
 
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 本渡商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1日から平成 32 年 3 月 31 日 

目  標 

これまで当商工会議所が取り組んできた「天草謹製ものがたりプロジェクト事

業」「天草南蛮柿島づくりプロジェクト事業」「天草南蛮もてなしプロジェクト事業」

の３事業を始めとした地域資源を活用した事業をブラッシュアップし、販路開拓・

商品開発・情報発信力の支援強化を図ります。 

また、創業企業の増加を目指し、創業後３年まできめの細かい支援を行います。

商店街支援は、過去の取組みを検証し、組織的取り組みを支援する事でにぎわい創

出を目標とし、以下の数値目標を掲げます。 
（単位：万人）

天草観光客 数値目標 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

入込客数 444 450 480 500 510 510
うち日帰り客数 390 395 420 435 440 440
うち宿泊客数 54 55 60 65 70 70

（単位：件）

管内事業所 数値目標 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業所数 2,397 2,400 2,405 2,410 2,410 2,410

うち小規模企業者数 2,057 2,050 2,055 2,060 2,060 2,060
 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

(1)事業者の調査データを基に、業種別の売上動向・利益動向・設備投資動向等を

分析。既存事業者向けの資料を作成します。 

(2)経営分析者の掘り起しを行い、経営分析結果を経営課題の解決に活用するとと

もに、事業計画策定の基礎資料として活用します。 

(3)事業計画作成の必要性を周知し、事業計画策定支援に努めます。 

(4)創業・第二創業を促進し、創業希望者に対して経営全般的な知識の向上と創業

計画書の策定支援を行います。 

(5)事業計画策定後は、巡回指導を頻繁に行い、進捗状況を確認。必要があれば専

門家派遣、融資あっせん、補助金制度の情報を周知し経営力向上を進めます。 

(6)各種アンケート・ヒアリング調査を実施し、事業者と消費者のニーズを把握、

需要と供給のギャップ等の抽出を行います。 

(7)専門家による個別指導やセミナーの開催によりバイヤーの求める商品開発及

び商品のブラッシュアップの支援を行います。また商談会・展示会への参加支援

を行います。 

(8)地域活性化会議（仮称）を創設し、地域活性化の方向性の検討を行い、イベン

トを実施することで、小規模事業者の売上アップと地域活性化につなげます。 

(9)作成した資料は、HP 等に公表し、小規模事業者の経営判断等の資料とします。

連絡先 

住所：熊本県天草市栄町１－２５ 

電話：0969-23-2001  FAX:0969-24-3340 

HP: http://www.hondo-cci.or.jp/ 

 



１ 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１.地域の経済状況 

天草地域は、熊本県の西方に位置し、周囲を海に囲まれた島々で形成されており、

その地形や温暖な気候を生かし、漁業、農業を基幹産業として発展してきました。 

また「天草」は青い海と島々が織りなす風光明媚な景色と豊かな食材、キリシタン文

化や南蛮文化を最大の魅力とした熊本を代表する観光地です。 

天草の地域資源としては、「いちじく」「鯛」「天草大王」「天草陶磁器」「天草黒

牛」「オリーブ」等があり、これらを生かした商品開発や販路拡大が進んでいます。 

特に行政と民間が一体となって、観光産業を基幹産業とするべく力を注いでいます。

なお、平成 25 年度熊本県観光統計によると、観光客数は増加傾向を示していますが、

県内におけるシェアは少し低下しています。 

 

H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年
61,846,800 61,196,900 62,063,300 62,647,400 58,115,500 59,138,629 57,237,563 58,061,797 59,116,881 61,189,335

日帰り客 55,357,700 4,772,200 55,411,800 55,738,100 51,314,200 52,757,406 50,770,494 51,469,030 52,482,808 54,350,570

宿泊客 6,489,000 6,424,600 6,651,500 6,909,300 6,801,300 6,381,223 6,467,069 6,592,767 6,634,073 6,838,765

4,076,000 4,127,600 4,090,100 4,101,000 3,887,400 3,976,307 4,339,926 4,315,806 4,419,856 4,434,376

6.6% 6.7% 6.6% 6.5% 6.7% 6.7% 7.6% 7.4% 7.5% 7.2%
日帰り客 3,436,500 3,495,300 3,494,100 3,510,900 3,361,000 3,430,893 3,826,505 3,790,518 3,858,616 3,890,996
シェア 6.2% 73.2% 6.3% 6.3% 6.5% 6.5% 7.5% 7.4% 7.4% 7.2%
宿泊客 639,500 632,300 596,000 590,100 526,400 545,414 513,421 525,288 561,240 543,380
シェア 9.9% 9.8% 9.0% 8.5% 7.7% 8.5% 7.9% 8.0% 8.5% 7.9%

≪観光客推移≫

割合

熊本県全体

天草地域

 
 

 
 

天草郡市（天草島内）の人口は、最盛期(昭和 30 年)の 24 万人と比較して約 5 割も

減少し、平成 27 年 3 月末現在では 12.1 万人となっています。産業就業人口総数にお

いても、昭和 30 年の 55,198 人から平成 22 年には 38,904 人と約 3 割も減少し、特に

基幹産業である１次産業人口が大幅に低下している状況です。 

老齢人口の割合も約 35.7%と熊本県下でも非常に高く、また若者の定住促進に必要な

雇用の場（企業）も少なく、過疎化も急激に進んでいる状況下にあります。 

加えて、天草地域の基幹産業である水産資源の減少や農林水産物の価格の低迷、後
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継者不足及び県下でも交通基盤等の整備が著しく低く、経済活動の阻害要因となって

います。 

天草市は、平成１８年３月に２市８町の合併により誕生しました。平成２７年３月

末現在、人口は 86,116 人、面積 683 平方キロメートルで、熊本県内最大の面積を誇

ります。そのほぼ中心に位置する当商工会議所管内地区(旧本渡市)の人口は38,235人、

商工業者数は 2,397 件、小規模事業者数は 2,057 件であり、小規模事業者の割合は 86％

と高くなっています。 

当商工会議所管内地区は、天草島内の情報発信、商業の中核として天草経済の先進

的な役割などを担ってきました。また、天草地域の中心地であることから、市役所の

本所、熊本県天草広域本部など、公共施設の出先機関や大手企業の支店などがあり、

小規模事業者や人口が周辺地区ほどは、減少していないという特徴がみられます。し

かし、島外資本の大型店、郊外店の出店も多く、当地域の小規模事業者の競争環境は

厳しくなっています。そのため、商店数の減少や既存商店街の衰退等を招き、商店や

商店街が有するコミュニティ機能等が失われつつあります。 

一方、今後小規模事業者へのチャンスに繋げられる要因もあります。それは、平成

２８年度、天草地域にとって九州本土と天草諸島をつなぐ天草五橋の「開通５０周年」

や「雲仙天草国立公園編入６０周年」という節目であるとともに、天草市河浦町﨑津

集落が「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」として世界遺産登録の期待がかかる年

でもあります。さらに、ＪＲ九州の「特急 A 列車で行こう」の運行による観光客も増

えつつあります。これを絶好の機会と捉え、交流人口の増加に繋げる新たな観光事業

の展開が見えはじめています。 

 

２．本渡商工会議所の現状 

（１）会員状況 

当商工会議所は、旧本渡市内を管轄としており、従来より天草市の中心的な役割を

持つ地区であり、天草市の人口の 43.9%、世帯数は 42.8%を占め、事業所数では 46.4% 、

従業者数は 54.6%を占めています。なお、当商工会議所が管轄する地域の事業者数及び

会員数の推移は、下記の通りです。 
   

  
商工業者数

（件） 

小規模事業者

数(件) 

小規模事業者

の割合 
会員数(件) 組織率 

H21 年 2,462 2,048 83.2% 1,175 47.7% 

H22 年 2,453 2,025 82.3% 1,152 46.9% 

H23 年 2,400 2,019 84.1% 1,120 46.6% 

H24 年 2,404 2,021 84.1% 1,105 45.9% 

H25 年 2,407 2,024 84.1% 1,082 44.9% 

H26 年 2,397 2,057 85.9% 1,080 45.0% 

 

（２）取組内容 

以上を考慮し、当商工会議所としては、地域資源の活用による地域活性化のために平

成１８年には「天草謹製ものがたりプロジェクト」、平成２２年には「天草南蛮柿島づ

くりプロジェクト」、平成２４年には、「天草南蛮もてなしプロジェクト」の３つのプロ

ジェクトに取り組み、小規模事業者における魅力ある逸品の開発、さらには地域ブラン
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ド化の推進を進めています。 

小規模事業者支援につきましては、経営革新認定、各種補助金申請等を中心に事業計

画策定支援を行うとともに、創業支援につきましても、支援を行っています。 

さらに、平成２７年４月には、天草市・本渡商工会議所・牛深商工会議所・天草市商

工会・天草信用金庫の５団体による天草市起業創業・中小企業支援センター（Ama-biZ）

が開設され、地元小規模事業者に対する総合的な支援体制の強化が図られました。 

当商工会議所は、Ama-biZ と一体となって、創業者の支援を行うとともに、小規模事

業者の経営状況の把握・分析を適切に行い、小規模事業者の実情に即した指導・助言を

通じて、経営改善・販路開拓支援を進めていきます。 

 

天草市起業創業・中小企業支援センター(Ama-biZ)との連携図 

 
また、過去の商店街活性化の取組みとしては、「一店逸品運動」「UD による商店街づ

くり」「地元ケーブル TV を活用した商店街情報発信」「学生参加による灯りのワーク

ショップ」「スマイルスタンプ事業の組織体制づくり」「空き店舗活用によるにぎわ

いの創出」「中心商店街 7 商友会による回遊性を持たせた夜市・楽笑市場」等を実施

し、特に近年は「100縁
えん

笑店街
しょうてんがい

」への支援に力を入れ、商店街活性化に取り組んでい

ます。 

しかしながら、中心商店街からの大型店撤退、郊外への大型店や大手チェ－ン店の

進出、高齢化の進展等の外部要因に加えて、リーダー不足によるお店同士の連帯感不

足、後継者不足等の内部要因も重なり、商店街は衰退する状況が継続しています。 
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（３）プロジェクトの内容と課題 

前述の通り、当商工会議所では、３つのプロジェクトを進め、地域の特産品を活か

した商品開発等「地域ブランド化」による小規模事業者の支援を進め、下記に掲載し

ているような商品開発につながる等の成果も見られますが、一方では下記に掲げるよ

うな課題も有しています。 

 

プロジェクト名 内    容 効    果 課   題 

1.「天草謹製もの

がたりプロジェ

クト事業」 

 

 
 

平成 20 年度は小

規模事業者新事

業全国展開支援

事業にて実施。 

 

 天草の基幹産業である 1次産業と 2次産業・
3次産業が連携して地元産品の販促を図る事

を目指し、事業者、県、市、商工会議所の官

民一体の組織をつくり、天草ふるさとブラン

ド「天草謹製」を立ち上げた。 

 献上級の品を認定し、認定品に「天草謹製」
シールを提供、貼付し、商談会や展示会への

参加など小規模事業者の販路開拓・売上げ拡

大支援と同時に広く PR している。 

 過去に 9回の公開審査会を開催。115 品の審
査で、27 品認定。 

 商品のレベルア
ップが図られた。 

 謹製以外の商品
も売れる等天草

謹製の波及効果

も見られる。 

 他の商品のブラ
ッシュアップも

図られた。 

 事業者の商品開発
への意識が高まっ

た。 

 審査のハードルが
高く、認定品がまだ

まだ少なく、天草内

外での認知度も低

い。 

 予算の充分な確保
が出来ないことも

あり、認定品の PR

や販路開拓、商品開

発、認定者への支援

が不十分。 

2.「天草南蛮柿島

づくりプロジェ

クト事業」 

 

 

平成 22・23 年度

は小規模事業者

新事業全国展開

支援事業にて実

施。 

 イチジクは、日本で初めて西欧から天草に伝
来し、天草では昔から南蛮柿と呼ばれ、天草

の地域資源にも認定されている。そのイチジ

クを使って生産者と和洋菓子店が連携し、イ

チジクの旬である 8～9 月の期間限定で「天

草南蛮柿フェア」を実施。 

 平成 26 年度は 16 事業者で、新たに開発した
商品を含め、27 品のイチジクスイーツを提

供。 

 スイーツフェア
を目的に島外か

らのお客様も訪

れている。 

 菓子の売れない
夏場に売上がア

ップしている。 

 菓子業者同士の
連携が見え始め

ている。 

 生産者と加工業
者との連携も深

まりつつある。 

 まだまだ認知度が
低い。 

 イチジクの全国へ
の発信及び生産量

の拡大と消費拡大

への支援強化が必

要。 

 さらなる事業拡大
を図るため、飲食業

者・宿泊業者・観光

業者とも連携する

必要がある。 

3.「天草南蛮もて

なしプロジェク

ト事業」 

 天草を訪れる観光客に対し天草の風光明媚
な自然や新鮮な食材を楽しんでもらいたい

という天草ならではの「おもてなし」を提供

するため、直に接客される宿泊業者・飲食業

者・サービス業者を中心として行政・観光協

会等と連携し、「ヘルスツーリズム」「ビュー

ティツーリズム」「サラダ」などを組み合わ

せた新たな形の観光メニューを開発。 

 天草の素晴らしい風景や歴史にふれるウォ
ーキングのプログラムや天草の魅力的な食

材や旬の食材がいっぱいの「天草さらだ」を

考案。 

天草さらだとは、天草の旬の食材、天草の塩、

天草の陶器を使って提供する「さらだ」です。

 飲食業者や宿泊
業者など接客業

者同士の連携が

深まりつつある。 

 「天草さらだ」な
どの食のメニュ

ーを通じて、天草

の食材や器など

を知ってもらう

事ができ、天草の

地域資源の周知

に繋がっている。 

 

 

 各メニューの魅力
不足、周知不足。 

 参加事業者同士の
連携がまだまだ弱

い。 

 新たな魅力あるメ
ニュー開発と情報

発信が必要。 

  

 



５ 
 

 「天草謹製ものがたりプロジェクト事業」開発商品 

    
 
「天草南蛮柿島づくりプロジェクト事業」開発商品 

    
 
「天草南蛮もてなしプロジェクト事業」開発商品 

    
 

（４）起業創業支援の現状 

当商工会議所管内では、天草の中心地であるが故に周辺地域からの創業希望者が

比較的多く、当商工会議所でも創業相談支援を行ってきました。しかし、金融機関

や関連する他の機関との連携が密になっていなかったこともあり、思ったほどの創

業実績は上がっていないのが現状です。 

 

３．天草市の今後の方針 

天草市産業政策課では、産業振興の基本方針として、①地域資源を生かしたもの

づくりの推進、②もうかる産業づくりの推進を重点事項として掲げています。その

①の内容としては、「売れる商品づくりを支援」「各種産業の連携による新事業の

創出」「伝統料理、伝統の加工品づくりの継承と産業化を支援」「特定産物の商品

化づくり」「木材や林産物を使った商品開発」「水産物を使った商品開発」等です。

②の内容としては、「もうかる産業づくりを目指した戦略的な販売」「魅力ある商

品の積極的な PR」「海外展開を視野に入れた販路拡大」「賑やかな商店街づくり」

等であるため、当商工会議所としても天草市と連携しながら産業振興に努めていき

ます。 
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４．経営発達支援事業の目標 

上述のような現状と認知度不足、販路開拓支援強化、商品開発支援強化、情報発

信力強化等の課題に対応するとともに一層のブランド力の強化による小規模事業者

の魅力度を高めるため、Ama-biZ と一体となって下記のように支援を行い、小規模事

業者の売上増加と持続的発展と再興を目標とします。また、地域の特性である創業

ニーズに対応し創業支援を目標とします。 

さらに、地域商店街の支援による賑わい創出についても目標とします。 

 

（１）地域資源を活用した 3つのプロジェクトのブラッシュアップ 

3 つのプロジェクトについては、課題を踏まえて下記のような対応を図ります。 

①「天草謹製ものがたりプロジェクト事業」 

・天草地域資源の掘り起こしと、製造小売業者を対象に既存商品の改良、新商品開

発の指導を行う「天草謹製塾」の開催頻度を高め、商品開発を積極的に支援するこ

とで、製造小売業者のやる気を促していきます。 

・認定品の売上増加と素材である農林水産物の需要の増加を図り、安定収入の確保・

雇用拡大に繋げます。 

・生産者や製造小売業者の連携により天草全体の底上げを狙った取り組みを進めま

す。 

・製造業者と地元高校食品科学科の連携による商品開発等を推進することで、天草

への愛着心や就職意識を高め、地元企業への雇用増加と創業へ繋げていきます。 

・世界遺産登録を機に観光関連企業・団体との連携を強化し、「天草謹製」の認知度

の向上を図ると共に観光地としての魅力を更に高め、誘客増加を目指します。 

 

②「天草南蛮柿島づくりプロジェクト事業」 

・プロジェクトメンバーとなる生産者・製造小売業者・飲食店・宿泊業者等との連

携強化を図り、歴史あるイチジクの全国への発信力を高めます。 

・イチジクメニューの開発を進めることで、イチジクの消費拡大を図り、製造小売

業者等の売上増加と雇用拡大を目指します。 

・イチジクの PR を強化することで、魅力を高め観光資源として定着させ、誘客増加

を目指します。 

・イチジク以外でも、四季を通じ、期間限定でスイーツや料理に採用できる食材を

検討し、新たなメニュー開発を行い、年間イベントとしてフェアを開催することを

目指します。 

 

③「天草南蛮もてなしプロジェクト事業」 

・「天草ヘルスツーリズム」には、新たなメニューを開発し、体験することで天草

の魅力を発見して頂き、地域の人々との交流を通じて、新規の集客やリピーターづ

くりに繋げます。 

・｢天草さらだ」メニューの改良開発を行い提供することで、天草の食の魅力を高

め、来島者の増加および売上増加に繋げます。 

・この事業をより魅力的な事業とするために交通機関、旅行会社との新たな連携を

図り、観光事業としての天草ならではの「おもてなし」の開発を目指します。 
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（２）起業・創業支援 

起業創業希望者に対し、Ama-biZ と情報交換をしながら連携した支援を実施して

いくことで、創業企業の増加を目指します。Ama-biZ と連携した支援を行うこと

で、創業の準備段階から創業、創業後のフォローアップまで、きめの細かい伴走

型の支援を行います。 

 

（３）商店街支援 

   過去取り組んできた商店街支援の検証を行い、商店街のリーダーとなる人材育

成等を通じて、商店街としての組織的取り組みを支援していきます。 

  

（４）具体的な数値目標 

    当商工会議所では、下記数値目標を設定し、今後支援を実施していきます。 

 
（単位：万人） 

天草観光客数値目標 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

入込客数 444 450 480 500 510 510

うち日帰り客数 390 395 420 435 440 440

うち宿泊客数 54 55 60 65 70 70

 
（単位：件） 

管内事業所数値目標 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業所数 2,397 2,400 2,405 2,410 2,410 2,410

うち小規模企業者数 2,057 2,050 2,055 2,060 2,060 2,060
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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、日本商工会議所の景況調査に協力する形で毎月、経済動向調査を行

ってきました。さらに、経済動向を大きく左右する消費税率アップに伴うヒアリン

グ調査についても実施しています。また、年 1回通行量調査を行っています。 

しかし、調査結果については充分な分析もすることなく、活用についても小規模

事業者に還元することもなく、指導の参考資料として活用するにとどまっていまし

た。 

今回の経営発達支援計画では、小規模事業者の経営の指針として活用できるよう

天草地域の経済動向や全国の経済動向を調査・分析することで地域の経済動向の特

徴等を把握し、巡回指導、窓口指導を通じて小規模事業者の指導及び事業計画策定

支援の基礎資料として活用します。 

  

（事業内容） 

（１）当商工会議所において、個人の青色申告者の決算指導を毎年約１００件余り行っ

ています。金融相談等では、２期分の決算申告書の提出をお願いしており、その集

積されたデータを基に売上動向、利益動向、設備投資動向、資金調達動向、雇用動

向等を業種別に分析します。 

また、日本商工会議所が業種毎（製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業）

に当月の業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況および自社が直面

している経営上の問題などについて、全国 422 商工会議所の協力により、3,158 企業

を対象に調査を実施しているＬＯＢＯ（早期景気観測）調査のデータと比較するこ

とで、当商工会議所管内の小規模事業者の業種別の特徴や課題の抽出を行い、巡回

指導や窓口指導での支援に役立てます。【拡充事業】 

 

（２）当商工会議所では、日々変化する商業形態における人の流れを把握し、事業所の

経営計画や商店街の活動計画を立てる基礎資料として活用することを目的として、

昭和５０年より毎年、市内中心街の１５箇所で通行量調査を実施しています。平日

と日曜日の２日間、午前１０時から午後８時まで、歩行者、二輪車、四輪車別の通

行量を調査しています。今後は、歩行者の男女別、年齢別等を追加調査することで

調査内容の精度を高めます。 

現在、調査資料は希望者のみに配布していますが、今後は積極的に活用してもら

うため、調査・分析を外部委託して、その調査データを創業希望者の出店場所や既

存事業者の移転、支店出店計画時に立地条件等の検討資料として情報提供すること

で、実態に即した出店計画に繋げていきます。 
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また、資料の冊子を作成し、商店街にも配布することで、品揃えや現状の把握に

役立てます。【拡充事業】 

 

（３）その他調査資料の活用 

①日本政策金融公庫国民生活事業が公表する「起業と起業意識に関する調査」、 

「新規開業実態調査」を整理し、創業支援に役立てます。 

②経済センサス・国勢調査をはじめとする国や自治体の実施する調査、公共職業安

定所が発表する労働力調査の資料など、これらのデータを基に地域における課題を

抽出し、創業支援、巡回指導、窓口指導等で活用します。 

また、起業や雇用の創出等を通じた地域経済の活性化を実現するために有効活用

します。【新規事業】 

 

（４）作成した資料については、相談指導に役立てるとともに各商店街会長へ配付しま

す。また当商工会議所ホームページにより、情報を公表することで、地域の小規模

事業者の経営判断等の資料として活用を促します。【新規事業】 

 

（目標）  

地域内の経済動向を分析することで、地域経済の現状、市場の動向、傾向を把握

し、小規模事業者の将来に向けた収益性向上に繋げ、地域経済活性化の方向性を探

ります。 

地域内の小規模事業者の実態を把握することで、地域の既存事業者の経営改善、

起業創業希望者の資料として、情報提供できるよう、活用しやすい資料を作成する

ことを目標にします。  

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

調査データ 159 165 175 185 195 205

 
青色申告決算指導 100 105 110 115 120 125

金融相談 59 60 65 70 75 80

通行量調査 1 1 1 1 1 1

 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
これまでは、主に金融支援時に「財務分析」を中心に経営分析を行っていました。

経営資源の棚卸、棚卸を通じての事業方向性等の分析は、小規模事業者持続化補助金

申請の計画書作成時等、必要性が生じた時に行うなど、受動的な対応に留まっており、

さらに、商品開発、店舗魅力度を高めるための分析までは至っていませんでした。 

小規模事業者を取り巻く厳しい競争環境の中では、自社の経営状況を把握すること

の重要性は高まっています。 

そこで、今回の計画では、地域の経済動向調査を踏まえて、小規模事業者の持続 

的発展に向け、経営指導員等による巡回指導、窓口指導や各種セミナーの開催等を通

じて、小規模事業者の経営実態の掘り起こしを行うとともに、経営課題を抽出するた

め経営分析を行います。 

高度で専門的な経営分析等については、熊本県商工会議所連合会の専門家派遣制
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度、中小企業基盤整備機構、ミラサポや熊本県よろず支援拠点の専門家派遣を活用し

ます。 

また、Ama-biZ や天草信用金庫等の地元金融機関、熊本県信用保証協会、中小企業

診断士等と連携し小規模事業者の抱える経営上の問題点解決に向けて、より丁寧な伴

走型のサポートを行います。 

 

（事業内容） 

（１）経営分析者の掘り起こし 

①３つのプロジェクト参加者に対しては、従来は経営分析等の対象とはしていません

でした。今後は、３つのプロジェクト参加者に対し接触を強めます。これらの接触を

通じて、３つのプロジェクト参加者の経営状態を把握し、分析対象者の掘り起しや情

報収集を行い、設備の状況・生産能力体制の分析を行います。【新規事業】 

 

②商店街に対しても、巡回指導を通して経営状態を把握し、分析対象者の掘り起しや

情報収集を行い、商品構成やレイアウトの分析などを行います。【新規事業】 

 

③経営指導員等による巡回指導、窓口指導や各種セミナーの開催等を通じて、経営分

析が必要な小規模事業者のピックアップを行う等、分析対象者の掘り起しを行いま

す。【新規事業】 

 

④Ama-biZ との連携を通じて、小規模事業者の分析対象者の掘り起し、情報の収集を

行います。【新規事業】 

 

（２）分析手法と項目 

財務分析以外に、新たな小規模事業者の経営発達を図るため、「商品・サービス」、

「顧客・市場」「競合先」等の分析を通じて、「強み、弱み、機会、脅威」のＳＷＯ

Ｔ分析等を行います。 

財務分析については、経営分析指標との比較を行い、ＳＷＯＴ分析と財務分析を

連携させることで経営状況等の実態を把握します。 

また、３プロジェクトの参加者については、設備の状況・生産能力体制等、商店

街の構成店舗については、商品構成や動線分析、レイアウトの分析等を行います。【拡

充事業】 

 

（３）専門家による高度な分析 

経営分析は、小規模事業者と綿密な意思疎通を図りながら経営指導員等が主体的

に行いますが、収益性向上策や今後の方向性を探る等、高度な分析が必要な場合は、

熊本県商工会議所連合会の専門家派遣制度、中小企業基盤整備機構、ミラサポや熊

本県よろず支援拠点の専門家派遣及び専門知識を有する中小企業診断士等と連携し

て行います。【拡充事業】 

 

（４）経営分析の活用 

経営分析結果については、業種別に整理し、巡回指導、窓口指導時に経営課題の
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解決に活用するとともに事業計画策定の基礎資料として活用します。 

さらに、経営分析結果を年 1 回、業種別にまとめ、業種毎に共通する課題等につ

いてはホームページ等を通じて公表することで、地域の小規模事業者の経営改善に

活用します。【拡充事業】 

 

（目標） 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

巡回指導件数 528 560 600 640 680 720

セミナー開催回数 10 10 10 12 12 12

経営分析件数 

（３つのプロジェクト） 0 5 10 15 20 25

経営分析件数（商店街） 0 5 10 15 20 25

経営分析件数 
（持続化補助金・金融斡旋他） 42 50 50 50 50 50

 

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
3-1 既存事業者について 

これまでは、金融支援、持続化補助金等の補助金申請、経営革新認定支援等経営

計画策定が必要な小規模事業者を対象に事業計画策定支援を行う等、受動的な支援

となっていました。 

しかし、小規模事業者を取り巻く経営環境は変化しており、その中で小規模事業

者の持続的な経営発達を支援していくためには、小規模事業者における PDCA サイク

ルを廻す仕組みを導入することが不可欠となっています。 

そこで、今回の経営発達支援計画では、小規模事業者の事業計画策定を能動的に

支援するとともに事業者が経営課題を解決するため、経済動向調査、経営分析、さ

らには需要動向等の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び熊本県、金融機関、中小

企業基盤整備機構、Ama-biZ、中小企業診断士等とも連携し、伴走型の指導・助言を

行い、小規模事業者の事業の売上増加と事業の持続的発展を図ります。 

特に、当商工会議所の課題である、地域ブランド化の推進、商店街の活性化を進

めていくためには、当商工会議所プロジェクトに参加する小規模事業者や商店街を

構成する店舗に対し、事業計画支援を進めるとともに地域の小規模事業者に対して

も事業計画の必要性を周知して事業計画策定支援に努めていきます。 

 

（事業内容） 

（１）天草謹製認定事業者については、認定後の事業のステップアップを図るため、事

業計画策定を進める等、事業展開をスムーズに進めるための支援を行います。【新

規事業】 

 

（２）商店街構成店舗については、巡回指導・窓口指導を通じて、事業計画策定の必要

性を説明するとともに、小規模事業者持続化補助金の活用等についても説明するこ
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とで、事業計画策定の掘り起こしを行います。【新規事業】 

 

（３）事業計画策定に関するセミナー・個別相談会や小規模事業者持続化補助金・もの

づくり補助金等各種補助金の個別相談・指導により、事業計画策定を目指す小規模

事業者の掘り起こしを行います。【拡充事業】 

 

（４）経営指導員、経営支援員の窓口指導、巡回指導時に小規模事業者からの相談を受

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います。【拡

充事業】 

 

（５）Ama-biZ との役割分担においては、事業計画策定については当商工会議所で実施

することになっており、Ama-biZ と連携して事業計画策定を目指す小規模事業者に

ついて情報交換を行い、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行いま

す。【新規事業】 

 

（６）３つのプロジェクトで事業を進めるにあたって、設備投資等の必要性が生じた場

合は、ものづくり補助金、持続化補助金等の補助金活用、さらには金融支援が必要

な場合は、小規模事業者経営発達支援融資等の活用を進め、事業計画策定支援を行

います。【拡充事業】 

 

（７）事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、各種補助金や天草市産業振

興チャレンジ基金事業の各種補助金等の申請に際して、事業計画の策定支援を行い

ます。【新規事業】 

 

（８）小規模事業者の事業計画策定が進まない要因として、事業計画策定が難しいと感

じられる小規模事業者が多く見受けられます。そこで当商工会議所では、新たに事

業計画の簡易版となるオリジナル「１シート事業計画書」を作成し、小規模事業者

が事業計画策定に取り組みやすい仕組みを構築します【新規事業】 

 

（９）経営革新などの新たな取組みや経営改善に向けた各種補助金・小規模事業者経営

改善資金・小規模事業者経営発達支援融資等の利用に伴う事業計画策定の支援を行

います。【新規事業】 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28年度 29年度 30 年度 31 年度

セミナー・説明会開催回数 2 2 2 3 3 3

事業計画策定事業者数 38 45 45 50 40 40
うち 3プロジェクト参加事業者 0 0 5 5 8 8

うち持続化補助金 25 20 20 20 20 20

うち天草市産業振興チャレ

ンジ基金事業 
0 15 16 17 - -

うち その他 13 5 4 8 12 12
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3-2  創業者・第二創業（事業承継）について 

創業希望者は窓口で随時対応し、事業を開始するための心構えから事務的な各種

届出、事業計画作成セミナー、各種融資制度の紹介・あっせんなど、Ama-biZ と連

携しながら、確実な創業支援を行い、創業計画策定に繋げていきます。 

 

（事業内容） 

（１）Ama-biZ と連携して開催する創業塾を通し、創業・第二創業（事業承継）を促進し、

希望者に対し経営全般的な知識の向上と計画書の策定支援を行います。【新規事業】

  

（２）創業相談者に対しては、住所・氏名・連絡先・相談内容を記載する相談カードを

作成し、経営指導員や経営支援員間で情報の共有を図り、創業塾の開催案内や創業

に関する重要な情報があった場合は、電話・郵送等にて希望者に対し情報提供を行

う仕組みを作ります。【新規事業】 

 

（３）創業希望者の現勤務先の事業主が当商工会議所へ出入りしている場合は、相談に

行きにくいことから、新たに相談者の希望に応じた「時間外相談サービス」を実施

する等、相談機能を高めます。また、新サービスを周知するために会報やホームペ

ージ、行政広報誌を活用して積極的に PR 活動を行います。【新規事業】 

 

（４）創業希望者向けの創業準備・開始セット（創業希望者が始めに書くノート、開業

届、事業計画書のフォーム、日本政策公庫・県・市の融資制度パンフレット、創業

者向け事業事例集など）を用意することにより、経営指導員や経営支援員が創業の

心構えから事業計画策定までの支援を迅速に対応できるように工夫します。【新規

事業】 

 

（５）熊本県創業者支援資金の申し込みについては、申込者と金融機関、信用保証協会、

当商工会議所指導員による４者協議を開催し、融資についての検討や本人への支援

策等のアドバイスを行い創業計画のブラッシュアップをします。【拡充事業】 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31 年度

創業塾(Ama-biZ と連携) 0 1 1 1 1 1

創業者支援数     11 15 20 25 25 25

４者協議 5 7 10 10 10 10

第二創業者支援数 3 4 4 4 4 4

 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
事業計画策定後の支援については、これまでは、必要に応じ巡回指導・窓口指導で、

実地訪問やヒアリングによる現状確認を行い、フォロー支援や計画の改善に向けた支

援を実施してきました。 

事業計画策定支援で記載したとおり、事業計画の達成を図るためには、小規模事業
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者における PDCA サイクルを廻す仕組みを導入することが不可欠となっています。 

そこで、今回の計画では、PDCA サイクルを廻しながら、計画の実践を継続すること

が出来る経営体制となるように、定期的な巡回によるフォロー支援を行い、小規模事

業者の売上（付加価値）の向上につなげるとともに小規模事業者が抱える課題解決、

経営力発達に繋げることで、事業計画達成に向けた支援を行います。 

また、創業者に対しても、計画策定後の実施支援を行うことで、創業計画の達成に

向けての支援を行います。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定後に、最初の１年間は、３ヶ月に１回程度訪問し、その後は６か月

毎に３年程度を目処に進捗状況の確認を行うとともに必要な指導・助言を行いま

す。【拡充事業】 

 

（２）専門的な指導が必要な場合は、熊本県商工会議所連合会の専門家派遣制度、中小

企業基盤整備機構、ミラサポや熊本県よろず支援拠点の専門家派遣や Ama-biZ など

各種の専門家派遣事業を活用し支援を行います。【拡充事業】 

 

（３）天草謹製認定者に対しては、売り上げ状況・売上先を把握し、フォローアップを

行います。最初の１年間は、１ヶ月に１回程度、販路開拓の助言指導を行います。

【拡充事業】 

 

（４）事業計画策定後に、国・県の各種支援事業及び天草市の新商品開発・設備投資利

子補給制度等の各種補助金制度について、事業所への周知を行い、活用すべくフォ

ローアップを行います。【拡充事業】 

 

（５）創業後は早い段階でフォローアップを行い、当初は３ヶ月以内に、その後は６ヶ

月毎に３年程度を目処に伴走型の支援を行います。また、専門家のフォローアップ

が必要であれば、熊本県商工会議所連合会の専門家派遣制度、中小企業基盤整備機

構、熊本県よろず支援拠点の専門家派遣や Ama-biZ を活用しながら積極的にフォロ

ーしていきます。【拡充事業】 

 

（６）天草謹製認定者で開発した商品に新規性等が認められる小規模事業者に対しては、

経営革新認定に向けての支援を行う等、継続的な支援を行うことで認定小規模事業

者のステップアップにつなげ、天草謹製認定者の経営力向上を進めます。【新規事

業】 

 

（７）小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等の計画作成支援を行う際に事業

内容に新規性等が認められる事業者について、経営革新認定に向けて支援を行い、

継続的で伴走型の支援を進めることにより、小規模事業者のステップアップ等に繋

げ、小規模事業者の経営力向上を進めます。【新規事業】 
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（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31 年度

経営計画策定事業所数 38 40 45 50 40 40

策定事業所への訪問回数 60 64 72 80 64 64

創業計画策定事業所数 13 15 16 17 10 10

策定事業所への訪問回数 41 48 51 54 32 32

 

5. 需要動向調査に関すること【指針③】 
これまでの需要動向調査については、巡回指導、窓口指導の機会を通じて小規模事

業者からヒアリングで確認する等、小規模事業者の支援を目的に体系的な取組は行っ

てきませんでした。また、熊本県が行う消費動向調査については、ヒアリング調査は

行ってきたものの、その集計データについては、活用してきませんでした。 

消費者ニーズが多様化、複雑化する中では、商品構成、商品開発、販促支援、販路

開拓にはターゲットにする消費者の需要ニーズをつかむことが必要となっています。

そこで、今回の計画では、需要動向調査により事業者ニーズと消費者ニーズを把握

し、小規模事業者の実態把握と需要と供給のギャップ等の課題の抽出を行います。 

また、上記の経営分析を踏まえ、今後の戦略の方向性が市場ニーズに見合ったもの

にするために需要動向に関する情報の収集・整理・分析を行います。 

 

（事業内容） 

（１）「天草謹製認定商品」について、新たに地域のホテル・旅館や土産品店等の観光関

連業者と消費者(観光客)を対象として、１年に１回アンケート調査を行い、外部機

関を活用し、味、価格、パッケージ等、既存商品の評価分析を行います。 

ニーズ調査については、巡回指導、窓口指導を通じて、既存商品の改良や新製品

開発に活用します。【拡充事業】 

 

（２）「天草南蛮柿フェア」の参加事業者に対し、フェア終了後に年１回、売上の状況調

査及び四季を通して商品の素材として使用できる地域資源についての調査をおこな

います。また、今後は消費者ニーズに応えるため、消費者に対して、商品の評価、味、

価格、見栄え等、について調査をします。なお、調査にあたっては、外部機関を活用

しアンケート及びヒアリング調査を行い商品改良や新製品開発に活用します。【拡充

事業】 

 

（３）「天草南蛮もてなしプロジェクト」の参加事業者に対し年１回売上状況や事業者間

の連携具合などを調査します。また、参加者に対しては、ツーリズム、サラダ、エス

テのメニューに対する感想や要望等について調査します。なお、調査にあたっては外

部機関を活用しアンケート及びヒアリングにより調査を行い、新たなメニュー開発等

に活用します。【新規事業】 

 

（４）天草地域には、地域の経済状況で記載したように、多くの地域資源を有していま

す。これらの地域資源を新たな商品開発に繋げるために、上記で実施します。 
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アンケート調査に、有する地域資源のイメージや活用方法等についても調査しま

す。なお、調査を検討している地域資源としましては、「オリーブ」「天草大王」「天

草陶磁器」「下浦石」等を考えています。【新規事業】 

 

（５）アンケート及びヒアリング調査で得た結果は、ホームページで公開し、地域の小

規模事業者の商品開発へ繋げます。【新規事業】 

 

（６）商店街を構成する個店支援のためには、熊本県が公表する消費動向調査の調査結

果に基づき、地域内での買い物動向の特徴などを整理し、商店街及び構成店舗への

情報を提供します。また、ホームページに掲載し、地域の小規模事業者の品揃えに

活用していきます。【新規事業】 

 

（７）全国的な情報に関しては新聞、業界紙、行政等から発信された情報を整理し、全

国的な消費者のトレンド情報を提供していきます。 

なお、情報収集に当たっては、経営支援員が行うことで情報トレンドに対するア

ンテナを高めるとともに経営指導に役立てます。【新規事業】 

 ≪情報収集内容≫ 

・日本経済新聞  ・日経 MJ  ・日経ビジネス   

・ｅ－中小企業ネットマガジン  ・商業界等 

 

（８）情報の共有 

小規模事業者の個別分析結果の他、ヒアリング時に収集された情報、さらには需

要動向により確認された情報については、毎週開催する経営指導員と経営支援員の

連絡会議で情報交換を行い、情報の共有化をするとともに、経営分析スキルの向上

に役立てます。【拡充事業】 
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（目標） 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31 年度

天草謹製アンケート(事業者) 12 12 14 16 18 20

天草謹製アンケート(消費者) 0 50 60 70 80 90

天草南蛮柿フェアアンケート

(事業者) 
11 19 20 20 20 20

天草南蛮柿フェアアンケート

(消費者) 
197 200 200 200 200 200

天草南蛮もてなし(事業者) 0 0 10 10 10 10

天草南蛮もてなし(消費者) 0 0 100 100 100 100

 

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、平成２０年度より３回に渡り実施した全国展開事業を通じて、東京・

大阪・福岡などで展示会・商談会に参加し、天草謹製認定者の販路拡大を支援してき

ました。しかしながら、小規模事業者であるが故に、大量生産や商品の品質表示など

バイヤーのニーズに応えられず、成約・売上に繋がらない事業者が多く見かけられま

した。 

そこで、今後は、専門家による個別指導やセミナーの開催により、品質表示の問題

解決、さらにはバイヤーの求める商品の開発及び商品のブラッシュアップの支援を行

います。生産増加のための設備投資支援や材料確保のため生産者等の連携についても

支援していきます。また、他の団体・企業の開催する商談会・展示会への参加支援を

行います。 

商店街については、過去に展開した支援策を検証するとともに連携して事業を進め

るためには、人材の育成が重要と考えています。 

 

（事業内容） 

（１）天草宝島物産公社等が開催する商談会、展示会や福岡市等の地域外で開催される

商談会や展示会、販売会への参加支援を行います。 

また、商談会・展示会に参加する小規模事業者に対しては、商談会・展示会での

陳列方法・商品特徴の整理方法等について事前に支援することで成約向上を図りま

す。【拡大事業】 

 

（２）地元や県内外で開催される商談会、展示会、販売会などの情報提供を行うととも

に参加支援を行います。 

また、商談会・展示会に参加する小規模事業者に対しては、商談会・展示会での

陳列方法・商品特徴の整理方法等について事前に支援することで成約向上のための

支援を行います。【拡大事業】 

 

（３）Ama-biZ と連携による支援体制の強化 

① Ama-biZ のセンター長、副センター長を相談員として依頼し「天草謹製塾」を開

催、既存商品のブラッシュアップや新商品開発、販路開拓支援を行います。【新規

事業】 
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② 天草謹製認定者等については、島内を主体に販売する小規模事業者と島外へ販

路開拓事業展開を図る小規模事業者と販売戦略が異なる小規模事業者に分けるこ

とができます。 

そこで、Ama-biZ と連携して、島内外への販路開拓を展開していく事業者に向け

て、商談会や販売会参加時における課題を解決し、成約に繋げるための商品陳列や

バイヤーとの交渉セミナーを開催します。【新規事業】 

 

（４）フォローアップによる成約向上のための支援 

商談会・展示会でバイヤーなどから指摘された事項等については、熊本県商工会

議所連合会の専門家派遣制度、中小企業基盤整備機構、ミラサポや熊本県よろず支

援拠点の専門家派遣を活用して継続的に支援することで成約に向けて支援します。 

また、生産体制について、設備投資が必要となる場合は、補助金や制度融資など

の情報提供を行い、生産体制の向上について支援します。 

さらに、原材料の調達が必要になる場合は、生産者、JA 等との橋渡しを行う等地

域総合経済団体として中核的な機関としての役割を果たします。【新規事業】 

 

（５）天草謹製認定審査会を公開で開催することにより、マスメディアに対して情報提

供し、認定商品のＰＲや販路開拓支援に繋げます。 

また、各個店のホームページの掲載の仕方や見せ方など、外部専門家より指導を

行います。【新規事業】 

 

（６）商店街の活性化については、空店舗や空きスペースを学校行事の発表の場として

提供し、地域と消費者を巻き込んだイベントを開催します。そうすることで、商店

街の必要性についてのアピールが可能になります。イベントによる賑わいの創出に

加えて、個店同士の連帯感の醸成や後継者育成、リーダーの発掘などに繋げていき

ます。 

また、商店街の行う夜市や 100縁
えん

笑店街
しょうてんがい

、市が開催する街中ギャラリーなどにつ

いても市や商店街と連携しながら開催支援を行い、商店街を構成する個店の売上増

加を目指します。【拡充事業】 

 

（７）商店街の若手を対象にしたリーダー塾の開講 

商店街の活性化のためには、リーダーの育成が不可欠と考えています。新たに商

店街の若手経営者を対象に「リーダー塾」を開講し、将来を担う人材育成を図って

いきます。 

なお、開講については、後記の「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」で商店街の若手経営者との定期的な情報交換を新たな事

業として企画していますので、その情報交換を発展する機会として捉えており、平

成２９年度からの開設を計画しています。【新規事業】 
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  （目標） 
支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

商談会、展示会、販売会参加の支援件数 5 5 10 10 10 10

｢天草謹製塾｣の開催 2 2 4 4 4 4

セミナー等の開催 2 2 2 2 2 2

｢天草謹製｣の認定企業数・認定商品数 
15 社

20 品

18 社 

23 品 

20 社 

25 品 

22 社 

28 品 

24 社 

31 品 

26 社

35 品

「天草謹製認定審査会」の開催 1 1 1 1 1 1

リーダー塾 0 0 0 1 1 1

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

当商工会議所では、地域の活性化と小規模事業者の売り上げ増加を図るため、「天

草ほんどハイヤ祭り」や「桜まつり」、「本渡の市」など、多くのイベント事業を開催

しています。実施しているイベント事業は、それなりの賑わいを見せてはいるものの

イベントの内容に魅力が乏しく、集客数も横ばいの状況であり、小規模事業者の売り

上げ増に繋がっていないのが現状です。そこで、組織体制やイベント内容の見直し、

集客の方策等の検討が必要となっています。 

一方、天草地域にとって、「天草五橋開通５０年記念」、「雲仙天草国立公園編入

６０周年記念」を迎え、天草市河浦町﨑津集落の「世界文化遺産」に登録される予定

であることから、注目を受けており、観光客も増えつつあります。これを絶好のチャ

ンスと捉え、交流人口の増加を目指し、地域活性化に資する取組を進めていきます。

 

(事業内容) 

（１）地域活性化会議の創設 

天草宝島観光協会、天草宝島物産公社、熊本県天草広域本部、本渡旅館組合、本渡

飲食業組合、本渡スナック組合、本渡中央商店街振興組合、天草市との連携を強める

ため、新たに「地域活性化会議(仮称)」を創設し、その中で、地域活性化の方向性を

検討するとともに、地域を巻き込んだイベントの開催によって、小規模事業者の売上

アップと地域の活性化に繋げていきます。【新規事業】 

 

（２）イベント事業の見直し 

上記のとおり、下記のイベントを行っていますが、課題も抱えており、今後の賑わ

い創出のために、イベント事業の見直しを進めていきます。【拡充事業】 
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イベント 現状と課題 見直し方策 

天草ほんど 

ハイヤ祭り 

（子ハイヤ） 

（花火大会） 

（道中総踊り） 

<現状> 

・市民総参加の一大行事として毎

年開催しており、天草島内外から

多くの観客が訪れている。 

 

<課題> 

・スタッフ不足、スタッフの高齢

化。 

・日帰り客が多く、宿泊に繋がっ

ていない。 

・観光イベントとして観光業者と

の連携不足。 

・PR 不足。 

・参加団体との連携強化を図り、実

行委員会の若返りと新たな人材の

確保、新たな魅力あるイベント企画

の提案。 

・旅行会社とのタイアップや天草宝

島観光協会との連携によるモニタ

ーツアーの開催。 

・新たなる天草の観光地を巡るコー

スの設定、紹介、連携。 

・SNS やメディアの活用による PR

と情報提供。 

上記により、交流人口の増加を図

り、小規模事業者の売上増加に繋げ

る。 

桜まつり 

（天草招魂祭か

ら引き継がれ地

域活性化を目的

に開催） 

<現状> 

・イベントのマンネリ化。 

・それなりの賑わいがある。 

 

<課題> 

・賑わいが売上に繋がっていない。 

・中心商店街のイベントにとどま

っている。 

・文化行事・体育行事の開催が事

業と連動していない。 

・新たな企画、新たな試みの検討。 

・賑わいを自分のお店に引き込むた

めの方策についての指導・セミナー

等の開催。 

・商店街が行う自主的なイベントの

提案。 

・周辺町との連携 

・賑わいを自分のお店に引き込むた

めの方策についての指導・セミナー

等の開催。 

・物産展や農産物の販売拡大 

・周辺町との連携 

本渡の市 

(本渡諏訪神社

例大祭に伴う事

業) 

 

（３）組織体制の見直し 

 これまで各種行事の運営組織は、市、県、地元青年会議所等の各種団体で組織され、

イベントを実施してきましたが、各種団体との連携が希薄になりつつあり、高齢化と

スタッフ不足が進んでいます。そこで、再度連携を深めるために各種団体へ活性化協

議会(仮称)への参加を促し、地域活性化の方向性を検討、明確化することで、各団体

の当事者意識が強まります。 

また、連携が強化されることで、新たな人材の確保が可能となり、組織体制の見直

しを行い新たな魅力ある企画が生まれることが期待でき、地域の活性化に寄与してい

きます。【新規事業】   

 

（４）交流人口増加を図り、集客を売上に繋げるためのセミナーの開催 

小規模事業者の売上に繋がるように、下記のセミナーを開催します。 

①地域資源を活用した魅力ある菓子と料理を開発するためのセミナー【新規事業】 

②日本人の観光客のみならず外国人客への対応ができる接客技術の向上と、売上につ

ながる個別イベント、同時に天草の独自のもてなしに関するセミナー【新規事業】 
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（５）若年者の起業意識の醸成 

若者を将来、起業へと導くために天草市主催の「天草宝島起業塾高校生コース」に

協力し、創業に対する心構えや事業計画策定手法（特に天草産品の活用や天草の地域

特性を生かした計画策定等）を指導し起業に繋げていきます。【新規事業】 

 

（６）合同企業説明会 

天草で働きたい人と地域内事業所が求める人材とのマッチングがうまくできておら

ず、地域外への雇用流出につながっている。そこで、双方のマッチングを図ることに

より、地域内雇用へと繋げることで、地域経済の活性化に寄与する。 

なお、本説明会は、当商工会議所と天草市・牛深商工会議所・天草市商工会・苓北

町商工会が連携を取りながら、合同企業説明会を開催します。 

連携して開催することで、より多くの企業の参加を図り、地元で働きたい方に地元

企業を知っていただく機会を作ることができます。求人票だけでは書き表せられない

採用にかける思いと、地元企業の魅力を直接伝えることができる貴重な場所を提供す

ることで、地元企業への就職者を増やし、労働力人口の地区外流出に歯止めをかけ、

地域経済活性化の一助とします。 

早い時期からのＰＲや告知により３０社の参加を目指します。【拡充事業】 

 

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 
中小企業支援機関の中で、当商工会議所は地域的にも経済的にも天草の中心に有り、

組織的にも支援の中核的存在としての役割を果たしていきます。 

また、成功事例の情報共有を図り、支援ノウハウの向上に努めていきます。 

 

(事業内容) 

（１）Ama-biZ との連携 

Ama-biZ と Ama-biZ を設立した５団体とが連携し、起業・創業者、既存事業者を支

援しています。月１回の定期的な情報交換の場が設けられることにより、支援の現状

や支援ノウハウ等を共有化し、起業創業者の立ち上げからの支援及び相談者等への的

確な支援を行います。【新規事業】 

 

（２）日本政策金融公庫、地元４金融機関(天草信用金庫・肥後銀行・熊本銀行・熊本

県信用組合)、熊本県信用保証協会との連携 

設備資金や運転資金を必要とする小規模事業者については、日本政策金融公庫ある

いは、地元金融機関や熊本県信用保証協会と緊密な連携を取りながら、小規模事業者

の現状把握と事業計画策定等により、融資申込から融資後のフォローまで継続的に支

援を行います。【新規事業】 

 

（３）天草宝島観光協会、天草宝島物産公社との連携 

 ３つのプロジェクトの事業については、天草の地域資源を活用した天草のブランド

化や天草の観光資源であるすばらしい風景や歴史、魅力的な食材、おもてなし等によ

り、交流人口を増やしていく事業であり、３つのプロジェクトの参加事業者に対して、
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天草宝島観光協会と天草宝島物産公社及び当商工会議所が連携しながら、商品開発や

販路開拓等の支援を行い、小規模事業者の売り上げ増加と持続的発展に繋げていきま

す。【新規事業】 

 

（４）地域の商店街の若手経営者との４か月に１回程度の情報交換の場を開催し、商店

街の現状、改善のための方策を検討することにより、商店街支援ノウハウの向上を図

ります。また、商店街のリーダー育成に貢献していきます。【新規事業】 

 

2. 経営指導員等の資質向上等に関すること 
当商工会議所の研修については、体系化されてなく、勤務年数に応じて、マニュア

ル的に研修会を受講するような体形でした。 

今後については、経営指導員、経営支援員等のスキルに応じて研修する内容を決定

することにより、不足するスキルの向上につなげます。 

中小企業基盤整備機構・日本商工会議所等が主催する研修会の参加に加え、熊本県

商工会連合会や熊本県商工会議所連合会が主催する研修会にも積極的に参加します。 

また、中小企業大学校が主催する売上や利益確保に資する研修会へも計画的に参加

し、経営指導員等のスキルアップに繋げ、支援能力の向上を図り、小規模事業者の持

続的発展に寄与すべく資質向上に努めます。 

 

(事業内容) 

（１）職員の資質向上に関する取り組み  

熊本県商工会議所連合会の主催する経営指導員研修は、一般研修５時間以上を含む

合計２０時間を受講します。経営支援員と記帳指導業務担当者を対象にした経営支援

員研修は合計９時間を受講します。 

また、対象者毎に基礎研修、中堅研修、管理職研修にも参加します。これらの研修

は、一般職員も受講可能となっており、可能な限り受講に努めます。研修内容は、金

融・補助金申請・税務・法務・労働・経営革新・経営改善・創業・後継者育成・販路

拡大・売上アップ・収益力アップ等企画されています。 

天草地区指導員協議会の指導員研修会にも積極的に参加し、経営指導のスキルアッ

プを図ると共に島内企業の情報や指導ノウハウ等の情報交換を行います。【拡充事業】 

 

（２）研修勉強会の開催 

上記の研修に参加したものは、研修内容を他の全職員で共有するために、報告書を

作成、その報告書を所内ネットワークにて閲覧可能とすることで、一般職員を含めた

全職員間の情報共有を行います。 

さらに、新たな仕組みとして、研修勉強会を研修に受講した翌月に開催し、研修内

容の共有化を一層進めます。【新規事業】 

 

（３）組織内での共有に関する取り組み 

専門家派遣事業等に於いては、相談時に経営指導員等が同席し、専門家の指導ノウ

ハウや知識・情報を吸収することで、指導能力向上を図ります。 

毎週１時間程度、経営指導員及び経営支援員との連絡会議を開催し、相談案件につ
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いて、成功事例や失敗事例等の対応及び今後の支援など、情報交換と意見交換を行い、

職員間の連携と情報の共有を図ると共に、お互いの支援案件のアドバイスの場としま

す。 

新たな取り組みとして、経営指導員の行う指導業務に経営支援員を同席・帯同させ、

支援に関する基礎的な知識とノウハウ等について学ぶことで、事業所への更なる指導

対応力の向上を図ります。また、決算・申告指導時に一般職員も同席させることで、

一般職員のスキルアップも図ります。 

当商工会議所で開催する各種セミナーに於いては、担当者だけでなく、一般職員も

含めた職員全員参加とすることで、情報と知識の習得を図り、商工会議所職員のスキ

ルアップに努めます。【新規事業】 

 

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・見直しを行います。 

 

〈事業の実施計画・評価イメージ図〉 

 

 
 

①外部有識者である中小企業診断士、天草市の担当課長、Ama-biZ センター長や当商

工会議所事務局長、経営指導員で構成します。 

「経営発達支援事業検証委員会(仮称)」を設立することにより、事業の実施状況、

成果の評価・見直し提言を行います。 
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②この提示を受けて、経営指導員会議で改善策を練り、見直しの方針を決定します。

 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、当商工会議所の正副会頭会議及び

常議員会へ報告し、見直し・計画について承認を受けます。 

 

④事業の成果・評価・見直しの結果については、本渡商工会議所のホームページ

(http://www.hondo-cci.or.jp/)で計画期間中公表します。 

 



（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 4 月現在）

（１）組織体制 

経営発達支援事業の実施に当たっては、経営指導課の職員を中心として、必要に応

じて総務課の一般職員をこれにあてるものとしますが、この事業が本渡商工会議所一

体で取り組む事業であることを職員一人一人が強く認識し、職員間の連携を軸とし

て、事業を執行していくものとします。 

  

①【事務局職員】（単位：人） 

事 務 局 長 経営指導員 経営支援員 一 般 職 員 計 

１ ４ ３ ４ １２ 

 

②【組織体制図】 
              

        経営指導課 
（中小企業相談所）

  経営指導員 ４名  

経営支援員 ３名 

計７名           

  
事務局長 

          

            

        
総務課 

  
一般職員 ４名 

          

 

（２）連絡先 

（〒863－0022）熊本県天草市栄町 1番２５号 

          本渡商工会議所・経営指導課（中小企業相談所） 

             堀田事務局長 

             高尾相談所長 

             山下指導課長 

             浜指導係長 

             山田経営指導員 

    

   ＴＥＬ０９６９-２３－２００１・ＦＡＸ０９６９－２４－３３４０ 

   Email：soudan@hondo-cci.or.jp   HP: http://www.hondo-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） 

 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 5,900 9,700 9,000 9,200 10,000

 

天草謹製ものがたり事業 

 審査会 

 商品開発（専門家指導） 

 謹製塾の開催 

 展示会・商談会等の出展 

 広報・PR 

 アンケート調査分析委託 

 

天草南蛮柿島づくり事業 

 商品開発（専門家指導） 

 フェアの開催・広報・PR 

 アンケート調査分析委託 

 

天草南蛮もてなし事業 

 商品開発（専門家指導） 

 広報・PR 

 アンケート調査分析委託 

 

創業・第二創業支援 

 事業計画策定セミナーの開催 

 事業計画策定専門家指導 

 

経営計画策定支援 

 セミナーの開催 

 専門家指導 

 

地域活性化（商店街等支援） 

 セミナーの開催 

専門家指導 

通行量・消費者購買動向調査・分

析委託 

イベント開催に伴う調査・分析委

託 

 

職員スキルアップ研修参加 

 

調査結果周知広報（ＨＰ・チラシ・

冊子等）  

1,500

300

200

0

300

500

200

900

200

500

200

900

200

500

200

400

200

200

600

300

300

1,200

200

200

800

0

300

100

2,500

300

200

300

800

700

200

1,200

300

700

200

1,000

300

500

200

600

300

300

1,000

500

500

2,600

500

300

800

1,000

500

300

2,500

300

200

300

800

700

200

1,200

300

700

200

1,000

300

500

200

600

300

300

1,000

500

500

1,600

500

300

800

0

800

300

2,500 

300 

200 

300 

800 

700 

200 

 

1,200 

300 

700 

200 

 

1,000 

300 

500 

200 

 

600 

300 

300 

 

1,000 

500 

500 

 

1,600 

500 

300 

800 

 

0 

 

 

1,000 

 

300 

2,500

300

200

300

800

700

200

1,200

300

700

200

1,000

300

500

200

600

300

300

1,000

500

500

2,600

500

300

800

1,000

800

300

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

会費、国補助金、熊本県補助金、天草市補助金、事業受託費（各種手数料収入） 

 

（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。 

 

 



（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 

・金融支援 

・事業者の伴走型支援・連携 

・創業者支援連携 

・セミナーに関する連携 

・各種商談会・展示会・販売会に関する支援 

・専門家派遣に関する支援 

・合同企業説明会に関する連携 

・各種イベントに関する支援 

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 

   熊本県知事 蒲島 郁夫           熊本市中央区水前寺 6丁目 18-1   TEL:096-333-2316 

２ 天草市 経済部 産業政策課 

天草市長 中村 五木           天草市東浜町 8番 1号      TEL:0969-23-1111

３ 熊本県商工会議所連合会(熊本商工会議所) 

会長(会頭) 田川 憲生               熊本市中央区横紺屋町 10         TEL:096-354-5484 

４ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構      

理事長 高田 坦史           東京都港区虎ノ門 3-5-1       TEL:03-3433-8811 

５  ミラサポ                          https://www.mirasapo.jp/            TEL:0570-057-222 

６ 熊本県よろず支援拠点 

コーディネーター 鹿子木 康       上益城郡益城町 2081-10          TEL:096-286-3355 

７ 一般社団法人 天草市起業創業・中小企業支援機構(Ama-biZ)  

理事長 池田 正三郎           天草市中央新町 3-17            TEL:0969-24-5555 

８ 牛深商工会議所 

会頭 益田 政昭             天草市牛深町 215-1        TEL:0969-73-3141 

９ 天草市商工会 

会長 﨑本 弘訓             天草市本渡町本渡 2547-2      TEL:0969-23-2020 

 

        

      連携事業者  

 

 

 

 

連携項目 
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金融支援 ○             ○ ○   

事業者の伴走型支援・連携     ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○     ○   

創業者支援連携         ○ ○     ○ ○   

セミナーに関する連携   ○ ○    ○           

各種商談会、展示会、販売

会に関する連携 
  ○               ○ ○

専門家派遣に関する支援   ○ ○ ○ 〇 ○      ○     

合同企業説明会   ○       ○ ○ ○       

各種イベントに関する支援   ○               ○ ○



10 苓北町商工会 

会長 岩下 忠              天草郡苓北町江津深江 4535-2    TEL:0969-37-1244 

11 熊本県信用保証協会 

会長 真崎 伸一                  熊本市中央区南熊本 4丁目 1-1   TEL:096-375-2000 

12 地元金融機関 

（天草信用金庫 理事長 山田  清和）   天草市太田町 9番地 3      TEL:0969-24-1177 

13  一般社団法人 天草宝島観光協会  

会長 永田  章一                       天草市中央新町 15-7        TEL:0969-22-2243 

14 天草宝島物産公社  

会長 野崎  健                      天草市中村町 10-8          TEL:0969-23-1111 

 

連携体制図等 

 

 

 

 



 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 本渡商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1日から平成 32 年 3 月 31 日 

目  標 

これまで当商工会議所が取り組んできた「天草謹製ものがたりプロジェクト事

業」「天草南蛮柿島づくりプロジェクト事業」「天草南蛮もてなしプロジェクト事業」

の３事業を始めとした地域資源を活用した事業をブラッシュアップし、販路開拓・

商品開発・情報発信力の支援強化を図ります。 

また、創業企業の増加を目指し、創業後３年まできめの細かい支援を行います。

商店街支援は、過去の取組みを検証し、組織的取り組みを支援する事でにぎわい創

出を目標とし、以下の数値目標を掲げます。 
（単位：万人）

天草観光客 数値目標 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

入込客数 444 450 480 500 510 510
うち日帰り客数 390 395 420 435 440 440
うち宿泊客数 54 55 60 65 70 70

（単位：件）

管内事業所 数値目標 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業所数 2,397 2,400 2,405 2,410 2,410 2,410

うち小規模企業者数 2,057 2,050 2,055 2,060 2,060 2,060
 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

(1)事業者の調査データを基に、業種別の売上動向・利益動向・設備投資動向等を

分析。既存事業者向けの資料を作成します。 

(2)経営分析者の掘り起しを行い、経営分析結果を経営課題の解決に活用するとと

もに、事業計画策定の基礎資料として活用します。 

(3)事業計画作成の必要性を周知し、事業計画策定支援に努めます。 

(4)創業・第二創業を促進し、創業希望者に対して経営全般的な知識の向上と創業

計画書の策定支援を行います。 

(5)事業計画策定後は、巡回指導を頻繁に行い、進捗状況を確認。必要があれば専

門家派遣、融資あっせん、補助金制度の情報を周知し経営力向上を進めます。 

(6)各種アンケート・ヒアリング調査を実施し、事業者と消費者のニーズを把握、

需要と供給のギャップ等の抽出を行います。 

(7)専門家による個別指導やセミナーの開催によりバイヤーの求める商品開発及

び商品のブラッシュアップの支援を行います。また商談会・展示会への参加支援

を行います。 

(8)地域活性化会議（仮称）を創設し、地域活性化の方向性の検討を行い、イベン

トを実施することで、小規模事業者の売上アップと地域活性化につなげます。 

(9)作成した資料は、HP 等に公表し、小規模事業者の経営判断等の資料とします。

連絡先 

住所：熊本県天草市栄町１－２５ 

電話：0969-23-2001  FAX:0969-24-3340 

HP: http://www.hondo-cci.or.jp/ 

 


