自立圏の協定により、都市圏への人口流

失に一定の歯止めもかかると推察される。 

・道路等のインフラ整備では、有明海沿岸道路(Ⅱ期)大牟田市－長洲町間が計画段階評価の手続

きが完了(H26.7)、都市計画決定手続き(H26.11 地元説明会開催)、本年７月には荒尾競馬場跡地

までの連絡路としての整備が着手されるなど、熊本県内への事業化が実現することで、物流機能

向上により大牟田・長洲エリアの工業出荷額増加はもとより、陸(有明海沿岸道路)・海(熊本県

長洲町－長崎県平戸町を繋ぐ有明フェリー)・空(有明佐賀空港)を結ぶ有明海沿岸の新たな観光

ルートを繋ぐ道路として交流人口の増加が見込まれる。※【図１】 

・今年 5月の世界遺産登録の勧告、7月には世界遺産登録決定を受けて、今年４月～６月の入場

者は１万５，５４８人と前年同期の２．９倍、７月～８月についても、昨年の５倍を超える２万

人以上の観光客が訪れており、今後の観光客増加にも期待が持たれる※【図２】【図３】 

         【図１】             【図２】 

 
【図３】 

 

・ラムサール条約と世界遺産登録がある自治体は、全国的に見ても６ヵ所であり、当地域として

も平成24年7月にラムサール条約湿地として登録された荒尾干潟と平成27年7月に世界遺産に

登録された２つの世界基準をアピールすることで観光面での地域への交流人口の増加に期待が

もてる。 
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（参考）ラムサール条約湿地と世界遺産が登録されている自治体（※平成 27 年 7 月 5 日時点）

・栃木県日光市  

世界遺産：日光の社寺(1999 年登録)、ラムサール条約湿地：奥日光の湿原(2005 年登録) 

・広島県廿日市 

  世界遺産：厳島神社(1996 年登録)、ラムサール条約湿地：宮島(2012 年登録) 

・鹿児島県熊毛郡屋久島町 

  世界遺産：屋久島(1993 年登録)、ラムサール条約湿地：屋久島永田浜(2005 年登録) 

・沖縄県本島南部 

  世界遺産：琉球王国のグスク及び関連遺産群(2000 年登録)、ラムサール条約湿地：漫湖(1999

年登録) 

・佐賀県佐賀市 

  世界遺産：三重津海軍所跡(2015 年登録)、ラムサール湿地登録：東よか干潟(2015 年登録)

・熊本県荒尾市 

  世界遺産：明治日本の産業革命遺産群(2015 年登録)、ラムサール条約湿地：荒尾干潟 

(2012 年登録) 

 

 

 

Ⅱ．中長期的な振興のあり方 

 

【荒尾商工会議所の役割】 

このような地域経済の現状の中、これまで当所では、地域的経済団体として、地域を基盤とし、

様々な企業や業種・業態、企業規模、法人・個人に関わらず、地域内商工業者の総合的な改善発

達、地域観光振興、商店街振興を含むまちづくり等の面的支援の役割だけでなく、小規模事業者

支援機関として、地域小規模事業者の経営改善(経営改善普及事業)を目的に、記帳・税務・資金

調達等の問題解決に向けた個社支援の役割を担ってきた。 

また、熊本県北地域中小企業支援センター、地域力連携拠点事業や平成２５年６月に経営革新

等支援機関の認定を受けて、熊本県、荒尾市、各認定支援機関と連携し、中小企業・小規模事業

者の地域の経営相談窓口として創業支援、経営革新支援事業等を実施してきた。 

 

平成２６年６月に「小規模企業振興基本法」が成立、あわせて「改正小規模支援法」も成立し、

小規模企業の支援策の強化として「熊本県中小企業振興基本条例」が改正されたことを受け、当

所では平成２７年度重点事項に「小規模」企業の支援強化を盛り込み、中小企業振興・支援対策

を挙げている。 

 

（平成２７年度重点事業） 

１．国・県・市及び日本商工会議所と連携した小規模・中小企業支援対策事業の強化 

２．既存商店街等の商店振興対策 

３．企業誘致活動推進への協力 

４．起業家支援(荒尾市起業家支援センターの活用) 

５．中小起業経営力強化支援法に係る認定支援機関としての事業推進 

６.[万田坑」の世界遺産登録に向けた取組・登録後の取組 

７．荒尾干潟(ラムサール条約登録湿地)の賢明利活用に向けての取組 

８．有明海沿岸道路の熊本県北地域(荒尾、長洲、玉名地域) 長州港への延伸への取組 

９．荒尾商工会議所創立６０周年・同青年部創立３０周年事業 
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１０．「あらおよかよか元気券・あらおよかよかリフォーム元気券」事業 

１１．経営発達支援計画の認定取得及び認定後の制度活用による小規模事業者支援 

 

 

【基本方針】 

 

このような現状を踏まえ、荒尾商工会議所では、熊本県、荒尾市、地域金融機関や各認定支援

機関と連携し、小規模事業者の経営分析、市場動向の分析を踏まえ、商工会議所の強みである地

域に根ざした伴走型支援による事業計画策定を支援することで、地域需要の変化への対応力を強

化し、小規模事業者の経営力強化、新たな販路開拓を支援する。 

また地域では開業率も高いが、入れ替わりが激しく３年以内の廃業率も高い飲食店を含め、廃

業率の減少を図るために創業計画策定支援を強化し、あわせて地域の起業ニーズ(女性等)を掘り

起こし、潜在的起業・創業者を起業に導く取り組みを強化する。 

また今年７月に世界遺産に登録された明治日本の産業革命遺産「万田坑」を起爆剤に、荒尾の

ご当地グルメの開発や、ラムサール湿地登録された「荒尾干潟」、国の伝統的工芸品「小代(岱)

焼」、荒尾ジャンボ梨のブランドで知られる「荒尾梨」等荒尾の地域資源を活用した滞在型観光

イベントの開催や、荒尾市内の商店街と連携したイベント開催により地域への交流人口の増加を

図り、地域経済の活性化に取り組む。 

 

【目標(成果指標)】  

 

上述する基本方針を踏まえ、荒尾商工会議所が、熊本県、荒尾市、熊本県商工会議所連合会、

よろず支援拠点、他の認定支援機関(中小企業診断士等)、日本政策金融公庫、地域金融機関地域

商店街等と連携し事業に取組ことで目標達成を図る。 

 

【成果指標】 

１． 小規模事業者個社 支援 

 

① 本計画を推進することで、5年後の平成 31 年には事業計画策定事業者数 250 事業所を目指
す。 

 

   平成 26 年度事業計画策定支援事業所    5 年後累計事業計画策定支援事業所 

           33 事業所                 250 事業所 

 

② 本計画を推進することで、5 年後の平成 31 年には事業計画策定による創業者数 130 名(内
女性起業家 50 名)を目指す。 

 

   平成 26 年度創業者数(当所関与)       5 年後累計創業者数  

         24 名(内女性起業家 5名)         150 事業所(内女性起業家 30 名)  

 

 本指標の達成に向けて、現状(H26.4～H27.2)と比較し、巡回訪問件数を 2年目は 50%増、3～5

年目には 100%の増加を図る。 

 

  平成 26 年度巡回実企業件数 97 件    5 年後累計巡回実企業件数 850 件 
 



- 6 - 

２． 面的支援 

 

 ①本計画を推進することで、5年後の平成 31 年には荒尾市への観光客入込客数 2,400,000 人

を目指す。※平成 24 年数値：荒尾市産業振興課資料 
 

     平成 24 年観光客入り込み客数       平成 31 年観光客入り込み客数 

２，１６１，３８５人         ２，４００，０００人(約 10％増) 

 
 本指標の達成に向けて、荒尾市への宿泊客数、日帰り客数を平成 24 年より約 10%の増加を図る。 
 

       平成 24 年宿泊客数          平成 31 年宿泊客数 

       １２０，５５２人         １３２，０００人 

 

       平成 24 年日帰り客数         平成 31 年日帰り客数 

      ２，０４０，８３３人       ２，２５０，０００人 

 

以上を踏まえ、地域小規模事業者の持続的発展を支援するたに「経営発達支援計画」を策定し、

目標達成に向けて、多様な支援機関との連携・支援ノウハウの共有、外部のチェック機能強化を

図り、商工会議所の強みである事業者に寄り添った伴走型支援により小規模事業者の地域での持

続的発展及び地域活性化に取り組む。 

 

具体的な事業内容は後述のとおり。 
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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】 

  

経営資源が乏しく、経営基盤が脆弱な小規模事業者においては、情報収集・分析・活用 

力が弱く環境変化の把握にも遅れが生じることで売上減少の原因となることが想定される。

当所では、これまでは個別相談内容に応じて国・県・市の統計情報を個別に事業者に提

供してきたが、小規模事業者の利益、売上確保に繋がる地域経済動向を分析した情報提供

ができていなかった。 

  今後当所では地域経済動向の把握については、国等の統計情報の調査・収集・分析に加え、

景況調査を独自で行い、それらの調査結果や分析結果を当所ホームページや会報で公表する

とともに、巡回指導や窓口相談時に事業者に提供することにより、事業者が地域の経済動向

を反映した経営を推進することを支援する。また、内部では経営計画策定支援時の資料とし

て活用する。 

 

(事業内容) 

① 既存事業で国等の統計情報を個別に事業者に提供する。 
② 商圏内の市場規模等については、荒尾市統計(人口、世帯数等)や商業・工業統計(経済 
産業省)等を活用し調査分析を実施する。 

③ 商圏内エリアを絞った市場規模については、荒尾市統計（エリア別人口・世帯数）や費
用別消費支出額(統計局家計調査)等を活用し調査分析を実施する。 

④ 今回新たに実施する荒尾市景況調査については、分析項目は業況・売上・仕入単価・経
常利益・資金繰り・雇用状況は現状・今後の見通しについてはＤＩ値を活用し調査を行

う。また設備投資の動向(金額含む)の項目を設け、全産業、業種毎、クロス集計(例えば

後継者がいる事業所の業況ＤＩ等)も含め分析する。 

 (目  標) 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

個社への国等の統計情報の

提供回数 
５ １０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

荒尾市景況調査  －   － 年１回 年１回 年１回 年１回 

ホームページでの公表回数 － － 年１回 年１回 年１回 年１回 

 

(調査の項目) 

・ 商圏内の市場規模に関する項目については、人口(エリア別・年代別)、世帯数(人数別)、業

種別事業所数・売上、費目別消費支出額・購買力等の項目で調査を実施する。 

・ 荒尾市景気調査については、分析項目は業況・売上・仕入単価・経常利益・資金繰り・雇用

状況は現状・今後の見通し、設備投資の動向で調査を実施する。 
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(調査手段) 

・ 商圏内市場規模等については、国・県・市の統計資料を活用し調査する。 

・ 荒尾市景況調査については当所事業所台帳に登録する事業者(約8割は小規模事業者)に対し

毎年１回アンケートを実施する。配布・収集については郵送により行う。 

 (調査結果の活用方法) 

 荒尾市景況調査については、中小企業診断士等専門家と連携して調査結果を分析し、加工・グ

ラフ化しレポートとして整理する。分析した結果は、当所ホームページや会報で公表するほか、

小規模事業者への巡回訪問・窓口相談での個社支援に活用することで、小規模事業者の経営計画

策定支援に役立てる。 

以上の情報結果については、職員間でも情報を共有し、地域の総合経済団体としての意見集約

の基礎データとしても活用する。 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

小規模事業者においては、顧客・在庫・計数について管理する意識が低く、それが原因で自社

の経営に対する課題が明確でない事業者が大半を占めている。 

当所では、これまで金融支援、税務支援を通じて企業の概要把握に努めていたが、経営分析に

なると外部専門家に頼る現状であり、一部の企業のみの経営分析となっていた。 

このような現状を改善するために、中小企業基盤機構の支援ツールを活用し、小規模事業者が

現状把握による経営課題解決に向けて、経営指導員３名による計画的な巡回訪問や窓口相談、金

融支援を通じて、小規模事業者の「強み・経営実態」を把握し経営分析を行う。 

また財務分析も含めた高度・専門的な課題については、熊本よろず支援拠点、熊本商工会議所

エキスパート、中小企業支援施策ポータルサイト「ミラサポ」に登録する専門家と連携し、小規

模事業者の課題解決に向けた情報提供及び経営分析を行う。 

 

(事業内容) 

巡回訪問や窓口相談、各種セミナー、専門家による個別相談会の実施により、分析の対象と

なる小規模事業者をピックアップし、自社・顧客・競合、ビジネスモデル(モノ・サービスの

流れ、情報の流れ、お金の流れ)、商品、価格、販売方法、販売促進項目についてヒアリング

を実施し、経営状況等を把握する。財務面で専門知識を有する認定支援機関と連携することで、

収益性、効率性、生産性、安全性等の項目を元に財務分析を行う。 

また、個別に把握した経営分析結果については、指導カルテで整理し、指導員間で情報の共

有を図るだけでなく、相談事業者に情報提供することで、自社の現状を把握(自覚)いただき、

自社のあるべき姿を実現する経営計画を策定することで、小規模事業者の持続的発展を支援す

る。 

 

① 経営分析の対象者の抽出については、巡回訪問や窓口相談、各種セミナー、専門家によ
る個別相談会の実施により、分析の対象となる小規模事業者を抽出する。 

② 経営分析の項目については、月別売上、客数の推移を把握し、ＳＷＯＴ分析による内部
環境(強み・弱み)の把握、外部環境についてはＰＥＳＴ分析を活用し機会・脅威を把握

する。３Ｃ分析による顧客の動向、競合店舗の動向、自社の品揃え・客層(既存・新規)、

人材(後継者の有無含む)・商圏・財務内容を把握する。決算書を元にした財務分析によ

り、企業の安全性、成長性、収益性、生産性を分析し財務面からの問題点・課題を抽出
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する。分析の指標として日本政策金融公庫が作成している、小企業の経営指標を活用し、

小企業の業界基準と照らし合わせることで、財務面から経営課題を明確にする。 

③ 分析の方法については、中小企業基盤整備機構の支援ツール(経営問診票)を活用し、経
営指導員３名による巡回訪問、電話での相談、窓口相談において、企業の経営概況を把

握することで課題等を整理し、その後の経営指導員・外部専門家による経営分析に繋げ

る 

④ 分析結果の活用方法については、経営分析を行った小規模事業者に対し、巡回指導、窓
口相談を通じて、分析結果を提示することで、現状、問題点、課題の認識(自覚)を促す。

これにより事業者の正確な問題・課題の抽出へと繋がり、また内部でも分析結果は指導

員間で共有することで、個々の事業者にあった統計調査等も活用し、その後の経営計画

書策定支援に繋げ、小規模事業者の新たな販路開拓を実現する。 

 

(目 標) 

支援内容 現 状 

H26.4～H27.3
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問実企業数 ９７ １００ １５０ ２００ ２００ ２００

巡回訪問延べ件数 ２６７ ３００ ４５０ ４５０ ４５０ ４５０

経営分析件数 ７    ３２ ４０ ５０ ６０ ６０

 

  

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
（１）事業計画の策定支援 

    
これまで荒尾商工会議所では、地域経済の動向や個社の経営状況の現状を十分に把握でき

ていなかったため、事業計画策定支援に関しては、創業や経営革新を希望する事業者に対す

るものが中心であった。 

このような現状を解決していくため、前述１．地域の経済動向調査及び２．経営状況の分

析の結果を受け、事業計画策定を支援する。 

また各支援機関や専門家とも連携することにより、これまで事業計画策定の支援が行き届

いていなかった事業者に対しても、巡回指導・窓口相談等を通じて、伴走型支援によるきめ

細かく丁寧な相談対応により、資金繰り、小規模事業者持続化補助金申請支援等も含め、効

果的に支援をすることが可能となる。 

その効果として小規模事業者の地域での環境変化への対応力強化に繋がり、地域経済、 

雇用、コミュニティを支える小規模事業者の持続的発展が促進され地域経済の活性化が図ら

れる。 

 

(事業内容) 

① 荒尾市広報(毎月発行)、商工会議所会報(２月に１回発行)、チラシ・パンフレット(図
書館等公共施設、市内ショッピングセンターに設置)、巡回・窓口相談や、ホームページ

での情報提供、施策説明会を実施することで、補助金情報や国の施策を紹介の頻度を高

くし、事業計画書策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

② 事業計画策定に関するセミナー、個別相談会の開催により事業承継を考えの事業所を
含め、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 
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③ 巡回・窓口相談時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事業計画策定を
目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

④ 経営計画書作成に不慣れな小規模事業者には、巡回指導では、タブレット端末を使用
し、中小機構が開発した経営計画作成アプリ『経営計画つくるくん』を活用して、経

営計画書作成を支援する。 

⑤ 小規模事業者持続化補助金申請書作成セミナー・個別相談会を開催し、事業計画の策
定支援を行う。セミナー開催の周知については熊本県商工会議所連合会と連携した企画

広告により事業者への周知を図る。 

⑥ ものづくり・商業・サービス革新補助金、創業補助金申請書作成セミナー・個別相談
会を開催し、事業計画の策定支援を行う。 

 

(目  標) 

 経営指導員３名により前述する２．経営分析に記載する巡回訪問実企業数や、昨年の事業計画

策定の実績をもとに、今年度より毎年５０事業所(前年比 150%増)、５年後は累計２５０事業所

の経営計画策定の支援を目標にする。 

支援内容 現 状 

H26.4～H27.3
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画策定事業者数 ３３ ５０  ５０ ５０  ５０  ５０

小規模事業者持続化補

助金採択事業者 

１ １６ 

(実績) 

 ２５  ２５  ３０  ３０

ものづくり・商業・サ

ービス革新補助金採択

事業者 

    ０  ３ 

(実績) 

  ４   ５   ５   ５

 
＜支援の「量」向上の取り組み＞ 

・参加企業への効果的な告知方法（媒体、手段）の検討、告知回数の強化を図り、事業計画作成

の実施状況を広く告知できるよう、告知方法や回数の見直し、強化を随時行う。 

・経営指導員の巡回回数や方法を定期的に報告し合い、持続的な計画書作成の機会を掘り起こす。

 

＜支援の「質」向上の取り組み＞ 

・参加企業の意欲向上、モチベーションアップのために、計画策定企業の紹介や事例発表の機 

会を作り、継続的な機運醸成を目指す。 

・計画書を作成した企業の交流の場を設けることで、企業同士の自発的な計画作成の必要性を 

高め、自らの意欲で計画作成への機運づくりを後押しする。 

 

 

 
(２)創業・第二創業(経営革新)支援【指針②】 

 

荒尾市が実施する創業に対する施策として、中小企業向けの融資制度や商店街の空店舗へ 

の新規出店に対する補助金、インキュベート施設である「荒尾市起業家支援センター」への入

居希望者に対する相談、支援事業があるが、これまで関係機関が連携した支援体制については

整備が遅れているのが現状であった。 

 

今後は、荒尾市創業支援事業計画（第５回認定）にもとづき、荒尾市、荒尾商工会議所、荒
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尾市起業家支援センターにおいて、月１回の定例連絡会議を開催することで、情報共有を図り

連携を強化する。 

また認定支援機関である地元金融機関「肥後銀行、熊本銀行、熊本中央信用金庫」・日本政

策金融公庫熊本支店には、当所で主催する創業セミナーへの講師派遣や、創業担当者との定期

的な勉強会を開催することで、情報共有を図り連携を強化する。 

テーマに応じて外部専門家(中小企業診断士等)を講師に迎え、創業セミナー・創業補助金活

用セミナーを定期開催し、地域の課題である事業所数の減少に歯止めをかけるべく、創業支援

を活発化させ新たな創業者の発掘・新産業の創出支援強化を図る。 

 

第二創業(経営革新)については、小規模事業者には更なる生産性及び付加価値向上が課題 

となっており、高度かつ総合的な経営相談に対応する機能を有する「熊本県よろず支援拠点」

と連携し、IT 技術を活用した生産性向上や設備導入、海外販路開拓支援も含めた経営革新計

画策定支援により、付加価値を高める支援を強化する。 

 

(事業の内容) 

① 創業塾（全４回開講・内女性起業家向け１回開講）、創業補助金申請書作成セミナー・
個別相談会を開催し、創業計画の策定支援を行う。 

計画策定には外部専門家「㈱エイチ・エー・エル、SA-KU コンサルティング」と連携し

創業計画策定支援を実施する。 

② サラリーマン等対象とし、平日の夕方(月・水・金)18:00～21:00・(土)10:00～12:00・
13:00～15:00 に、創業希望者相談窓口を設置し創業予備軍の掘り起こしを図る。 

③ 地域金融機関との創業計画立案や創業資金調達支援等の勉強会を 2か月に 1回定期開催
し、経営指導員の資金調達能力支援のスキルアップを図る。 

④ 成長志向、高付加価値を模索する小規模事業者に対し、熊本県よろず支援拠点、認定支
援機関である地域金融機関・税理士等と連携し、経営革新セミナーや個別相談会を実施

し、計画の策定を支援し経営革新計画申請を支援する。 

 

(目  標) 

・５年後には創業者累計１３０名(内女性起業家５０名)を目標に、長期的にも安定した起業家を

輩出する。 

・経営革新認定事業者を５年後累計３８事業所を目標に、長期的にも安定した経営革新認定事業

者を輩出する。 

 

支援内容 現 状 
H26.4 

～H27.3 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

創業者数(内女性) 24(9) 26(10) 26(10) 26(10) 26(10) 26(10)

創業者累計(内女性) 24(9) 26(10) 52(20) 78(30) 104(40) 130(50)

創業補助金採択事業者 2 

(実績) 

2 

(実績) 

4 4 5       5 

金融機関との勉強会開

催回数 

未実施 6 6 6 6 6 

経営革新認定事業者 3 4 6 8 10 10
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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】 

策定した事業計画の事業目標を実現するために、経営指導員の巡回訪問・個別相談において

計画内容の進捗状況をチェックし、事業計画に従って行われる事業に関し伴走型の指導・助言

を実施する。 

計画策定後は小規模事業者持続化補助金の活用による具体的な販売促進の検討や「小規模事

業者経営発達支援融資制度」活用に向けた金融支援を実施し、小規模事業者の持続的発展を支

援する。 

(事業内容) 

① 事業計画策定後(小規模事業者経営発達支援融資制度活用事業者含む)は、３年間は年３
回の定期で巡回訪問し、国・県・市が行う支援施策等の広報、案内の周知及び事業計画

の進捗状況を確認し、計画の遅れや進捗状況にズレが発生している場合は、原因を究明

し指導・助言を行う。売上状況、資金繰り等の項目についはフォロー調査を実施し、業

況等をカルテに整備する。 

② ４年目以降は必要に応じ年２回(上期下期)巡回訪問し、国・県・市が行う支援施策等の
広報、案内の周知及び事業計画の進捗状況を確認し、計画の遅れや進捗状況にズレが発

生している場合は、原因を究明し指導・助言を行い、指導員間で事業所データの共有化

を図ることで、その後の支援に繋げる。高度な課題については連携する専門家と同席し

指導・助言を行う。 

③ 創業後は、記帳や税務指導を入口に、担当者(経営指導員)をつけて、３年間は年３回の
定期で巡回訪問し、売上状況、資金繰り等の項目についてフォロー調査を実施し、カル

テに記録する。４年目以降は必要に応じ年２回(上期下期)巡回訪問し、業況等をカルテ

に記録し、指導員間で事業所データの共有化を図りその後の支援に繋げる。高度な課題

については連携する専門家と同席し指導・助言等伴走型支援を実施する。 

④ 既存事業として実施するマル経融資の斡旋については、経営計画策定企業に対し積極的
に制度の紹介を行い、推薦することで小規模事業者の資金調達を支援する。 

⑤ 経営計画策定に伴い資金需要が発生する小規模事業者に対しては、日本政策金融庫熊 
本支店職員と帯同し、「小規模事業者経営発達支援融資事業」の周知を図り、積極的に

推薦する。 

⑥ 事業計画策定者にはＳＮＳを活用したグループを構築し、リアルタイムに情報提供を 
実施する。 

⑦ 創業スペース希望者には、当所が荒尾市より委託運営するインキュベート施設「荒尾市
起業家支援センター」を紹介し施設への入居を支援する。入居後もインキュベーション

マネージャーと連携し継続した支援を実施する。 

⑧ 創業塾参加者に特化した SNS サイトを構築し、行政の支援策等の情報提供を重点的に行
い、計画策定後の創業準備に向けて継続的に支援を実施する。 

⑨ 熊本県経営支援プログラムも活用し中長期的に事業実行を支援する。 
(目  標) 

 事業計画策定に合わせフォロー件数については、３ヵ月ごとの定期巡回計画に基づき、事業計

画策定件数５０件×年回巡回数３回で年間１５０件、５年後は年間６５０件を目標にする。 

支援内容 現 状 

H26.4～H27.2
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

計画策定後のフォロー

調査件数 

     ６ １５０ ３００ ４５０ ５５０ ６５０

マル経推薦件数 １５ ２１ ２４ ２７ ３０ ３０ 
経営発達支援融資斡旋 －   １   ６   ９  １２  １５
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

  当所ではこれまで、個別の小規模事業者に対する需要動向調査については専門家派遣で対応

するなど、経営指導員においての市場動向等の分析は対応できていなかった。 

  このような現状を踏まえ、市場動向の分析能力を強化するために、国、県、市の統計データ

や、新たな市場情報分析ツールを活用し、荒尾市の市場規模、競合・商圏分析、消費動向等、

専門家との連携も踏まえ相談者からの支援要請に応じた市場調査を実施する。 

 

(事業内容) 

① 巡回訪問や窓口相談、各種セミナー、専門家による個別相談から、観光関連業種を中心

にピックアップした事業者の商品・サービスの需要動向について、専門家と連携し、

対象事業所の商品・サービスについて、ターゲットを明確にし、小グループを組織し

モニター調査を実施する。 

 

〈調査項目〉購入時の重視する点、ラベル、パッケージデザイン、価格価値等 

〈調査手段〉商品・サービスの特性毎にターゲットユーザーを設定し、商店街、地元自 

治会等に協力を得て、年２回 10～20 名の少人数によるグループインタビ

ューを実施。 

〈活用方法〉巡回訪問、窓口相談時に、ピックアップした事業者に対して分析結果を提 

供し、新たな販路開拓支援に結びつける。 

 

② 巡回訪問や窓口相談、各種セミナー、専門家による個別相談から、販路開拓・拡大を希

望する事業者をピックアップし、商品の市場規模については、家計調査年報(総務省統

計局)から世帯毎１ヶ月あたりの消費支出(熊本市を参考)と荒尾市の人口・世帯数を積

算し、荒尾市における商品・サービスの市場規模を確認する。 

 

〈調査項目〉提供する商品・サービスの購入額、人口(エリア別・年代別)、世帯数(人

数別)等 

〈調査手段〉国・県・市の統計資料を活用する。 

〈活用方法〉巡回訪問、窓口相談時に、分析結果を提供し、新たな販路開拓支援に結び

つける。 

 

③ 上記②で算出した市場規模をもとに、商業統計(経済産業省)から荒尾市の業種別事業者

数や売上高を算出し、地域での競合状況を確認する。 

 

〈調査項目〉業種別事業所数・業種別売上高、同業者１店舗あたりの平均売上高、相 

談事業者の地域での市場占有率 

〈調査手段〉国・県・市の統計資料に加え、ホームページ等ＷＥＢを活用した情報収 

集及び現地確認 

〈活用方法〉巡回訪問、窓口相談時に、分析結果を提供し、新たな販路開拓支援に結 

びつける。 

 

④  地域の消費動向については消費動向調査を実施する。地域住民へのアンケートを商店

街、自治会の会員や家族に協力いただき、郵送による配布、回収により、地域で購入

する商品・サービス、購買意欲等の項目で調査を実施し、分析結果についても、巡回
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訪問、窓口相談での相談に応じて個社支援に活用する。 

 

〈調査項目〉消費意欲・今後の暮らし向きについては３段階評価(良くなる・変わらな

い・悪くなる)、地域内外で購入する商品・サービス、利用頻度、地域に

必要な店舗やサービス、交通手段。 

〈調査手段〉サンプル数 100～150 を目標に、毎年１回、当所青年部、商店街、地元自

治会等に協力を要請し、郵送による配布・回収によりアンケートを実施 

する。 

〈活用方法〉巡回訪問、窓口相談時に、分析結果を提供し、新たな販路開拓支援に結 

びつける。 

 

⑤  荒尾市内に訪れる観光客等に対するアンケート調査を荒尾市と連携し、観光施設・ス

ポットで実施する。調査項目は、荒尾市に訪れたきっかけ、施設の評価等とし、調査

結果については、巡回訪問、窓口相談での相談に応じて個社支援に活用することで観

光関連の事業者の新たな販路開拓を支援する。 

またピックアップした域内の飲食、宿泊、旅客運送業等を中心に、観光客(外国人観光

客含む)の受入体制の整備状況等についてＦＡＸ・Ｅmail を活用し、荒尾市へ訪れる観

光客への対応等を項目に、市内の観光関連業種の情報収集を図る。 

 

〈調査項目〉 

(観光客)観光施設・観光スポットの評価、この地(施設)を訪れた理由(きっかけ)

      移動手段、宿泊又は日帰り、飲食店に関する項目(メニュー、価格、料理

内容等) 

(業 者)無料Ｗｉ－Ｆｉの設置・クレジットシステム(銀聯カード等)導入状況 

〈調査手段〉(観光客)万田坑や市内観光施設に訪れる観光客に対して、ヒアリング方

式で調査を実施。 

(業 者)ＦＡＸ・事業者へのヒアリング 

〈活用方法〉観光客へのアンケート結果は、巡回訪問、窓口相談時に、分析結果を提

供し、新たな販路開拓支援に結びつける。 

 

⑥ ㈱日本統計センターが提供する情報分析ツール「市場情報評価ナビ MieNa(ﾐｰﾅ)」(熊 

本県推奨)を活用し、地域内の事業エリアの検証(自社、競合比較、新規出店)及び消費

性向、商圏分析を実施する。 

 

〈調査項目〉周囲 500 ㍍圏のマーケット特性・エリアの消費性向、エリアの購買力 

〈調査手段〉分析ソフト(市場情報評価ナビ Miena(ﾐｰﾅ))を活用 

〈活用方法〉分析ソフト機能である分析結果をレポートで閲覧・提供する。 

 

⑦ 市場情報評価ナビ MieNa(ﾐｰﾅ)」を活用した商圏分析レポートについては、新規出店   

者を含む個別相談者に対し分析結果をレポートとして提供し、相談企業の経営計画策 

定に役立てる。 

 

以上の情報結果については、指導員間でも情報を共有し、相談事業者の経営計画策定支援

の基礎データとして活用する。また地域経済動向分析とあわせて活用することで、新商品・

サービス開発やパッケージデザイン等の改善も含め、実効性の高い事業計画策定支援に活用
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し伴走型支援により小規模事業者の持続的発展を支援する。 

分析結果の公開や、巡回訪問・窓口相談での個社支援に対しても相談内容に応じて分析結

果を活用することで、地域小規模事業者への情報提供及び小規模事業者の経営計画策定支援

に役立てる。 

 

(目     標) 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
商品・サービスモニター調査 －  － 年２回 年２回 年２回 年２回 
商品・サービス市場規模調査 － ５ ５０ ５０ ５０ ５０ 

競合調査 －  ５ ５０ ５０ ５０ ５０ 

消費動向調査 － － 年１回 年１回 年１回 年１回 

観光客来訪者調査 － － 年２回 年２回 年２回 年２回 

市場情報評価ナビを活

用した情報提供 

－  ６ １５ １８ ２１ ２４ 

 

 

 

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】 

    
当所では３年前より荒尾市起業家支援センター事業として荒尾市に事業所を有す企業を対

象に展示会への出展費補助事業を実施してきた。 

引き続き、小規模事業者等（製造業他）の新商品・新サービスについて新たな販路開拓・新

規顧客へのアプローチ、認知度向上のため、展示会への出展補助事業及び展示会での試作品及

びパンフレット・チラシ作成に対する支援として、小規模事業者持続化補助金申請を支援する。

また卸・小売業向けには他団体が実施するバイヤーとのマッチング機会等の情報を提供す

る。 

これまでは展示会への出展支援については、費用面での支援が主になっており、ポスター・

チラシ・パッケージに対するデザイン面でのアドバイスやバイヤーとの対応、また出展後の問

題点、課題の確認についてフォローが出来てない現状があった。 

このような現状を改善するために、展示会やバイヤーとの商談会に出展する企業向けに、中

小企業診断士等認定支援機関や熊本産業技術センターと連携し、マーケティングセミナーやラ

ベル・デザイン等に関するデザイン個別相談を実施し、出店企業のプレゼン能力向上、商品・

の訴求力を強化するデザイン作成を支援する。 

また展示会等出店後も来場者・バイヤーの反応を見て、商品・パッケージも含めブラッシュ

アップし継続的な支援を進める。 

(事業内容) 

①  展示会・商談会出展ニーズを把握のため、当所事業所台帳に登録する事業者(製造業、

卸売業)に対しアンケートを実施し、業種毎に出展を躊躇う問題・課題を分析すること

で、展示会・商談会出展に対する支援策を検討し、小規模事業者の展示会・商談会へ

の出展を喚起し展示会・商談会参加企業の増加を目指す。 

②  製造業向けに地元地方銀行が主催し毎年２日間の来場者数が約 11,000 人となる「※く

まもと産業ビジネスフェア」に対する※出展補助事業を行うことで、当所としても、

出店企業の商品・技術等の把握が可能となり、出店商品等のロゴ、パッケージの改良

について小規模事業者持続化補助金等を活用することで、事業計画書作成の契機とな

り、よりターゲットを明確にしたプロモーションが可能となる。 



- 16 - 

※出展補助 

 荒尾商工会議所が一般財団法人荒尾産炭地域振興センターから委託を受けて、荒尾

市起業家支援センター展示会出展事業として実施する。対象は荒尾市内に事業所を有

する企業、対象経費は、出展料、基本ブース設営費となる。 

※くまもと産業ビジネスフェアとは(主催：株式会社肥後銀行) 

(開催目的) 

地域を元気にするための“ものづくり”産業の支援をコンセプトに、地域事業所の

ビジネスチャンス拡大のための商談会や、優れた技術、製品、アイディアをアピール

し、異業種間交流の場として活用いただくことを目的とする。 

(出展対象企業) 

セミコンダクタ(半導体)関連、フード＆バイオ(バイオ・医療)関連、モビリティ(二

輪・自動車)関連、社会・システム(ＩＴ・製造サービス)関連、マグネシウム関連企

業を対象とする。    

③  展示会に初めて参加する企業については、当所で主催する出展者向けマーケティング

セミナーへの参加により、展示会に参加する目的・目標の設定や、チラシ等営業ツー

ルの作成支援を実施し販路開拓支援、新商品サービス等の認知度向上を支援する。 

 

④  ラベル、パッケージデザインについても、デザインに関する対応が可能である熊本産

業技術センター、くまもとデザイン協議会と連携し、ミラサポ等外部専門家派遣制度

を活用し、ユーザニーズからコンセプト、ターゲットを明確化し商品・製品開発する

ことで展示会出展前の支援を強化する。 

⑤  展示会出店後に出展事業者に対して来場者やバイヤーの反応等についてアンケート調

査を実施し、バイヤーから頂いた意見・評価にあわせて、商品・ロゴ・パッケージの

改善も含めブラッシュアップを図る。展示会出店後も、販路開拓状況等進捗状況をモ

ニタリングし、継続的な支援を続けることで問題点・課題を明確にする。 

⑥  他団体が開催するバイヤーとのマッチングや他展示会、デザインセミナー開催につい

て、当所ホームページや会報等を通じて情報提供を行う。 

⑦ 教育研究機関(有明高等専門学校)とは新商品開発のためのパートナーとして、まずは

有明高専と地域企業等との交流に関する目的に設立された有明広域産業技術振興会が 

開催する技術相談会を通じて、分野別に高専教員を紹介いただきマッチング機会を提供

し高専が持つ各種事業を活用することで新商品開発支援に繋げる。 

 

(目   標)   

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

展示会参加企業数  ４  １０  １０  １０  １０  １０ 

出展者向けマーケティ

ングセミナーの開催 

 － 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

ラベル等デザイン相談

事業者数 

 － １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

出展事業者へのアンケ

ート 

 － １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

教育研究機関との新商

品開発事業所数 

 －   －  １社   １社  ２社  ２社 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

・荒尾市観光の現状 

荒尾市はこれまで西日本最大のアミューズメント施設であるグリーンランドリゾートを中心

に観光客(主に九州管内)が訪れていたが、少子高齢化、人口減少といった社会構造変化により、

観光客も年々減ってきている。 

               荒尾市観光客の推移 

 
               (資料：荒尾市産業振興課) 

 

・地域観光・イベントの課題 

 

多くの観光地の現状として、新規来訪者が増えても、地域に特色が無いとリピーターに繋がら

ない。このような状況下、本年７月に世界文化遺産登録された万田坑やラムサール登録湿地であ

る荒尾干潟等の観光拠点が整備されても、観光客の増加も一過性に終わってしまう恐れがある。

平成 26 年 11 月には荒尾飲食店組合主催による食をテーマとしたイベント「マルシェ de あら

お」が開催され、１日開催であったが３万人を越す来場者が市内外から訪れた。しかし、その後

は市外からの来場者は荒尾に滞在する理由も無く、一過性のイベント終わった感が拭えない。 

観光拠点整備が着々と進む当地域においては、いかに荒尾市への滞留時間を拡大し、観光客(来

訪者)のリピート率の向上を図るかが大きな課題となってくる。 

 

このような現状の中、荒尾市、荒尾市観光協会、荒尾飲食店組合、地元商店街、地元企業(観

光・宿泊・交通)、玉名農業協同組合、荒尾漁業協同組合、農畜産・海産生産者と連携し、荒尾

市が掲げる第５次荒尾市総合計画の観光関連分野の計画である荒尾市観光振興計画の基本コン

セプトに基づき、荒尾のヒト・コト・モノの源を見つめなおし、荒尾の食材を使用した「ご当地

グルメ」のメニュー化や「食」をテーマとしたイベント(祭り)を核に、地域のハード・ソフト資

源と連動した体験型のイベント開催に取り組むことで、地域のブランド化を図り、国内外の観光

客(来訪者)の荒尾での滞留時間を増やし、地域経済の活性化、新たな観光需要の創出により交流

人口の拡大を図る。 

会議について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、毎月

定例で開催する。 
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(事業内容) 

① 荒尾市、荒尾市観光協会、荒尾飲食店組合、地元商店街、地元企業、農畜産生産者で構成
する「あらおご当地グルメ研究会」を荒尾商工会議所内に設置し、毎月定例で会議を実施し、

飲食店・生産者を中心とした「ご当地グルメ」の開発による地域経済の活性化の方向性を検

討する。 

② 既存事業として荒尾飲食店組合が２年に１回 食のイベント(2014 年マルシェ de あらお、
2012 年サンキューフェスタ in あらお)を開催し、１日開催であるが、約３万人を集客するイ

ベントに成長。しかし、イベント当日の地域への来訪者は増えているが、イベント終了後に

リピーターとしての来店には繋がっていないのが現状である。 

このような状況の中、食をテーマとした観光客(来訪者)参加型の滞在型イベントを荒尾飲

食店組合と連携して開催するにあたり、毎月定例で開催する「あらおご当地グルメ研究会」

において、人口減少、高齢化社会を迎えることでの管内需要の減少について問題意識を共 

有し、地元小規模事業者が生き残って行く方策を議論することで、万田坑世界遺産登録を契

機とした観光客の増加、それに伴う個店への来店増加を達成する滞在型イベントの必要性 

について意識の共有を図り、小規模事業者の業種構成でも多数を占める小売、宿泊、飲食業

が主体となった滞在型イベント開催により地域への交流人口を増やし、地域小規模事業者の

持続的発展を面的に支援する。 

③ 新商品開発については、荒尾飲食店組合、玉名農業協同組合、荒尾漁業協同組合、農畜産・
海産生産者、荒尾市食生活改善推進協議会とも連携し、健康・安全志向も取り入れた新商品

開発に取り組む。新商品については荒尾市内飲食店でのテストマーケティングを踏まえ、お

客様の評価(商品売上等)を元に、店舗でのメニュー化を決定し、イベント・店舗での提供を

通じて地元食材、地元飲食店の認知度向上を図る 

④ 世界遺産登録を目指す万田坑の平成２７年７月登録にあわせて、「あらおご当地グルメ研 
究会」で荒尾の食材を使ったご当地グルメ第一弾「石炭ゴロゴロ万田焼」の登録認定店を決

定し、幟旗や認定店マップの作成、荒尾市広報やマスコミ等へのプレスリリースを実施し、

観光客等への周知を図る。(実施済み)  

当所、荒尾市と連携したプレスリリースにより５月から７月にかけてＴＶ取材(14 回)の取

材効果もあり、参加店８店の売上も増加。 

今後秋の行楽シーズンを控え、第２回認定店を決定し、大手情報誌への記事掲載(九州じ 

ゃらん 11 月号掲載予定)等、メディアを意識したプレスリリースを実施し、観光客等への周

知を強化する。 
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⑤ 八代港(熊本県八代市)においては港湾機能向上により、外国籍クルーズ船の寄港が、平成
26 年度は 1隻、平成 27 年度は 10 隻が予定、平成 28 年度はさらに大幅増となる寄港要請も

きており(出典：熊本県八代港によるクルーズ船振興資料より)、八代港から大型バスによる

熊本県内各地へのオプションツアーも多く計画されている。 

このような現状の中、本年７月に世界遺産登録された万田坑や、中国革命を成し遂げた孫

文を長きにわたり支え続けた宮崎滔天の生家・資料館、近年アジア圏からの来訪者が増加し

ているグリーンランドゴルフ場への海外からの来訪者の増加に対するインフラ整備として、

外国人観光客が使えるクレジットシステム(銀聯カード等)導入や無料 Wi-Fi 整備等の勉強会

を実施し、市内飲食店への外国人受け入れ態勢を整える。 

中長期的には 2019 年に開催されるラグビーワールドカップ・女子ハンドボール世界選手 

権大会の熊本開催、東京オリンピック開催を見据えた外国人観光客需要の取り込みのため市

内観光施設や飲食施設等への更なる外国人受入体制の強化を図る。 

 

⑥ 荒尾市内に組織する８つの商店街（四ツ山、荒尾駅前、西原、有明、中央、グリーンアベ
ニュー、ショッピングタウンモア、緑ヶ丘）と連携し、個店の魅力を知っていただく「※ま

ちゼミ」事業の普及拡大を図り、近隣地域の住民だけでなく、市外からの来街者に対しても、

ホームページやＳＮＳサイトを通じて、参加募集を呼びかけ、地域商店街への来街者・個店へ

の来店者の増加を図ることで、地域への滞留時間の拡大、地域へのリピート率向上を促進する。

現在、全国商店街支援センター・地元商店街・当所と連携し、「まちゼミ」パッケージ研 

修(基礎編・実践編)を終了。近隣で「まちゼミ」を実施する商工会議所等への研修も実施し、

市内商店街(１商店街実施希望)と連携し平成２８年度開催に向けて準備を進める。 

 

※まちゼミとは 

 各商店が講師となり、予約制で各店の専門知識を受講者(お客様)に無料で講義、実技体感

を提供する少人数制(約２人～１０人位)のゼミナール 

 お店の存在・特徴・商店主のこだわり・人となりを知って頂くとともにお客様とのコミュ

ニケーションの場から、信頼関係を築く。 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能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 

 

これまでも、各団体担当者との情報交換を実施してきたが、情報交換を図る頻度も不

定期であり、また一元化した情報管理、支援ノウハウの共有化するシステムが整備され 

てなかったことで、巡回訪問や窓口相談等において小規模事業者に対する情報提供につ 

いても対応が遅れる等の情報提供に関する課題を抱えていた。 

引き続き、地域金融機関、日本政策金融公庫、信用保証協会との情報交換は継続し、 

今後は、高度かつ総合的な経営相談に対する機能を持つ「熊本よろず支援拠点」や、各 

認定支援機関、外部専門家との情報交換を積極的に行い、その課題を解決すべく、連携 

機関どうしの目的・課題を明確にした定例の勉強会・情報交換会の開催することで、よ 

り専門性の高いノウハウの習得も可能となる。 

また、内部での定期的な勉強会(毎月定例)で共有した情報について、当所の社内ＬＡ 

Ｎ(有線・無線)機能を活用しＰＣ上で情報を一元管理できるデータベースを整備するこ 

とで、内部での情報共有の仕組みを構築し、巡回訪問や相談窓口等での有益な情報提供 

により、地域小規模事業者の販路開拓に伴う持続的発展を支援する。 

 

１）これまでの取り組み 

 

① 熊本県経営指導員協議会県北支部への参加 
熊本県北地域２商工会議所、４商工会と協同で毎年、地域資源活用、経営支援ノウハ

ウについて共通課題をテーマに設定し勉強会・先進地視察を開催。 

 

② 日本政策金融公庫熊本支店職員との定例情報交換会の開催 
毎月第２水曜日に当所で開催する「金融定例相談会」終了後、定例情報交換会を開催

し、事業所の財務状況等について情報交換し、設備・運転資金需要に対応した企業の 

斡旋を行う。 

 

③ 地域金融機関との情報交換 
地域金融機関（肥後銀行・熊本銀行、熊本中央信用金庫)の各支店長とは当所金融租 

税委員会が毎年１回開催する金融懇談会において、当所における熊本県・荒尾市制度融

資、日本政策金融公庫の融資斡旋状況等について情報提供し、制度推進上の問題点・課

題について情報交換を行う。 

 

④ 荒尾市金融会議での情報交換 
     毎年１回荒尾市が開催する金融会議において、地域金融機関も交え、荒尾市制度融資

の活用促進、制度上の問題点等について情報交換を行う。   

  

⑤ 有明広域産業技術振興会会議(有明工業高等専門学校)への参加 
有明工業高等専門学校内に設置されている有明広域産業技術振興会には当所として 

賛助会員として参画し、毎年会議等(総会、役員会)、分科会(高専設備視察等)、会員企

業の産学官交流事業に参加している。現在は学生起業や、新産業創出に関する技術支援

セミナーの開催に向けて、創業や小規模事業者に対する経営支援ノウハウやセミナーカ

リキュラム等について情報交換を行う。 
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２） 今後の取り組み 

 

① 熊本県経営指導員協議会県北支部への参加 
今後、勉強会・先進地視察の開催の他、小規模事業者持続化補助金申請等補助金に関

する支援事例や支援ノウハウ、創業・経営革新支援・金融斡旋についても事例を持ち寄

り積極的に情報交換を実施する。 

(情報共有を図る頻度)四半期毎に定例で情報交換を図る機会を設定。 

② 日本政策金融公庫熊本支店との連携 
個別相談会への職員派遣の継続支援とあわせて、事業計画策定支援セミナーでの施策普

及のためにも講師としての派遣を依頼し、創業支援等事業計画に基づく資金需要に対応

し、小規模事業者の新たな需要開拓を支援するための情報交換を実施する。 

 (情報共有を図る頻度) 毎月第２水曜日に定例で情報交換を図る機会を設定。 

③ 地域金融機関との連携 
当所金融租税委員会が実施する金融懇談会は継続して実施する。 

今後、事業計画策定セミナーへの金融機関からの講師派遣や、事業計画策定支援につ

いて、金融機関創業支援担当者との定期的な勉強会を開催することで、計画策定ノウハ

ウの共有し、地域の創業・事業計画策定企業に対して支援施策を提供し、新たな起業促

進・既存事業所の資金需要に対応するための情報交換を実施する。 

 (情報共有を図る頻度) ２ヶ月毎に定例で情報交換を図る機会を設定。 

④ 荒尾市との連携 
引き続き荒尾市金融会議に参加し情報交換を行う。 

また本年より荒尾市創業支援事業計画（第５回認定）にもとづき、荒尾市、荒尾商工

会議所、荒尾市起業家支援センター連携のもと、荒尾市主催による月１回の定例連絡会

議が開催され、荒尾市空店舗補助金等や創業補助金等の施策情報、地域で開催する創業

セミナー情報や荒尾市起業家支援センターの入居状況についても情報共有を図り、新規

創業者の発掘支援を強化する情報交換を実施する。 

 (情報共有を図る頻度) 毎月定例で荒尾市が開催。 

⑤ 熊本よろず支援拠点との連携 
くまもと産業支援財団内に設置されている「熊本よろず支援拠点」が主催するセミナ

ー、個別相談会や、当所や荒尾市起業家支援センターで実施する創業セミナー等支援カ

リキュラム等について情報交換することで、支援ノウハウを共有し、地域小規模事業者

への有益な情報提供を図るための情報交換を実施する。 

(情報共有を図る頻度) ２ヶ月毎に定例で情報交換を図る機会を設定。 

⑥ 有明広域産業技術振興会会議(有明工業高等専門学校)への参加 
引き続き学生起業も含め技術面でのセミナー開催等ノウハウについて情報交換を実 

施する。 

また工業関連等新商品開発については、当所では経営分析や需要動向に基づいた経営

計画による情報提供や、有明工業高等専門学校が持つ技術的ノウハウ等について情報交

換することで、事業者とのマッチング機会の提供し新商品開発に繋げる情報交換を実施

する。 

(情報共有を図る頻度) ２ヶ月毎に定例で情報交換を図る機会を設定。 

 

今後の取り組みにより、連携機関との関係をより強化することで、経営指導員３名の支 

援能力の向上、経営分析、事業計画策定、創業支援等、経営発達支援計画の各項目に掲げ 

る目標項目の達成が図られる。 
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２． 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

   現在、当所の経営支援体制は、経営指導員３名(経験年数１５年、９年、５年)となってお

り、「若手経営指導員の支援能力の向上」「職員全体の指導能力の向上」が、今後経営発達支

援計画を実行する上での大きな課題となってくる。 

この課題解決のため、OFF－JT の機会として研修会への全職員の積極的な参加や、OJT の

機会として経営分析内容等の情報の共有化への取り組み強化し、組織全体のレベルアップ・

支援能力の向上を図る。 

 

 

１） OFF－JT の取り組み 

 

① 経営指導員に対する OFF－JT として、引き続き、熊本県商工会議所連合会が毎年開催
する「指導員特別研修Ⅰ・Ⅱ」、熊本県が開催する経営指導員研修「一般・専門研修に

全指導員が参加し支援ノウハウの習得に努める。また日本商工会議所が主催する経営

指導員等ＷＥＢ研修についても経営指導員だけでなく、経営支援員・一般職員も参加

することで職員全体の指導力向上を図る。 

 

② 中小企業大学校や日本商工会議所主催の専門研修や経営指導員等ＷＥＢ研修に参加
し、経営戦略策定支援能力の強化を図る。 

 

２）OJT の取り組み 

 

① 属人的支援から脱却するため、企業概要等支援情報を共有できる電子カルテを整備す

る。 

 

② 個々の能力差を解消するため、経験が浅い指導員については、ベテラン指導員や中小

企業診断士と帯同し、助言内容、情報収集方法等支援能力の向上を図る。 

 

③ 経営指導員・支援員を交えて、毎月１回１時間の定期的な勉強会を開催し、支援先の
進捗状況や上述した研修会等の内容報告をすることで、支援情報・知識の共有化を図

り、支援体制の強化により継続的な伴走型支援を実行していく。 

 

  ３）専門性の高い分野を強化するための経営指導員に対する OFF－JT、OJT への取り組み 

 

    専門分野については、熊本県診断士協会や一般社団法人くまもと事業承継支援センター

が熊本県の委託により本年度より実施するテーマ別研修会(創業・経営革新・事業承継、各

テーマ７時間×５日間)において知識を習得し(OFF-JT)、平成 28 年 1 月に県北地域に開設

予定の「地域連携拠点」において、専門家等サポートを受けつつ、学んだ知識の実践の場

(OJT)とすることで、経営指導員のスキルアップを図る。 
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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 

 

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 商工会議所に内部委員会を設置(正副会頭、専務理事、事務局長、担当職員)し目標に対
する評価(5 段階)を行う。内部評価を踏まえて、外部有識者等で構成する外部委員会(地元

経営者、金融機関支店長、士業等で構成)で、評価の妥当性、見直し案の提示も含め評価・

検証する。内部・外部委員会は年 2回上期・下期に実施する。 

② 最終的には外部委員会において、評価・見直し方針を決定する。 
③ 事業の成果・評価・見直しについては、当商工会議所常議員会へ報告し、承認を受ける。
④ 事 業 の 成 果 ・ 評 価 ・ 見 直 し 結 果 を 荒 尾 商 工 会 議 所 ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.arao-cci.or.jp/)で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 

（平成２７年８月末現在）

（１）組織体制 経営指導員３名・経営支援員３名 

 

  
中小企業相談所・指導課 

  

  

所長兼指導課長 

主任経営指導員 

(指導員歴１５年) 
  

  

        

経営支援係 
  

税務記帳支援・

庶務係 

 

係長 

経営指導員 

(指導員歴９年) 

主任 

経営支援員 
(支援員歴20年以上) 

経営指導員 

(指導員歴５年) 

経営支援員 

(支援員歴 5年) 

経営支援員(記) 

(支援員歴 3年) 
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（２）連絡先 

荒尾商工会議所中小企業相談所 指導課  

〒864-0054 熊本県荒尾市大正町１－４－５ 

電話番号    ０９６８－６２－１２１１ 

ホームページ  http://www.arao-cci.or.jp/ 

代表メール   mail@arao-cci.or.jp 

 

 

（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） 

 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 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 

 
中小企業相談所 

 
42,000 

 

42,000 

 

42,000 

 

42,000 

 

42,000 

 

 

（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 

県補助金、市補助金、県・市・日商委託事業、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。 

 

 



- 26 - 

（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 

※連携者番号は下記各連携者及びその役割記載のとおり 

(1)Ⅰ－１．地域の経済動向調査 

  地域経済動向に関する情報収・整理・分析・提供するための連携 

  連携者(1)(2)(12)(13)(18) 

(2)Ⅰ－２．経営状況分析 

  小規模事業者の実態を把握するための連携 

  連携者(1)(2)(13)(20) 

(3)Ⅰ－３．事業計画策定 

(事業計画策定支援) 

小規模事業者が現状を踏まえ、内部・外部環境を整理し経営目標を達成するための 

連携 

   連携者(1)(2)(4)(7)(9～11)(18～20) 

(創業者支援) 

  創業者の発掘、潜在的創業ニーズの掘り起こしのための連携 

  連携者(1～4)(7～11)(18～20) 

(第二創業・経営革新) 

  第二創業及び小規模事業者の成長発展を支援するための連携 

  連携者(1)(2)(4)(7)(9～11)(18～20) 

(4)Ⅰ－４．事業計画策定後の実施支援 

  事業計画策定後のフォローアップに関する連携 

  連携者(2～4)(18～20) 

(5)Ⅰ－５．需要動向調査 

  小規模事業所の販売する商品・提供する役務の需要動向に関する情報の提供に関する

連携 

   連携者(1)(2)(23) 

(6)Ⅰ－６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

展示会出展及び出展前指導・出展後のフォローに関する連携 

  連携者(3)(5)(6)(13) 

(7)Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

  食をテーマとした地域資源を活用したイベント開催、荒尾の食材を使ったご当地グ

ルメ等の開発、商店街個店支援事業に関する連携 

  連携者(2)(13～15)(21～28) 

(8)Ⅲ－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 

  他の支援機関との勉強会、定例連絡会、情報交換による情報共有のための連携 

  連携者(4)(6)(7)(9～11)(14)(28) 

(9)Ⅲ－２．経営指導員の資質向上 

  研修会、習得した知識を実践するための連携 
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  連携者(1)(4)(12～17) 

(10)Ⅲ－３．事業の評価及び見直し 

  事業の評価及び見直しについての連携 

  連携者(1)(2)(4)(9～11)(18) 

 

連携者及びその役割 

(連携者及びその役割) 

(1)熊本県商工観光労働部商工振興金融課 

住所：熊本県熊本市中央区水前寺 6-18-1 

代表：熊本県知事 蒲島 郁夫 

役割：経営革新・創業・事業承継、資金調達等県施策について当所と連携して地域中

小企業・小規模事業者への周知徹底及び専門分野の指導員研修の開催 

(2)荒尾市建設経済部産業振興課 

住所：熊本県荒尾市宮内出目 390 番地 

代表：荒尾市市長 山下 慶一郎 

役割：創業者向け補助金(創業補助金・荒尾市空き店舗補助金)や荒尾市制度融資を活

用した資金調達について当所と連携し支援 

(3)荒尾市起業家支援センター 

住所：熊本県荒尾市西原町 1丁目 3-1 

代表：新産業育成コーディネーター 小柳 健一 

  役割：インキュベーションオフィスの提供、創業者向けセミナー開催による事業計画

策定を当所と連携し支援 

(4)熊本県よろず支援拠点 

住所：熊本県上益城郡益城町田原 2081-10 

代表：コーディネーター 鹿子木 康 

役割：第二創業・経営革新・事業承継等高度専門的な経営課題に対する専門化派遣、

セミナー情報及び当所との支援ノウハウ共有を図るための情報交換 

(5)熊本産業技術センター 

住所：熊本県熊本市 東町 3丁目 11－ 38 

代表：所長 今村 徹 

役割：成分分析や展示会出展等に関するデザイン、ロゴ、パッケージの改善相談につ

いて当所と連携して支援 

(6)有明広域産業技術振興会(有明高等専門学校内) 

住所：福岡県大牟田市東萩尾町 150 

代表：会長 糸永 一平 

役割：プロダクト製品の商品開発について地域中小・小規模事業者に対し当所と連携

して支援 

(7)日本政策金融公庫 熊本支店 

  住所：熊本県熊本市中央区安政町 4－ 22 

  代表：国民生活事業統括 藤原 靖士 

  役割：小規模事業者経営発達支援融資を含む資金調達支援及びセミナー・個別相談会
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への職員派遣 

(8)熊本県信用保証協会 

  住所：熊本県熊本市中央区南熊本 4丁目 1－ 1 

  代表：会長 真崎 伸一 

  役割：熊本県創業者支援資金について申込み前の情報交換、融資後のフォローについ

て当所と連携して支援 

(9)株式会社肥後銀行(地域支店：荒尾支店・荒尾中央支店) 

  住所：熊本県熊本市中央区練兵町 1番地(本店) 

  代表：取締役頭取 甲斐 隆博 

  役割：県・市制度融資を活用した資金調達支援、セミナーへの講師派遣、創業等事業

計画作成について情報を共有するための勉強会の開催 

(10)株式会社熊本銀行(地域支店：荒尾支店) 

住所：熊本県熊本市中央区水前寺 6-29-20(本店) 

  代表：取締役頭取  竹下 英 

  役割：県・市制度融資を活用した資金調達支援、セミナーへの講師派遣、創業等事業

計画作成について情報を共有するための勉強会の開催 

(11)熊本中央信用金庫(地域支店：荒尾支店・中央支店) 

住所：熊本県熊本市中央区大江本町 1番 6号(本店) 

  代表：理事長 沼田 雄一 

  役割：県・市制度融資を活用した資金調達支援、セミナーへの講師派遣、創業等事業

計画作成について情報を共有するための勉強会の開催 

(12)日本商工会議所 

   住所：東京都千代田区丸の内 2－5－1 丸の内二丁目ビル 4階 

  代表：会頭 三村 明夫 

   役割：各種補助金情報の提供及び経営指導員の専門的スキルアップのための研修会の

開催 

(13)熊本県商工会議所連合会(熊本商工会議所) 

住所：熊本県熊本市中央区横紺屋町 10 

  代表：会長(会頭) 田川 憲生   

   役割：県内商工会議所に対する県施策等の情報提供及び経営指導員・経営支援員に対

する資質向上のための研修会の開催、専門家派遣 

(14)熊本県経営指導員協議会県北支部 

住所：熊本県玉名市岱明町浜田 105 

  代表：支部長 藤村 晃士  

   役割：小規模事業者持続化補助金、地域資源活用事例、商店街活性化事業等について

県北エリア商工会・商工会議所の事例を共有し、地域小規模事業者の経営支援

に繋げる 

(15)中小企業基盤整備機構(エリア：九州本部) 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

  代表：理事長 高田 坦史  

   役割：経営支援フレームワークの提供、高度専門的な支援に関する専門化派遣、中小

企業大学校における経営指導員・経営支援員に対する専門分野の研修会開催 
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(16)一般社団法人熊本県診断士協会 

住所：熊本県熊本市中央区桜町 4番 10 号 甲斐田ビル 6F 

  代表：会長 鹿子木 康 

   役割：高度、専門的課題に対する専門化の派遣、創業、経営革新分野における経営指

導員に対する研修会の開催及び平成 28 年 1 月に県北地域に設置される「地域

連携拠点」での経営指導員のサポート 

(17)一般社団法人くまもと事業承継支援センター 

住所：熊本県熊本市中央区花畑町 1-7 ＭＹ熊本ビル８Ｆ(三藤法律事務所内) 

  代表：理事長 三藤 省三 

   役割：高度、専門的課題に対する専門化の派遣、事業承継分野における経営指導員に

対する研修会の開催及び平成 28 年 1 月に県北地域に設置される「地域連携拠

点」での経営指導員のサポート 

(18)SA-KU コンサルティング  

住所：福岡県北九州市小倉北区京町２丁目 2-19-3F  

  代表：代表 齊藤 久美(中小企業診断士) 

   役割：地域経済動向調査について当所と連携した情報の収集・分析 

(19)株式会社エイチ・エー・エル  

住所：埼玉県さいたま市中央区新都心 4-12 ミツエビル 302  

  代表：代表取締役 水野 隆行 

   役割：ものづくり、経営革新、創業等各種補助金申請について当所経営指導員と連携

して支援 

(20)寺田経営研究所 

住所：熊本県熊本市北区高平 3-25-13  

  代表：寺田 了(中小企業診断士) 

   役割：高度な財務分析・会計に関するセミナーについて、金融機関出身である代表と

当所経営指導員が連携することで、事業者の財務分析、会計知識の習得を支援

(21)荒尾市建設経済部農林水産課 

住所：熊本県荒尾市宮内出目 390 番地 

代表：荒尾市市長 山下 慶一郎 

役割：地域資源を活用した新商品等の各種メディアへのプレスリリースを当所と連

携し支援 

(22)一般社団法人荒尾市観光協会 

住所：熊本県荒尾市緑ケ丘一丁目 1-1 まるごとあらお（あらおシティモール内） 

  代表：会長 山代 秀徳 

   役割：荒尾市地域資源を活用したイベントの開催、商品開発について、観光協会に所

属する事業者との情報交換 

(23)荒尾飲食店組合 

住所：熊本県荒尾市 2671－ 4 

  代表：組合長 江崎 大作 

   役割：地元食材を活用した商品開発、店舗でのテストマーケティング・メニュー化に

ついて当所と連携して支援 

(24)玉名農業協同組合(地域支所：荒尾支所) 
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住所：熊本県玉名市六田 7番 1 

  代表：組合長 橋本 明利 

   役割：地元で生産される農産物、生産者の情報について情報交換 

(25)荒尾漁業協同組合 

住所：熊本県荒尾市荒尾 27 

  代表：組合長 矢野 浩治 

   役割：地元で採れる海産物、漁業者の情報について情報交換 

(26)荒尾酪農業協同組合 

  住所：荒尾市府本 1184 

  代表：代表理事組合長 荒尾清志 

  役割：酪農家の商品知識を活用した新商品開発に対する情報交換 

(27)荒尾市食生活改善推進協議会 

  住所：熊本県荒尾市増永 632 番地 

  代表：田頭 スエカ 

  役割：正しい食生活、健康面を踏まえた新商品開発に対する情報交換 

(28)荒尾市商店連合会 

住所：熊本県荒尾市大正町１－４－５(荒尾商工会議所内) 

代表：会長 清田 裕幸 

 役割：まちゼミ事業普及拡大について、当所と連携し商店街個店を支援 
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連携体制図等 

 

事業計画策定連携図 

 

              相談        支援 

 

                                

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業支援連携図 

  

 

              相談        支援 

 

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者等 

荒尾商工会議所 
◆実施事業 

 ・事業計画策定支援セミナー

開催 

 ・市場分析 

 ・需要動向分析 

 ・専門家による個別相談 

 ・各種補助金申請書策定支援

専門家・認定支援機関 
◆連 携 

 ・セミナーへの講師の派遣 

・個別相談、専門家派遣 

・地域金融機関 

・日本政策金融公庫 
◆連 携 

・資金調達支援 

・セミナーへの講師派遣 

・地域金融機関 

・日本政策金融公庫 

・専門家、認定支援機関 
◆連 携 

 ・資金調達支援 

・セミナーへの講師派遣 

荒尾商工会議所 
◆実施事業 

 ・情報提供・窓口相談 

・創業計画書策定支援 

 ・創業補助金申請支援 

創業予定者・創業者(3 年以内)

等

荒尾市産業振興課 
◆実施事業 

 ・情報提供 

・荒尾市空店舗補助金 

 ・荒尾市融資制度 

荒尾市起業家支援センター 
◆実施事業 

 ・創業セミナー開催 

・インキュベーション事業 

 ・相談窓口 
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第二創業(経営革新)連携図 

 

 

 

              相談        支援 

 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示会出展連携図 

 

              相談        支援 

 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域金融機関 

・日本政策金融公庫 
◆連携 

 ・資金調達 

 ・セミナーへの講師派遣 

荒尾商工会議所 
◆実施事業 

 ・経営革新セミナー開催 

・申請書策定支援 

 ・巡回、窓口相談 

認定支援機関 
◆連 携 

 ・セミナーへの講師派遣 

・専門家派遣 

熊本県よろず支援拠点 
◆連 携 

 ・セミナーへの講師派遣 

 ・専門家派遣 

 ・情報交換 

小規模事業者等 

荒尾商工会議所 
◆実施事業 

 ・展示会出展補助 

・出展者向けマーケティング 

セミナー開催 

 ・ラベル等デザイン相談 

 ・商品製品開発相談

荒尾市起業家支援センター 

荒尾市 
◆連携 

 ・展示会出展企業に関する 

情報交換 

熊本産業技術センター 

くまもとデザイン協議会 
◆連 携 

・ロゴ、パッケージ等デザイ

ン相談 

小規模事業者等 

有明広域産業技術振興会 

(有明高等専門学校) 
◆連携 

 ・技術相談を通じての商品製品

開発 
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地域経済活性化連携図 

 

                       

 

                                

  

 

 

 

 

荒尾商工会議所 
◆ご当地グルメ研究会運営 

◆観光客に対するアンケート 

◆観光インフラ整備勉強会の開催 

地域内交流人口の増加

まちゼミ事業 

◆連 携 

 荒尾市商店連合会、グリーン

アベニュー地域振興会、有明

商店振興会 

あらおご当地グルメ研究会 

◆連 携 

 荒尾市農林水産課、荒尾市観光協会、荒尾 

飲食店組合、玉名農業協同組合、荒尾漁業 

協同組合他 

◆実施事業 

 ・ご当地グルメ開発事業 

 ・観光客滞在型イベント事業 

 ・新商品開発事業等 


