
経営発達支援計画の概要 

実施者名 山鹿商工会議所（法人番号 6330005003257） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 山鹿商工会議所は、地域の小規模事業者が抱える課題に対し、事業者と共に解

決に向け取組むことで持続的な地域産業振興を図るため、「外貨獲得産業である観

光産業振興の支援」、「地域の生活質（QOL）向上を支援する生活支援産業の振興」、

「創業者支援と事業承継支援体制の強化」を主な取り組みとする 5 ヵ年計画を作

成しこれに取組みます。 

事業内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業 

 

 1.地域の経済動向調査に関すること 

  （１）地域景況調査の実施 

（２）観光実態調査の実施 

（３）通行量調査の実施 

 2.経営状況の分析に関すること 

  （１）セミナー開催を通しての小規模事業者の掘り起こしと現状把握 

（２）経営自己診断システムの積極的活用 

 3.事業計画策定支援に関すること 

  （１）創業予定者に対する事業計画策定支援 

  （２）事業計画策定に関するセミナー及び個別相談会の実施 

 4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

  （１）定期的（四半期毎）なフォローアップ実施 

  （２）事業計画の達成に向けた金融支援の実施 

  （３）事業計画の達成に向けた補助事業、支援施策の紹介 

 5.需要動向調査に関すること 

（１）観光客の需要動向調査の実施 

（２）地域生活者ニーズの調査の実施 

 6.新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

（１）新商品開発支援 

（２）外国人観光客受入等の情報提供及び支援 

（３）商談会等の情報提供 

 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組み 

●観光関連団体等との連携によるイベント等の開催及び情報発信 

●地域農産物の地産地消及び新商品開発に向けた農業団体との連携 

●着地型観光の開発推進に向けた新組織の構築 

 

連絡先 

山鹿商工会議所  中小企業相談所 

〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿１６１３番地 

電話番号  ０９６８－４３－４１１１ 

ＦＡＸ   ０９６８－４４－０９７２ 

ＵＲＬ   http://www.yamagacci.com  

代表メール ymg1613＠orange.ocn.ne.jp 

 

http://www.yamagacci.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 

１．山鹿市の概要 
【立地と歴史】 

山鹿市は、熊本県の北部に位置し、市北部を東西に山岳が連なる田園地帯である。鎌倉時代頃は、

治所所在地、河港、門前の市場町、温泉町の４つの機能が一体となった主要都市として繁栄していた。

また、江戸時代は「湯町」とも呼ばれ豊前街道（薩摩街道）の宿場町、また菊地川（一級河川）の河

港として街道と水運が交差する交通上きわめて重要な位置を占め、米の集積地としても栄えてきた。 
【多様な地域資源】 

現在は、1,000 年以上の歴史をもつ温泉をはじめ、中心市街地には、江戸時代の参勤交代路であっ

た豊前街道沿いに、明治の芝居小屋「八千代座」（※１）（国指定重要文化財）や約 370 年前の肥後細

川藩時代からの歴史を持つ山鹿温泉「さくら湯」や山鹿灯籠民芸館など歴史ある建造物が立ち並び、

古き良き時代の面影を今に伝え、毎年夏には、熊本県の祭りを代表する「山鹿灯籠まつり」（※２）

が行われ多くの人で賑わう観光都市である。 
 また、山鹿市は温泉を中心とした観光だけでなく、チブサン古墳、弁慶ケ穴古墳に代表される数多

くの装飾古墳群や邪馬台国時代の県内最大の集落遺跡である方保田東原遺跡、大和朝廷によって築か

れた鞠智城など多くの国指定史跡を有している。 
 一方、山鹿市は平成 17 年に旧山鹿市を取り巻く鹿本町、菊鹿町、鹿北町、鹿央町と合併し新たな

山鹿市（人口約 59,000 人）となり、美しい景観や渓谷が残る山間部は、豊かな自然に恵まれており、

キャンプ場をはじめトレッキングコース等体験型観光を楽しめるロケーションが点在するなど豊富

な観光資源を有している。 
 

 
旧山鹿市（当所管轄区域）                現山鹿市の位置 

 
 

※１八千代座・・・国指定重要文化財で、現在も歌舞伎公演等行われている明治に建てられた 

芝居小屋。 

 
※２山鹿灯籠・・・和紙と少量の糊だけで造られる室町時代からの歴史を持つ「山鹿灯籠」は、 

平成 25 年、伝統的工品産業の振興に関する法律に定める伝統的工芸品とし 
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て、経済産業大臣から指定された。指定は、全国で２２２品目、熊本県では、 
小代焼、天草陶磁器、肥後象がんに続き４品目の指定。 

 
【人口構成】 

山鹿市の将来推計人口（2010 年～2040 年）の推計を見ると、23 年後の 2040 年には人口が 2010
年と比較して 16,493 人・30％減少する。更に年齢構成を見ると生産年齢人口では、12,122 人 39％
減少し、後期老年人口では、612 人 6％増加する、「人口減少」・「少子高齢化」の社会構造となる。

（表 1 参照） 
 

表１．山鹿市の将来推計人口（2010 年～2040 年） 

年 2010 年 2015 年 2020 年 2040 年 
2010-2040 

人口増減 

2010-2040 

増減率（％） 

総数 55,391 52,771 50,041 38,898 -16,493 -30% 

年少人口 6,885 6,173 5,503 3,922 -2,963 -43% 

年少人口割合（0～14 歳：％） 12.4 11.7 11.0 10.1 - - 

生産年齢人口 31,331 28,372 25,747 19,209 -12,122 -39% 

生産年齢人口割合（15～64：％） 56.6 53.8 51.5 49.4 - - 

老年人口 17,175 18,226 18,791 15,767 -1,408 -8% 

老年人口割合（65 歳以上：％） 31.0 34.5 37.6 40.5 - - 

後期老年人口 10,016 10,492 10,493 10,628 612 6% 

後期老年人口割合（75 歳以上：％） 18.1 19.9 21.0 27.3 - - 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」 
 
 山鹿商工会議所管内における将来推計人口（2015 年～2040 年） 

  2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 
2015-2040 

人口増減 

2015-2040 

増減率（％） 

管内人口 30,646 29,392 28,047 26,612 25,134 23,636 -7,010 -23% 

                            資料：2015 年 6 月の住民基本台帳より推計 
 
２．山鹿市の産業構造・産業特性 

 山鹿市の産業構造・産業特性は、産業（大分類）別 15歳以上就業者数及び地区別構成比から次の 

事が分かる。（表２参照） 

・第一次産業の就業者数は、山鹿市全体では、4,824 人（全就業者数の 18.16％）と少なく、また地

区ごとの各地区内構成比から周辺地区に比べ山鹿地区の第一次産業就業者数割合は 11.42％と他の地

区（鹿北、菊鹿、鹿本、鹿央）と比較して最も少ない。 

・第二次産業の就業者数は、山鹿市全体では、6,655 人（全就業者数の 25.05％）であり、その内の

約半数は山鹿地区で占めており、更に業種は「製造業」、「建設業」で第二次産業全体の 99.76％と極

めて高いといえる。 

・第三次産業の就業者数は、山鹿市全体では、14,820人（全就業者数の 55.79％）と最も多く、また

山鹿地区における第三次産業就業者数は 62.41％と非常に高いといえる。 
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表２．産業（大分類）別 15 歳以上就業者数及び地区別構成比（単位：就業者数―人  構成比―％） 

産業大分類 
山鹿市全体 

就業者数 

山鹿地区 

就業者数 

山鹿地区 

内構成比 

鹿北地区 

内構成比 

菊鹿地区 

内構成比 

鹿本地区 

内構成比 

鹿央地区 

内構成比 

就業者数 26,563 14,294 53.81  9.13 12.62 15.15 9.29 

第一次産業合計 4,824 1,609 11.25 32.68 28.21 16.70 33.17 

第二次産業合計 6,655 3,558 24.89 24.55 27.76 26.47 21.10 

建設業 1,966 1,047 7.32 8.59 8.93 6.99 5.45 

製造業 4,673 2,505 17.52 15.80 18.78 19.45 15.53 

その他 16 6 0.04 0.17 0.06 0.03 0.12 

第三次産業合計 14,820 8,922 62.41 42.76 44.03 56.83 45.73 

卸売業・小売業 3,432 2,057 14.39 10.49 8.51 14.89 9.88 

宿泊業・ 

飲食サービス業 
1,426 972 6.80 3.32 4.09 3.81 3.46 

生活関連サービス

業、娯楽業 
  1,057 673 4.70 10.49 13.76 12.18 11.02 

その他 8,905 5,220 36.51  18.46  17.67  25.95  21.37  

                                 資料：平成 22 年国勢調査 

表３．産業（大分類）・従業者規模別全事業数 
   

（単位：事業所） 

  大分類 
山鹿市

全体① 

山鹿市全

体の割合 

①/2,523 

山鹿地区

② 

山鹿地区の割合 

②/1,622 

産
業
別 

全産業 2,523 100% 1,622 100% 

農林漁業 42 1.66% 17 1.05% 

鉱業、砕石業、砂利採取業 4 0.16% 3 0.18% 

建設業 257 10.19% 142 8.75% 

製造業 179 7.09% 84 5.18% 

電気・ガス・熱供給・水道業 4 0.16% 4 0.25% 

情報通信業 7 0.28% 6 0.37% 

運輸業、郵便業 55 2.18% 32 1.97% 

卸売・小売業 663 26.28% 427 26.33% 

金融・保険業 32 1.27% 23 1.42% 

不動産業、物品賃貸業 70 2.77% 56 3.45% 

学術研究、専門・技術サービス 59 2.34% 49 3.02% 

宿泊業、飲食サービス業 319 12.64% 265 16.34% 

生活関連サービス業、娯楽業 291 11.53% 200 12.33% 

教育、学習支援業 69 2.73% 40 2.47% 

医療・福祉 201 7.97% 122 7.52% 

複合サービス業 37 1.47% 20 1.23% 

サービス業（他に分類されないもの） 195 7.73% 111 6.84% 

公務 39 1.55% 21 1.29% 

従
業
者
規
模
別 

１～４人 1,517 60.13% 999 61.59% 

５～９人 458 18.15% 282 17.39% 

１０～１９人 316 12.52% 183 11.28% 

２０～２９人 105 4.16% 72 4.44% 

３０人以上 124 4.91% 85 5.24% 
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派遣従業員のみ 3 0.12% 1 0.06% 

     
更に、産業（大分類）・従業者規模別全事業所数から次の事が分かる。（表３参照） 

  ・全事業所の内、64.29％は山鹿地区にある。 
  ・第二次産業では、「建設業」、「製造業」の順で多く、全産業事業所数の 17.28％を占める。 
  ・第三次産業では、「卸売・小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」の順で多く、山鹿市全体の全

産業事業所の 38.92％を占める。 
  ・従業者規模別にみると、従業員数 4 人以下の事業所では、山鹿市全体の全産業事業所数の

60.13％となっており、19 人以下では 90.3％と、小規模事業者の割合が高いことが分かる。 
  ・上記の点については、当所の管轄エリアである山鹿地区においても同じことが言える。 
   
  山鹿市全体及び山鹿地区の観光関連産業（地域生活消費を含む）及び生活関連産業の売上 

額及び事業所数についてみてみると、 
① 宿泊・飲食サービス  319 事業所  64 億円（内山鹿地区 265 事業所  53 億円） 
② 生活・サービス・娯楽 291 事業所 177 億円（内山鹿地区 200 事業所 121 億円） 
③ 卸・小売業      663 事業所 674 億円（内山鹿地区 427 事業所 434 億円） 

   上記より、売上額は山鹿市全体 2,618 億円の内、山鹿地区における上記の①②③の売上額は 608
億円と 23.2％を占める。同じく事業所数では山鹿市全事業所 1,622 事業所の内、山鹿地区 892
事業所と全体の 55.0％を占めている。 

 
※山鹿市全体の売上額は、平成 24 年経済センサス‐活動調査。産業大分類別事業所の売上 

（収入）金額試算値及び山鹿地区の売上高については、上記の試算値を表３の事業所数比率から 
試算 

 
   また、表２の山鹿地区就業者数を表３の山鹿地区事業所数で産業別に割り、１事業所当たり 

の平均従業者数について、事業所数上位３業種を見てみると、 
  ①卸・小売業      平均従業者数 4.8 人 
  ②宿泊・飲食サービス  平均従業者数 3.7 人 
  ③生活・サービス・娯楽 平均従業者数 3.4 人 

   このことから、山鹿地区における上記①②③の業種においては、小規模事業者の割合が高いこ 
とがわかる。 

 
   以上より、山鹿市の外貨獲得産業としての観光産業、及び市民の生活を支える生活関連産業が

あげられ、その大部分は、小規模事業者によって構成されている。 
 

卸売・小売業やサービス業は、小規模事業者が多く、大型店舗の出店による価格競争の激化や、

経営者自身の高齢化、後継者不足などから小規模事業者の廃業が相次いでいる。 
近年の創業、廃業の状況は、創業６件（飲食・理美容業等）、廃業 11 件（後継者不在が主な理由） 

※平成 28 年度中に当所が関与した創業及び、当所会員事業所の廃業件数より。 
なお、山鹿商工会議所組織率は平成 29 年 3 月 31 日現在で 47.4％である。 

 
３．山鹿市の観光産業の概要 

山鹿市の観光産業の売上げを支えている観光入込客数の推移から次の事が分かる。（表４参照） 
・近年の山鹿市全体の観光客数は、平成 15 年、16 年の 394 万人をピークに、平成 20 年には 335 万

人となっており減少傾向にある。また、山鹿商工会議所管内を見ると、平成 16 年と比較して、9.2％
の減少がみられる。 

平成２１年度経済センサス基礎調査 
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・月別観光入込数から、山鹿地区は特に 8 月の入込数が他の月と比べて多いことが分かる。 
 これは毎年開催される「山鹿灯籠祭り」によるものと考えられ、祭り開催日の天候や曜日により影

響を受けやすいと言える。 
・山鹿地区が山鹿市全体の観光客数の 34.9％（平成 20 年）を占めており、山鹿地区の持つ観光資源

への誘導から周辺地区への観光へと繋がっており、山鹿市観光の核的な役割を担っていると考えら

れる。 
 熊本県の観光入込客数の県内、県外比率を見ると、熊本県全体では県外客が 45.9％を占める状況で

あるのに対し、山鹿市では、県外客は 39.1％となっている。（Ｈ25 熊本県観光統計） 
また、山鹿市及び熊本県の宿泊客数においては、どちらもほぼ同様で全体の 1 割に留まっている。

このことから、山鹿市を含め県全体として、通過型の観光地及び近隣県からの日帰り旅行の目的地

として捉えられており、宿泊率をいかにして伸ばすかが観光産業の課題ともいえる。 
なお、山鹿市の観光産業を構成する業種として、旅館業、運輸業、土産品等製造業・小売業、及び

飲食業や娯楽・サービス業などがあげられる。 
（表４） 

 
                                 資料：山鹿市観光統計 
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資料：山鹿市観光統計 
４．山鹿市の産業振興計画・施策 

 山鹿市の観光産業については、平成 23 年の九州新幹線の全線開業を機に、裾野の広い観光産業

分野を活性化させることで地域経済の活性化を図る目的で、山鹿市は平成 22年から平成 31年の 10

年を計画期間とする「山鹿市観光基本計画」を策定した。 

その基本理念を「住む人が誇り、来た人が共感する、観光都市・やまが」とし、基本目標に①地

域の資源を磨き上げる ②地域の魅力を伝える（情報発信） ③観光の担い手を育てる（人材育成・

団体間の連携強化）を掲げ山鹿市の観光振興を推進している。 

また、観光資源である豊前街道の町なみや景観保存のため、山鹿市が歴史的建造物の保全に補助

を行う「まちなみ整備事業」は、観光商業の振興に大きく寄与している。 

商業振興においては、中心市街地の活性化をはじめ、既存商店街組織の活性化、特に開業を促進

するため、空き店舗で新たに開業する者に対して山鹿市が家賃補助を行う「空き地・空き店舗補助

事業」は現在、商店街組織の組織強化に貢献している。 

 山鹿市は工業振興として、新たな企業誘致や産業立地支援を、①「くらしと健康」関連産業、 

②「環境エネルギー」関連産業について、重点的に行っていく計画を推進している。（山鹿市工業 

振興ビジョン） 

  創業支援については、産業競争力強化法に基づき、平成２７年５月に認定を受けた山鹿市策定 

の創業支援計画により、山鹿市と山鹿商工会議所、山鹿市商工会が連携して支援を行っていく。 

 

５．商工会議所のこれまでの地域経済振興・産業振興支援の取組 

当商工会議所においては、観光振興、商店街振興などのために観光需要調査や土産品等商品開発 

などの取り組みを行い、下記の調査結果・課題を報告した。 

① 平成 22年、来訪者アンケート調査実施（観光需要調査） 

実施場所：山鹿市内の宿泊施設・物産館・道の駅・八千代座周辺の土産品売り場 

【結果】 

・山鹿市への来訪経験が初めて（20.3％）、２～３回（23.5％）6 回以上（46.4％）との結果

で、リピーターが非常に多い。また、年代では 40 代以上にリピーターが多く、特に 60 代以

上でその傾向が強い。 

・土産品の認知度については、当市を代表する山鹿灯籠もなか、山鹿灯籠、山鹿ようかんが

高く、その他は、30％以下と低い。 

【課題】 

・旅館、物産館において、どれが「山鹿産」の土産品かがわからないという結果も出ている。 

② 平成 23・24年、土産品等商品開発事業実施 

平成 22年の調査結果を踏まえ、40 代以上の女性をターゲットとして、「食」に絞り込んだ

新たな土産品の開発に取組んだ。 

【結果】 

・１２品の試作品開発を行い、現在 9品目の商品化に至る。 

・山鹿の商品として観光客に認知されやすいようにするため、山鹿ブランドロゴマークを開 

発し、山鹿商工会議所・山鹿市商工会で構成し、連携した各種事業の実施や市内経済動向等 

の情報交換を目的とした「山鹿市経済振興委員会」にて、認定基準を満たした商品を山鹿ブ 

ランド品として位置付けている。 

・併せて山鹿ブランド認定商品等のパンフレット・ホームページを作成し、情報発信につい

ても支援を行ってきた。 

【課題】 

・事業終了後の新たな商品開発が途絶えている。 
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③ 平成 25年、山鹿ブランド強化セミナーの実施 

 山鹿ブランド認定事業所の更なる商品力向上と販路開拓支援のため、元バイヤーである専

門家を招へいし、展示会における商談ノウハウやバイヤー目線での商品開発等についてセミ

ナーをとおして支援を行った。 

【結果】 

・商談会等に臨む際の注意点・ポイントへの理解度が高まり、また現時点で自社に不足して

いるものの整理が出来た。 

【課題】 

・商談会等で新たな販路開拓を必要としている小規模事業者の掘り起こしが不十分であった

ため、セミナーへの誘導が不十分であった。 

④ 平成 26年、情報発信事業や物産展等への販路開拓支援事業の実施 

 平成 24 年に観光客等市外をメインに情報発信事業を行い、平成 26 年は、継続的な情報発

信のためのＳＮＳ（facebook）を活用した事業に取組んだ。また、市民向けとして、山鹿市

の広報を活用した情報発信にも併せて取組んだ。また、熊本市グランメッセで開催された「九

州食の展示商談会」への出展支援を行った。 

【結果】 

・商談会等により、販路に繋がったケースも見受けられたが、特に自社の強み等分析ができ 

ていない小規模事業者の成約率は低かった。 

    ・山鹿市の広報による情報発信では、一定の周知ができた。 

【課題】 

・ＳＮＳを利用していない事業所が多く、利活用方法検討を含めたセミナーを開催し、一部 

利用する動きがみられるものの、まだまだ利用状況は低い。 

 

６．地域の産業振興と地域経済活性化等に関する強み・弱みと事業環境の機会・脅威の整理 

 

 上記の地域特性、産業特性・産業構造等、地域の企業経営及び地域経営の状況をふまえて地域の産

業振興と地域経済活性化等に関する強み・弱みとインフラ整備、産業振興施策等、経営環境の状況か

ら事業環境の機会を整理すると以下の通りである。 

[強み] 

・県北の核的立地で、農林業の 1次産業と 2・3次産業がバランスよく構成している。 

・昔ながらの街並み景観や温泉、歴史資産、文化資産などの観光資源が豊富で、地域の特色を有して

いる。 

・昔ながらの工芸品の紙灯籠が特産品となっている。 

・温泉・歴史・文化資産があり商工業地である商工会議所エリアの山鹿地区と農業が中心の商工会エ

リアである山鹿地区以外の４地区では産業構造・産業特性が異なり多様性がある。 

・山鹿商工会議所・山鹿市商工会・山鹿市連携認定の「山鹿ブランド認定制度」がある。 

[弱み] 

・通過型の観光地として捉えられており県外客を取り溢している。 

・観光産業の構成業種として、旅館業、運輸業、土産品等製造業・小売業、飲食業や娯楽・サービス

業などがあるがこれら構成業種間の取引量等が把握されておらず産業連関は把握されていない。 

・卸売・小売業やサービス業は、小規模事業者が多く、廃業が相次いでいる。 

・紙灯籠と灯篭最中以外に特産加工品、ご当地グルメが少ない。  

・地域ブランド認証制度があるものの浸透性が低い。 

・農商工等産業間の連携不足による農林産物の付加価値化・販売力が不足している。 

・会議所の支援事業終了後の新たな商品開発の中断や商談会での低成約率の検証が不足している。 

・地域内の合併前の市内の商工会議所エリアの山鹿地区と商工会エリアのその他の地区の連携がやや
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不足している。 

・商工会議所施設が老朽化しており、機能性が低く利用の便利性、業務の効率性が低い。 

[機会] 

・本物志向、文化志向の消費傾向にある。 

・「住む人が誇り、来た人が共感する、観光都市・やまが」の市民と観光客を対象とした山鹿市の地

域振興の基本理念がある。 

・八千代座と豊前街道の復興が功を奏し、次第に「まち歩き観光」が楽しめる観光地としての位置づ

けが明確になってきた。 

[脅威] 

・周辺地域には阿蘇・菊池・玉名など観光地域が多く、県全体においても観光面における地域間競争

が激しい。 

・宿泊・温泉機能がありながら、従来の「湯治」を目的とした長期滞在型観光地から、「八千代座」

等一部の観光後に阿蘇・菊池観光ルートへの通過型観光地になりつつある。 

 また、熊本地震以降は、阿蘇地域など観光施設や交通インフラの被災により、県全体の集客力が弱

まっている。 

 

７．地域の産業振興戦略と経済活性化戦略 

上記の「６．地域の産業振興と地域経済活性化等に関する強み・弱みと事業環境の機会・脅威の整

理」から次のような山鹿商工会議所エリアの産業振興戦略と経済活性化戦略があげられる。 

（１）強みを活かした積極的産業振興戦略 

・地形や歴史等の観光資源の多面的活用による宿泊滞在型観光を目指した観光関連産業振興戦略 

・市内周辺の農業者・ＪＡ等との農商工連携・6 次産業化等による業種間連携による地域物産商品開

発に特化した観光産業振興戦略。 

・住む人が誇りをもてる地域の生活質（ＱＯＬ：Quality Of Life）向上を支援する衣食住など生

活支援産業の振興戦略。 

・小規模事業者が多い卸売・小売業やサービス業等重点業種・事業者を対象とした重点的・伴走型の

持続経営支援戦略。 

（２）弱みを克服した産業振興戦略 

・熊本・福岡空港、ＪＲ新幹線最寄り駅の新玉名駅からの交通２次アクセスの強化など、地域経済活

性化取り組みにおける行政や地域内各種団体等との更なる地域内連携戦略と地域外連携戦略。 

・経済動向・需要動向に沿った顧客視点での計画的・戦略的な個別企業支援戦略。 

・観光産業の構成業種等の産業構造や観光産業間の産業連関の把握による相乗効果の発揮を目指した

観光産業振興戦略。 

・山鹿市の創業支援計画に基づく地域経済団体としての創業支援戦略。 

 

８．経営発達支援事業の目標 

 当所管内には、国指定重要文化財「八千代座」や火の国「熊本」の三大火祭りに数えられる「山鹿

灯籠祭り」、豊前街道のまち歩き型観光など数々の観光資源に恵まれながらも観光入込数は減少傾向

にあり、宿泊客数割合も低い現状にある。今後、観光業を成長産業とする上で、山鹿ならではを印象

付ける観光コンテンツの開発や地域ブランドの確立を図ることが課題である。 

 また、全国に比べて早いペースで人口減少や少子高齢化が進む山鹿市においては、「定住促進」と

「就業機会の創出」への取り組みが課題である。 

 

 このような山鹿市における小規模事業者を取り巻く現状と課題を踏まえ、山鹿商工会議所が今後、

中長期的に取組む小規模事業者の振興のあり方としては、山鹿市も総合戦略の基本目標の中で成長産

業として位置づけている「観光業」において地域資源の磨き上げや新たな発掘、連携により観光業を
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重点的に支援していくことで、山鹿の独自性を確立し観光客の増加など、小規模事業者の持続可能な

経営環境を目指す。 

 また、地域雇用や、市民の生活を支えている小規模事業者に対する経営支援と、新たな雇用やサー

ビス等を創出する創業者への支援を強化し、暮らしやすい環境を整備することで定住促進を図り、小

規模事業者の経営環境としても魅力ある地域づくりを目指す。 

 

 上記の中長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画（5年）では、下記の 3 点を重点的に行っていく。 

 １．観光産業（宿泊業、運輸業、卸・小売業、飲食業、観光サービス業等）に対する経営力強化支

援。 

 ２．生活支援産業（卸・小売業、飲食業、生活サービス業等）に対する経営力強化支援による地域

の生活質（ＱＯＬ）向上支援。 

３．創業者支援及び事業承継支援。 

 

 目標達成の方針 

 本事業における小規模事業者の持続的発展支援のため、地域の経済動向調査・需要動向調査やそれ

らを踏まえた経営状況の分析、それに基づく中長期的な事業計画の策定支援、販路開拓などの事業計

画の実施を支援するなどの取り組みの方針として以下の如く掲げる。 

 

（１） 観光産業経営力強化事業（宿泊業、運輸業、卸・小売業、飲食業、観光サービス業等） 

①地域資産である宿泊・温泉機能を活かした山鹿版滞在型観光の再構築。 

②当市と隣接する菊池・玉名市等の観光地と広域的な連携型観光産業の展開。 

③地域資源としての伝統工芸品「山鹿灯籠」や八千代座等、独自の地域文化を核とした着地 

型観光の拡大推進。 

 

（２）生活支援産業（卸・小売業、飲食業、生活サービス業等）経営力強化事業 

①市民生活を支える小規模事業者に対し、課題整理や持続的発展に向けた経営計画作成支援。 

②商店街組織の活性化と連携による魅力ある商店街の構築と販売促進支援。 

 

 （３）創業・事業承継の促進 

①創業の促進 

産業競争力強化法に基づき、平成 27年 5月 20日に認定を受けた山鹿市策定の創業支援事業 

計画（5カ年）により、山鹿市、山鹿市商工会と連携したマンツーマン創業塾の実施等、創 

業者のための支援強化。 

②事業承継の促進 

後継者育成と経営革新、新分野進出・第二創業等の支援強化。 

 

 

 （目 標）                                         単位：万人、百万円、事業所 

 26年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

観光客入込数 387 390 400 410 415 420 

年間商品販売額 55,847 56,000 57,000 58,000 59,000 60,000 

創業者数 8 10 10 10 10 10 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日） 

 

（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、日本商工会議所が全国の商工会議所と協力して行う早期景気観測調査（LOBO）

に参加し、経済動向調査を行ってきた。また、巡回時における景況ヒアリング調査や通行量

調査を行ってきた。 

しかし、調査結果についての充分な分析や、地域事業者等への情報提供ができておらず、

指導時の参考資料としてのみ利用していた。 

今後更に厳しい経営環境の中におかれる小規模事業者にとって、管内外の様々な情報を基

に経営方針を定めていくことが重要となってくる。 

当事業により以下に示す地域の経済動向調査に取り組み、これらの情報を小規模事業者や

創業者へ提供し、計画策定支援等に役立てる。 

 

（調査目的） 

各種調査を活用した地域内外の経済動向に関する情報の収集、整理、分析を行い、その手

段、活用方法等について以下のごとく設定し、地域の経済動向の情報を小規模事業者や創業

者への指導及び計画策定支援時に基礎資料として役立てる。 

 

（調査項目） 

（１） 全国・九州・熊本県における、産業別売上高や付加価値額等の実態把握 

（２） 管内の観光産業（宿泊業、運輸業、卸・小売業、飲食業、観光サービス業等）及び生

活支援産業（卸・小売業、飲食業、生活サービス業等）の産業別売上高や利用客の

特徴等の実態把握 

（３） 管内における人や車の通行量実態調査 

 

（調査手段） 

（１） 熊本県及び地域金融機関等の業種別統計情報等により情報収集し、分析を行う。 

また、全国との比較については、政府統計（e-Stat）の活用や日本商工会議所が全

国の商工会議所ネットワークを活用して行うＬＯＢＯ調査に参加し、全国の景況感

等の情報を基に比較分析を行う。 

（２） 管内の業種毎の経営状況（客数、販売額など）や、利用客の特徴（年齢、性別、利

用目的など）について、アンケート調査票及び経営指導員によるヒアリング調査（調

査企業数 １００社）による実態調査（観光産業・生活関連産業）を行い、観光産

業及び地域生活者のトレンドを把握する。 

（３） 管内主要個所の通行量調査（車輌・人）を平日及び休日に管内９箇所で実施し、時

間帯ごとのデータとしてまとめる。 
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    （活用方法） 

（１） 調査結果を巡回訪問や窓口相談で小規模事業者及び創業予定者等に提供し、経営状

況の分析や事業計画策定時に比較参考資料として活用する。 

また、山鹿商工会議所のホームページを通じて情報を発信する。 

（２） 当地域の観光及び地域消費者の現状を踏まえて、各小規模事業者が提供するサービ

スや商品が実態にマッチしたものになっているか経営状況の分析とともに、観光産

業・生活関連産業の事業計画策定等に活用する。 

（３） 通行量調査で得られた数値は、小規模事業者の営業時間の検討や、店舗移転、創業

時の出店場所の検討等への指導に活用する。 

 

    （実施者） 

（１）経営指導員及び経営支援員。また必要に応じて専門家の派遣等を活用する。 

 

    （数値目標） 

事業内容 現状 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34年度 

1. 景況調査（広域） ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

2．管内実態調査（観光・生

活関連産業） 
－ ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

3．通行量調査 不定期 １回 － １回 － １回 

 

 

  ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

     小規模事業者が持続的発展を図るためには、経営状況や事業者が持つ強みや弱みなどにつ

いてしっかりと把握する必要がある。しかしながら実際には、限られた経営資源（人、モノ、

金、情報）の中で日々の経営を行っている小規模事業者には時間的余裕も経営分析等に関す

るノウハウも持ち合わせていないのが実情である。 

 そのような小規模事業者に対するこれまでの支援取り組みは、金融機関の融資申請と公的

補助事業への申請時に、経営状況の分析支援を行う程度で、計画的に十分な経営状況の分析

支援を行ってきたとは言えない。 

当事業により目標に掲げた重点業種の地域小規模事業者を主な対象として、事業面や財務

面などから経営状況分析を行い、問題、課題の把握とその解決策を見出し、経営計画等の策

定支援等により、地域小規模事業者の経営改善等を図る。 

 

（分析目的） 

小規模事業者に対し、商工会議所の経営指導員等が経営計画策定等を支援するために、財

務諸表等を基に、自社の経営資源や経営機能の把握等により、事業面や財務面など経営状況

の分析を支援する。 

 

（分析項目） 

（１） 販売提供する商品や役務、社内にある知的財産等の経営資源について、内部経営環

境に関する強み・弱みを分析。合わせて、収益性や安全性等の分析指標を用いて財
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務内容についての分析を行う。 

（２） 既存顧客の特徴から、自社に対する支持層を分析すると共に、競合状況等の外部環

境を把握し、新市場や新商品の可能性を分析する。 

 

（対象事業者とその掘り起こし） 

（１） 観光関連産業等（宿泊業、運輸業、卸・小売業、飲食業、観光サービス業等）の小規

模事業者を対象とした経営革新・経営改善セミナー等を開催し、参加者に対する個

別指導へと繋げていく。【既存取組みの改善】 

（２） 生活支援産業等（卸・小売業、飲食業、生活サービス業等）の小規模事業者に対し、

経営指導員等による巡回や、窓口での金融相談、税務申告相談等の際に経営分析の

対象とし、ピックアップしていく。【既存取組みの改善】 

 

（分析手段） 

（１）中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用した財務分析や、「SWOT 

分析」「競合分析」等の各種分析手法による事業分析を行うことで、現状の把握と課

題解決に向けた提案アドバイスを行っていく。【既存取組みの改善】 

 

    （活用方法） 

（１） 本事業の重点業種を中心とした小規模事業者等に対する事業改善計画策定等の支

援において活用する。 

 

    （実施者） 

（１） 経営指導員及び経営支援員。また必要に応じて専門家の派遣等を活用する。 

 

    （数値目標） 

事業内容  年 現状 H30年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34年度 

1.経営分析件数 19件 40件 42件 44件 46件 48件 

 

 

  ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

     

    事業の持続的発展を図るうえで、「事業計画」の作成は企業の方向性を明確にする大変重要 

なものと言えるが、小規模事業者の殆どは具体的な事業計画を示すことができない。 

このため、限られた経営資源をどこに集中して投じる必要があるのか明確な裏付けのないま

まに、経営者や担当者等の経験と勘による経営が行われることで売上や生産性の低下、又は金

融機関からの信頼獲得が困難になっている。 

そのような小規模事業者に対するこれまでの支援取り組みは、金融機関の融資申請と公的補

助事業への申請時に、事業計画の策定支援を行う程度で、計画的に十分な経営計画の策定支援

を行ってきたとは言えない。 

当事業において、重点業種の地域小規模事業者を主な対象とし、経済動向調査や経営状況分

析などにより問題、課題の把握とその課題解決策を見出し、経営計画等の策定支援等により、

地域小規模事業者の経営改善・経営革新等を支援する。 

    また、創業者に対しても事業計画策定は必須事項となるため、創業（予定）者にとって相談 

しやすい環境を整備するとともに、事業計画の策定を支援する。 
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（支援目的） 

 経営指導員等の伴走型支援により、経営力の向上を図り持続的な経営発達を行うために、

経営方針・目標等の明確化とその達成をめざす小規模事業者の事業計画の策定を支援する。 

 

（支援項目） 

（１）分析結果等に基づいた事業計画策定支援 

（２）営業戦略・生産戦略・資本戦略等の構築と売上計画・生産計画・資金計画、収支計

画等の策定支援 

（３）短期事業計画、中期事業計画策定支援 

（４）相談環境の整備 

 

（支援対象事業者） 

（１）上記２．経営状況の分析を行った事業所に対して、その分析結果を基に事業計画の

策定支援を行う。【新規の取組み】 

 

（支援手段・方法） 

（１） 地域の経済動向の調査・分析等をもとにした経営環境の機会・脅威及び事業者の強

み・弱みの分析などにより事業計画の策定や資金計画等の各種支援を行っていく。

また、創業（予定）者は、勤務しながらの状態で計画をしているケースが多いため、

創業相談窓口を月に１回、日曜日に開催することで、相談しやすい環境を整備し創

業者支援を行っていく。【既存取組みの改善】 

 

（数値目標） 

事業内容    年 現状 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34年度 

1.事業計画策定事業者数 19件 40件 42件 44件 46件 48件 

2.創業計画策定事業者数  8件 10件 10件 10件 10件 10件 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

    事業計画を策定している事業者でも、特に創業者はその後、計画と実際の比較やその後の対 

策へ事業計画を活用しているケースは少ない。 

    これまでは、金融機関の融資申請と公的補助事業への申請時に支援した経営計画の策定後の

フォローアップ支援を、計画的に十分に行ってきたとは言えない。 

当事業において、目標に掲げた重点業種の地域小規模事業者を主な対象として経営計画の策

定支援を行ったすべての事業者に対して、計画策定後の実施支援を行うことにより、地域小規

模事業者の経営改善等の実現を図る。 

 

 

（支援目的） 

 小規模事業者が策定した計画の進捗管理や計画の見直し等により、計画実現に向けた支援

を行い、経営力向上の達成を目指す。 
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（支援項目） 

（１）事業計画の進捗状況の把握 

（２）財務管理・労務管理・営業管理などのマネージメント力の向上 

（３）事業計画実現に向けた新たな方策等計画の見直し 

 

（支援対象事業者） 

上記３．事業計画策定及び創業計画策定支援を行った事業所 

 

（支援手段・方法） 

（１） 指導員等の定期的（４半期に一度）な巡回により計画の進捗状況を把握し、状況に

応じて再計画支援や、課題への対策について支援を行っていく。 

【既存取組みの改善】 

（２） 創業者に対しては、指導員等の定期的（４半期に一度）な巡回により計画の進捗状

況を把握するとともに、基本的な記帳状況や資金繰り等経営の基礎的な点も含めた

フォローを行っていく。【既存取組みの改善】 

（３）高い専門性を要する事項については、熊本県商工会議所連合会・ミラサポの専門家 

派遣事業を活用し、専門家の協力のもと計画達成に向けた支援を実施する。 

【既存取組みの改善】 

（４）小規模事業者の資金調達については、日本政策金融公庫の融資制度「小規模事業者 

経営発達支援融資制度」「経営改善資金融資制度」等の活用及びフォローアップを 

実施する。【既存取組みの改善】 

（５）事業計画策定後に、国・県・市、熊本県商工会議所連合会・ミラサポ・よろず支援 

拠点等の行う補助事業・支援策等について紹介する。【既存取組みの改善】 

（６）山鹿市、山鹿市商工会、山鹿商工会議所で行う特定創業支援事業において、情報の 

共有を図り、「空き地・空き店舗対策事業」（※１）の活用など幅広い支援を行う。               

【既存取組みの改善】 

 

※１ 空き地・空き店舗対策事業 

商店街組織のある空き地・空き店舗を活用して新たに事業を行う場合に山 

鹿市が家賃の１/２（月額上限 3万円）を 3年間補助するもの。 

 

    （実施者） 

（１） 経営指導員及び経営支援員。また必要に応じて専門家の派遣等を活用する。 

 

     （フォローアップ延べ回数に関する数値目標） 

実施支援対象者   年 現状 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34年度 

1.事業計画策定事業者 不定期 160 回 168 回 176 回 184 回 192回 

2.創業計画策定事業者 不定期  40回  40 回  40 回  40 回  40回 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

     これまで、小規模事業者への需要動向調査に関する支援としては、消費者モニターからの

聞き取りや宿泊施設利用者等へのアンケート調査程度で、情報収集量が不足していたことに

加え、支援対象とする業種や取扱商品・サービス等の絞込みが十分出来ていない状況での調

査であった。そのためそれらの情報を小規模事業者等への支援の中で、個社に対して有益な

需要動向の情報として充分な提供・活用が出来ていなかったという課題がある。 

今後は、重点業種である観光関連産業等（宿泊業、運輸業、卸・小売業、飲食業、観光サー 

     ビス業等）及び生活支援産業等（卸・小売業、飲食業、生活サービス業等）の事業者の中で 

     も下記の支援対象者に絞り込み、これらに関係する需要を把握するため、観光客や管内の一 

般消費者等を対象としたアンケート調査を定期的に行い、それら調査結果を経営分析の結果 

と併せて支援対象の各個社へ提供し、事業計画の策定や計画実施支援及び商品開発・販路開 

拓などの需要開発に活用し、小規模事業者等の持続的発展を支援する。 

 

（調査目的） 

 山鹿市内の「観光産業」、「生活支援産業」の小規模事業者等が販売する商品、提供する役

務が市場ニーズにマッチしたものになっているか、需要者である観光客や地域生活者の需要

動向に関する情報収集・分析の結果及び経営状況分析結果とともに、商品開発や販路開拓な

どの需要開発・販売戦略構築、販売・売上計画策定の重要情報として活用し、地域小規模事

業者の経営改善等を図る。これにより、観光面においては、日帰り型観光から宿泊型観光へ

のシフト、また、生活支援産業においては、高齢者社会に対応した交通手段の利便性向上や

新役務の創出を目的とする。 

 

（支援対象者） 

  １．観光関連産業の中でも、観光業界において特に基幹的役割を果たす宿泊業を支援対 

象とする。 

      ２．古くから地域の味、土産品として、観光面と地域生活者との両面に対して重要な役 

割を果たしている菓子製造・小売業を支援対象とする。 

  ３．生活支援関連産業の中でも、高齢者社会の中で自家用車を持たない方々の買い物や 

医療機関等への移動手段として地域生活を支えている旅客運輸業（タクシー業）を 

支援対象とする。 

       

（調査項目・手段） 

（１）観光協会、観光施設等と連携して、ホテルや旅館の宿泊利用者に対し、「宿泊施設 

を選ぶ際のポイント」として、予約形態、利用者のグループ構成、価格、サービス 

内容等に関してアンケート調査を行い、宿泊業において強化、改善すべき課題を明 

確にする。 

なお、アンケート調査においては、非価格要素への「こだわり」は、購買決定力、 

購買力がある女性層、高齢層ほど大きくなっている。【「消費者購買動向調査」（経 

済産業省）より】そうした観点から、20歳代から60歳代の女性を対象に、観光業の 

繁忙期（8月）に加え閑散期（2月に当市を訪れる観光客からみた「当市の魅力等」 

の実態を把握するため）の年2回に分けて実施する。 

サンプル数は、各期１００名以上を目指す。【既存取組みの改善】 

     （２）これまで「観光土産品」か「地域住民のおやつ」としての用途でのみ利用されてき 

た山鹿の和菓子「山鹿羊羹」について、用途、価格、パッケージ等に関する消費者 
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アンケート調査を購入者に対して行い、新たな消費者ニーズを把握する。 

（３）地域生活者である市民のタクシー事業に対する需要動向を調査するため、山鹿市が 

実施している「山鹿市あいのりタクシー事業」（※１）の利用者を中心に、山鹿市 

管内のタクシーサービスを行う各社について、利用者が感じている利用システム等 

における不便や、買い物や通院など利用目的ごとの要望等について、山鹿市と連携 

してアンケート調査を行い、個社として強化、改善すべき課題及び新たなニーズを 

把握する。 

サンプル数は、１００名以上を目指す。【新規取組み】 

 

  ※１ 山鹿市あいのりタクシー事業・・・路線バスが廃止となった地域やバス停から 

離れた交通不便地域における外出手段を確保するため、市内４地域で予約 

制あいのりタクシーを運行。誰でも利用することができ、自宅から病院や 

買い物等に直接行くことができ、平成２０年度の菊鹿地域から順次運行を 

開始し、現在では年間延べ３万人近い市民の方に利用されています。 

なお、運行する 4地域では、地域ごとに担当個社（２社～３社）が決めら 

れており、各月ごとに各社交代で、各社のタクシー車両を用いて運行を行 

っているため、利用者に対する調査は個社ごとに把握することが可能。 

また、通常のタクシー利用者を調査対象とした場合、市民か外来者かの確 

認が必要、困難であるのに対し、あいのりタクシー利用者は全て山鹿市民 

であり、山鹿市との連携した調査とすることで、より調査への協力が得や 

すいと考えられる。 

  

    （活用方法） 

（１） 宿泊業に対して、実態調査で得られた結果を分析し、その結果を各個社における

経営分析の結果と併せて商品計画及び販売計画等の事業計画策定・フォローする

ことで新たな販路開拓やリピーターの増加を図り、稼働率の向上と売上の増加に

繋げる。 

また、調査結果は観光協会とも共有し山鹿市の観光関連産業全体でも新たな観光

商品開発等への取り組みに役立てる。 

     （２）和菓子製造・小売業の各個社が販売する「山鹿羊羹」は、昔からの味を守る一方、 

消費者ニーズに対応した商品開発や、パッケージの改良等についても未着手である 

ため、今回の消費者アンケートの調査結果を基に、各個社の特徴ある商品開発や「ギ 

フト」としての新たな用途を探るなど、売上拡大に繋げたい。 

（３）山鹿市あいのりタクシー利用者への調査で得られた結果を，当所管内でタクシー事 

業を行っている個社を中心に巡回訪問及び窓口相談で伝え、個社が現在提供するサ 

－ビスが、調査から得られた地域生活者のニーズに対応したものか検証し、個社の 

通常営業におけるサービス向上や新たな顧客獲得、新サービスの開発等に活用す 

る。     

  

    （実施者） 

（１） 経営指導員及び経営支援員。 

（２） 需要情報の収集と分析は、各分野の専門家を活用する。 
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（数値目標） 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 
これまで、小規模事業者への独自の商品開発及び販路開拓支援は、山鹿市商工会との連携に

より、商談会への参加や地域資源の活用・差別化を図るため【山鹿ブランド事業（※１）】の

実施及び、全国展開事業等の取り組みにおけるご当地グルメの開発や店舗紹介等のパンフレッ

ト作成など単発的なイベントや取組が多く話題性はあるが、販路に結び付けることが少なかっ

た。 

当事業において、行政・商工会議所上部団体・金融機関等が主催する商談会へ参加する小規 

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

により販路開拓を目指す。 

なお、県内にも多くの外国人観光客が増加している中、外国人観光客を新たな需要や販路と 

して結びつけるためには、これらの観光客を受け入れるための環境整備や、外国人観光客への 

情報提供を行う必要がある。 

 

   ※１ 山鹿ブランド事業 

山鹿ブランドの３部門「食べる」「観る」「遊ぶ」について、ブランド認定団体である山 

鹿市物産振興協会等と協力して、新たなブランド認定を推進していくことで、山鹿独自 

の観光的魅力の強化を図る。 

※ブランド認定商品には、「山鹿ブランドシール」を貼ることができ、観光客に対して 

より訴求効果が高まり販売額の増加に繋がっている。 

 

   ※２ 山鹿市物産振興協会 

      山鹿市内物産等の振興及び開発に努め、その販路を開拓し地域産業の発展に寄与するこ 

とを目的とし、平成１３年に山鹿市、山鹿市商工会及び当所と市内観光関連団体で結成 

された組織団体。 

 

（支援目的） 

     需要動向調査結果に基づき、地域内小規模事業者が地域資源を活用した新商品の開発や、

認知されてない商品の販路を域内に限らず、県内外、さらには全国へと広げるなど、新たな

販路開拓に向けた支援を行う。 

また、他の支援機関との連携により、商談会等に積極的に参加することで、小規模事業者

の販路開拓の機会創出支援により、売上拡大に貢献する。 

  なお、外国人観光客受け入れに対応した環境整備を行うことで、外国人利用者のリピート 

率向上と口コミによる新規客獲得へ繋げ売上額拡大を目指す。 

  

事業内容     年 現状 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34年度 

1.宿泊関連業種（個社） 無し 40社 40社 40社 40社 40社 

2.和菓子製造・小売業 無し 6社 6社 6社 6社 6社 

3.タクシー業 （個社） 無し  5社 5社  5社  5社  5社 



- 18 - 

（支援項目）  

  １）新商品開発支援 

   （１）周辺地域と連携した広域的な観光周遊コース等の観光商品開発 

   （２）地域農産物を活用した新商品開発 

 

２）販路開拓支援 

（１）販路開拓等のための商談会開催等の情報提供及び支援 

（２）新たに開発した商品・サービスの情報発信 

（３）外国人観光客受入等のための環境整備支援及び情報発信 

 

（支援対象事業者） 

事業計画策定支援を行った事業所で新商品開発・販路開拓計画を有する「観光産業

（宿泊業、運輸業、卸・小売業、飲食業、観光サービス業等）」、「生活支援産業（卸・

小売業、飲食業、生活サービス業等）」関連事業者 

 

（支援手段・方法） 

１）新商品開発支援 

（１） 熊本県、山鹿市、山鹿温泉観光協会、山鹿市商工会等との連携により、新たな観光 

資源の掘り起こしから、観光商品開発・見直しまでを行う。 

（２）鹿本農業協同組合等と連携し、農商工連携や六次産業化により地域特産農産物を活 

用した商品開発・見直しを行う。 

 

２）販路開拓支援  

（１）商談会開催等、山鹿市物産振興協会や山鹿市物産館連絡協議会等のホームページ及 

びＳＮＳ（facebook）等で、連携した情報発信・提供を行うとともに、商談会等出 

展事業者に対し、事前にバイヤーが知りたい情報や、出展者が伝えたい情報をまと 

め、効率的・効果的に商談が進められるように「展示会・商談会シート」の作成支 

援を行い、商談会後も改善点等について継続支援を行い商談成約へと繋げる。 

【既存取組みの改善】 

（２）山鹿市物産振興協会等と連携した「山鹿ブランド」認定商品として、ホームページ 

やパンフレットを活用した情報発信を行うとともに、認定されていない商品につい 

て、パッケージやプロモーションなど専門家を活用し商品の磨き上げ支援を行い山 

鹿ブランド認定商品の拡充を図り、売上拡大に繋げる。  【既存取組みの改善】 

 

（３）台湾・中国等の外国人観光客誘致（インバウンド）を推進している熊本県と連携し 

て、外国人観光客に対してホームページ等を活用した情報発信を推進する。 

発信する情報については、専門家も活用し、個社や地域の強みを掘り下げ、外国人

客への訴求力を高める。 

【新規取組み】 

（４）山鹿温泉観光協会等と連携して、外国人対応スタッフ育成セミナー（毎年１回）や、 

宿泊施設内における入浴マナーの説明表示の設置、指差し会話帳の導入等、多言語対応 
の環境整備を支援し、受入環境の充実を図る。【新規の取組み】 

 

（実施者） 

（１） 経営指導員及び経営支援員。 

（２） 専門性の高い分野については、適宜専門家を活用。 
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（数値目標） 

事業内容  年 現状 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34年度 

1.山鹿ブランド新規認

定件数 
1件 2件 3件 4件 5件 6件 

2.山鹿ブランド販売額 

（対象：新規認定商品） 
－ 10％増 10％増 10％増 10％増 10％増 

3.商談会出展事業者数 2社 3社 4社 4社 5社 5社 

4.商談会商談件数 

（目標成約率：50％） 
－ 9件 12件 12件 15件 15件 

5.外国人対応セミナー

受講者数 
－ 10名 15名 15名 15名 15名 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
    これまでは山鹿市や山鹿温泉観光協会等、各団体がそれぞれに山鹿市全体の地域観光資源の

情報発信等を主に観光振興の視点で取り組みを行ってきたが、地域の観光関連事業者への売上

増加などの視点での支援が十分とは言えず、地域企業への経済波及効果が不明であった。 

今後は観光産業振興に向けた取り組みとして、山鹿市、山鹿市商工会、山鹿温泉観光協会等

との連携の強化や周辺地域と広域的に展開することにより効率的、効果的な情報発信を行って

いきたい。 

また、農業者との連携による農商工連携・六次産業化等のビジネス化に視点を置き、新たな

地域経済の活性化に貢献する。 

 

【これまでの地域ブランド化や賑わいづくり等の取り組み】 

これまでの祭りやイベント等 実施時期 集客人数 主催等 

山鹿灯籠まつり ８月 30万人 山鹿灯籠まつり実行委員会 

山鹿温泉祭 １１月 2万人 山鹿温泉祭実行委員会 

山鹿灯籠浪漫・百華百彩 ２月 4万人 
山鹿灯籠浪漫百華百彩実行

委員会 

  ※当所は、各イベントの実行委員として参画し、事務局である山鹿市商工観光課と連携し、各種 

  協力を行っている。 

 

（取組目的） 

観光振興を図るために、山鹿地域観光推進協議会等との更なる地域内連携や周辺地域との広

域連携を図り、地域のブランド化・にぎわい創出等効果のある取組を実施し、観光産業に関

わる小規模事業者への経済波及効果により地域経済の活性化を図る。 

また、農商工連携・六次産業化による農産物の地産地消化により地域産業の活性化を図る。 

 

（取組項目） 

（１） 山鹿地域観光推進協議会（※１）等、地域内連携によるイベント等の内容検討や情

報発信 

（２） 周辺市町村との観光商品の開発等による総合波及効果の追求 

（３） 山鹿版着地型観光の推進のための、山鹿型ＤＭＯ（※２）の構築 

（４） 農業団体等との連携による農産物の地産地消の推進 
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（５） 山鹿市物産振興協会等と連携した、山鹿ブランド認定商品の創出 

 

※１ 山鹿地域観光推進協議会 

熊本県・山鹿市・観光協会・鹿本農業協同組合・経済団体等で構成し、農林 

業、商工業、サービス産業等といった幅広い分野に関わる観光産業の振興を 

図るため、福岡を主なターゲットに、観光客誘致及び物産振興等に必要な事 

業の推進を行っている。 

 

    ※２  山鹿型ＤＭＯ 

日本版ＤＭＯ（下図参照）に倣い、山鹿独自の着地型観光を推進する、市 

内の多様な関係者との連携の仕組み。 

 

    【日本版ＤＭＯイメージ図】 

 
観光庁ＨＰより引用 

（取組手段・方法） 

（１）山鹿地域観光推進協議会メンバーである各種団体等と会議を開催し、観光イベン 

トの企画内容・情報発信内容の検討を行う。 

検討結果については、当所ＨＰ等により情報発信し、関連事業者等との共有化を図 

り、外部に向けた情報発信については、構成メンバーが行う。【既存取組みの改善】 

（２）山鹿市を核とした観光振興に向けた広域回遊観光ルートの開発のため、周辺地域と 

の広域連携を図る。【新規の取組み】 

（３）当所青年部が以前行っていた山鹿版着地型観光事業（やまがさるき）の実績を基に、 

観光協会を核とした全市一体となった「山鹿型ＤＭＯ」（着地型観光推進）の組織  

化を図る。【既存取組みの改善】 

（４）地域特性を活かした特産品創出の調査研究を実施し、開発に繋げるため、農業団体 

等と連携する。【既存取組みの改善】 

（５）需要開拓支援において取組んだ開発商品のブランド認定促進に繋げるため、山鹿市 

物産振興協会と連携する。【既存取組みの改善】 
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   （実施者） 

（１）経営指導員及び経営支援員。また必要に応じて専門家の派遣等を活用する。 

 （数値目標） 

事業内容   年 現状 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34年度 

1．山鹿地域観光推進協議

会の開催 
1回 1回 1回 1回 1回 1回 

2. 山鹿市物産振興協会の山鹿ブ

ランド認定会議の開催 
不定期 2回 2回 2回 4回 4回 

 

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 

これまでの取り組みとしては、金融機関、税理士や山鹿市商工会等、他地域の経営指導員と 

   個別の情報交換を行っていたが、今後は、他の商工会・商工会議所、支援機関及び専門家等と 

連携し、各地域の小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等に関して組織的・計画的な情報 

交換の機会づくりに努める。 

 

（１） 金融機関との情報交換 

小規模事業者に専門性・満足度の高い支援を行うため、地域の経済動向等や各種施策、補助 

事業及び数多くの事例や特徴的な事例等の支援ノウハウなどについて、日本政策金融公庫・

肥後銀行・熊本銀行・熊本第一信用金庫・熊本県信用保証協会と連携協力しながら定期的に

会議を開催し、情報交換及び情報の共有を図る。 

 

（２） 熊本県県北経営支援サポートオフィス（※１）との情報交換 

創業及び小規模事業者が抱える経営革新・事業承継等における高度なかつ専門的な課題解決 

のための支援ノウハウについて、サポートオフィスに所属する専門家との情報交換を行う。 

  ※１ 熊本県県北経営支援サポートオフィス 

小規模事業者への支援を行う商工団体や、金融機関等の二次支援業務を主な業務として 

熊本県が熊本県商工会連合会に委託し、平成２７年１月に開設された。 

     県北（山鹿市鹿本町）と県南（八代市千丁町）の県内２箇所に設置されている。 

 

（３）山鹿市商工会との情報交換 

本計画推進にあたっては、山鹿市商工会との連携が不可欠であるため、相互の計画の共 

    有化及び互いの進捗状況を含めた情報交換を定期的に開催し、情報の共有を図る。 

 

   （数値目標） 

事業内容   年 現状 H30年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34年度 

金融機関等との情報交

換会議の開催回数 
－ 1回 1回 3回 3回 3回 

熊本県県北経営支援サ

ポートオフィスとの情

報交換会開催回数 

－ 1回 1回 2回 2回 3回 

山鹿市商工会との情報

交換会開催回数 
1回 2回 3回 4回 4回 4回 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

熊本県商工会議所連合会等が主催する研修、中小企業基盤整備機構による大学校での研修、 

国や県などの行政が実施する研修、税務関係などのその他関係団体が実施する各研修に、経営 

指導員等が年間１回以上参加し、Web 研修や効果測定において各自でスキルアップを図り、効 

果的な支援能力の向上を目指してきた。 

また、県北地区等の指導員協議会等において、支援能力の向上のために必要な研修会を自  

発的に行うなどのＯＦＦ・ＪＴによる小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習 

得等資質向上を図ってきた。 

しかしながら、商工会議所内部における指導員や支援員等の職員間のＯＪＴについては、 

現状は不十分で課題である。 

 

(1) 外部研修への参加（ＯＦＦ・ＪＴ） 

①熊本県商工会議所連合会、熊本県商工会連合会、金融機関、経済団体が主催する研修へ経 

営指導員等が積極的に参加し、資質向上と各種支援ノウハウの取得に努めると共に、人脈 

のネットワークを活かした他地域への事例研修・視察による資質向上を図る。 

②中小企業大学校の主催する研修に積極的に経営指導員等、支援に携わる職員が参加するこ 

とで、売上げや利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

 

(2) 内部研修（ＯＪＴ） 

①「職員会議」を週1 回開催し、組織内でノウハウを共有すると共に、勉強会での研修や各 

研修等で習得したスキルや各種施策内容は職員間で周知共有化を行う。 

②経営指導員・経営支援員については、金融指導・記帳指導・税務指導において、先輩指導 

 員等と共に小規模事業者を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学 

ぶ等、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

③小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創業・経営革新につながる提案型指導

ができるよう、経営指導員等の専門化や資質向上に必要な知識を習得させるため、原則とし

て臨時・嘱託を除く「全職員」に経営指導員等Web 研修受講を計画的な学習を促すことで、

研修効果を高める。 

 

  (3)支援業務等に関するノウハウの組織内共有及び伝承 

      現在既に活用している「電子カルテ」をはじめとする各職員が行った指導内容データは、職員 

間の業務担当換えや、退職者が出た場合において、当所が継続した支援を行っていく上で大変 

有効なツールだと考えている。今後も更に業務の電子化を推進していくことで、各個人のノウ 

ハウ等を見える化してストックし、組織内で長期的に共有、伝承していく。 

また、各担当業務においても定期的に担当者を換えていくことで、今後も一業務複数人対応可 

能な組織態勢を推進し、支援態勢の強化を図っていく。 

 

３．事業の成果、評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

ＰＤＣＡサイクルに基づく事業の、目標・計画作成、計画の実施、事業の成果・評価及び見直

しをするため、下記に示す仕組み・体制の構築とそれに基づく実施を行う。 

① 事務局長・経営指導員により事業の進捗管理・成果検証・自己評価（「内部監査」）を行う。 

② 外部有識者（中小企業診断士、金融機関、熊本県、山鹿市の商工振興担当者）等で構成され

る「事業検証委員会」において、事業年度終了毎に事業の実施状況、実績に対する評価を行

い、必要により見直しの方向性の提案等（「外部監査」）を行う。 

③ 外部有識者等による「外部監査」の見直しの方向性の提案等に基づく、見直し案を事務局長・
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経営指導員により検討し作成する。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会議へ報告し、承認を受ける。 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果を、「会報」、「総会」「ホームページ上」で毎年度１回

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 

 

 （１）組織体制 
    経営発達支援事業の実施に当たっては、指導課（中小企業相談所）を中心として、 

    所内全職員で取組んで参ります。 

 
  【事務局機構図】                  （平成２９年４月現在） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

    所 在 地  〒861-0501 

           熊本県山鹿市山鹿１６１３番地 

    担 当 部 署  山鹿商工会議所 指導課（中小企業相談所） 

    電   話  ０９６８－４３－４１１１ 

    F A X  ０９６８－４４－０９７２ 

    メ ー ル  ymg1613＠orange.ocn.ne.jp 

    ホームページ  http://www.yamagacci.com/ 

 

 

 

一般職員　　２名　　 経営指導員　　３名

経営支援員　　３名

計６名

総務課
指導課

（中小企業相談所）

事務局長

専務理事

内部監査
（監事）

外部監査
（事業検証委員会）
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

必要な資金の額 50,390 50,390 50,390 50,390 50,390 

 

中小企業相談所 

 

商工振興費 

 

観光振興費 

 
商工技術振興費 

 

調査広報費 

  41,100 

   

  2,990 

 

4,700 

 

200 

 

1,400 

  41,100 

   

  2,990 

 

4,700 

 

200 

 

1,400 

  41,100 

   

  2,990 

 

4,700 

 

200 

 

1,400 

  41,100 

   

  2,990 

 

4,700 

 

200 

 

1,400 

41,100 

   

  2,990 

 

4,700 

 

200 

 

1,400 

 

（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 

  

会費収入、熊本県補助金、山鹿市補助金 

 

（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 

  

 ・金融支援 

 ・創業者支援に関する連携 

 ・専門家派遣に関する支援 

 ・セミナーに関する連携 

 ・需要調査に関する連携 

 ・新商品開発に関する連携 

 ・観光イベントに関する支援 

 

連携者及びその役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　      連携事業者

      連携項目

熊
本
県
　
商
工
振
興
金
融
課

山
鹿
市
　
商
工
観
光
課

熊
本
県
商
工
会
議
所
連
合
会

ミ
ラ
サ
ポ

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

熊
本
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点

熊
本
県
　
県
北
経
営
支
援
サ
ポ
ー

ト
オ
フ

ィ
ス

山
鹿
温
泉
観
光
協
会

山
鹿
地
域
観
光
推
進
協
議
会

山
鹿
市
物
産
振
興
協
会

山
鹿
市
商
工
会

鹿
本
農
業
協
同
組
合

日
本
政
策
金
融
公
庫

熊
本
県
信
用
保
証
協
会

地
元
金
融
機
関

金融支援 ○ ○ ○ ○ ○

創業者支援に関する連携 ○ ○ ○ ○ ○

専門家派遣に関する支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○

セミナーに関する連携 ○ ○ ○

各種調査に関する連携 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新商品開発に関する連携 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

観光イベントに関する支援 ○ ○ ○ ○
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熊本県商工観光労働部商工振興金融課  

所在地：熊本県熊本市中央区水前寺 6-18-1  096-333-2316 

   代 表：熊本県知事 蒲島 郁夫 

 

山鹿市商工観光課        

所在地：熊本県山鹿市山鹿 987-3  0968-43-1579 

代 表：山鹿市長 中嶋 憲正 

 

熊本県商工会議所連合会  

所在地：熊本県熊本市中央区横紺屋町 10  096-354-6688 

代 表：会長（会頭）田川 憲生 

 

ミラサポ   

https://www.mirasapo.jp/ 0570-057-222 

 

中小企業基盤整備機構 

所在地：東京都港区虎ノ門 3-5-1  03-3433-8811 

    代 表：理事長 高田 坦史 

 

熊本県よろず支援拠点 

所在地：熊本県上益城郡益城町田原 2081-10  096-286-3355 

  代 表：コーディネーター 鹿子木 康 

 

熊本県県北経営支援サポートオフィス 

所在地：熊本県山鹿市鹿本町来民 1633-1  山鹿市ゆーくんち内 0968-41-5508 

    代 表：プロジェクトマネージャー 坂本 純夫 

 

山鹿温泉観光協会    

所在地：熊本県山鹿市中央通 510-2  0968-43-2952 

代 表：会長 高野 誠二 

 

山鹿地域観光推進協議会    

所在地：熊本県山鹿市山鹿 987-3  0968-43-1579 

代 表：会長 石井 健一 

 

山鹿市物産振興協会  

所在地：熊本県山鹿市山鹿 1613  0968-43-4111 

代 表：会長 本田 雅晴 

 

山鹿市商工会  

所在地：熊本県山鹿市鹿本町来民 1234  0968-46-2141 

   代 表：会長 梶川 隆徳 
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鹿本農業協同組合 

  所在地：熊本県山鹿市鹿央町持松 159-1  0968-41-5120  

  代 表：代表理事組合長 大仁田 勲 

   

日本政策金融公庫熊本支店  

所在地：熊本県熊本市中央区安政町 4-22  096-353-6121 

代 表：国民生活事業統括 山藤 泰之  

 

熊本県信用保証協会    

所在地：熊本県熊本市中央区南熊本 4-1-1  096-375-2000 

代 表：会長 真崎 伸一 

 

  肥後銀行山鹿支店  

所在地：熊本県山鹿市山鹿 990  0968-44-4111 

代 表：支店長 右田 啓介  

 

肥後銀行山鹿東支店  

    所在地：熊本県山鹿市鹿校通 3-1-48  0968-44-4131 

    代 表：支店長 前田 秀樹  

 

熊本銀行山鹿支店   

    所在地：熊本県山鹿市山鹿 992-1  0968-43-2108 

    代 表：支店長 小材 哲弥 

 

熊本第一信用金庫山鹿支店    

所在地：熊本県山鹿市山鹿 1616-7  0968-44-4125 

代 表：支店長 岡田 直樹  
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山鹿商工会議所熊本県商工会議所連合会

熊本県

日本政策金融公庫

熊本県信用保証協会

【地域経済活性化における連携先】

山鹿市
山鹿市物産振興協会

山鹿温泉観光協会

山鹿市商工会

鹿本農業協同組合

山鹿地域観光推進協議会

熊本県よろず支援拠点

中小企業基盤整備機構

熊本県県北経営支援サポートオフィス

ミラサポ

地元金融機関
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