
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
熊本市託麻商工会 （法人番号）８３３０００５００１６３９ 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

 

目 標 

本計画においては、特に経営環境の厳しい商業・サービス業を中心とした個店の魅

力度向上を高めることを重点とし、売上向上支援による地域内の需要拡大を地域の賑

わい創出、ひいては地域コミュニティ機能の維持増進に繋げていく。 
・地域の特性や課題及び需要ニーズ等を踏まえ、商業・サービス業を中心とした小規

模事業者の業種・業態に応じた経営力、販売力の向上、販路拡大等のため、関係機関

と連携して、個店の魅力度向上を図る。 
・創業者支援ニーズに対応するため、創業セミナーによる創業知識の習得やビジネス

プラン作成支援等を行い、創業後も定期的なフォローアップまで一貫したサポート体

制のもとに支援強化を図る。 
・高齢者等の健康増進のまちづくり（医・商連携）を目指し、商業・サービス業の役

割に着目し、病院や大学と連携し地域経済の活性化を図る。 

事業内容 
Ⅰ． 経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

独自の地域経済動向調査を実施すると共に、外部機関が行ったデータも活用し、

事業所への情報提供も行いながら売上向上に繋がるよう支援して行く。 

  ２．経営状況の分析に関すること 

各セミナーや巡回訪問により、やる気のある事業所や伸び悩んでいる事業所を

経営状況分析の対象者として抽出し、需要動向分析や、店舗レイアウト診断など

を行い、課題を抽出等売上向上のための今後の方向性の検討に役立てる。 
３．事業計画策定支援に関すること 

   経済動向調査・経営状況の分析・需要動向調査等のデータを駆使し、個々の事

業計画を作成し専門家の活用や関係機関等と連携し、売上向上のための支援を行

う。また、セミナーや個別支援を通じ、ビジネスプランの作成支援を行うと共に

創業者ニーズに対応するため、各関連機関と連携したサポートを行う。  

 経営革新認定支援についても、伴走型の支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   事業計画作成後のフォローアップや創業後のフォローアップの強化を図り、目

標達成のための支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 
   消費者モニター調査を行い消費者のニーズやトレンドを把握し、特に高齢者 

が多い地域の特性上、高齢者のニーズ調査など幅広い需要調査をして、個店の魅

力度向上に活用する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

スマートフォンを活用した事業所情報サイト「たくナビ」の機能を充実させ、

魅力度向上と販路開拓に繋げる。各機関が実施する商談会や販売会への出展支援

に加え、販路開拓及び市場とのマッチング支援を充実させ売上増加を目指す。 

Ⅱ． 地域経済の活性化に資する取組 

   生活習慣病等の疾病予防や、高齢者、障害のある人にやさしい健康増進のまち

づくりに対し、地域小規模事業者の役割として医療機関等連携（医商連携）によ

る健康増進のまちづくりのための仕組みづくりを推進し、地域コミュニティや高

齢者等の生きがいを創出する場の提供を目指していく。 

 

連絡先 
熊本市託麻商工会 

 住所：熊本県熊本市東区長嶺東７丁目９番８号 

 電話：０９６－３８０－００１４  FAX：０９６－３８０－０２４６ 

http://www.kumashoko.or.jp/takuma/  kstakuma@lime.ocn.ne.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 

（１）地域の現状、課題 

当商工会が対象とする託麻地区は、 

 平成２４年４月に政令指定都市に移行 

した熊本市の５つの区（東区、中央区、 

西区、南区、北区がある）の中では最 

も人口の多い東区の東部の約半分を占 

める地域に位置している。（図表‐１） 

当地域は豊かな自然環境に恵まれた 

 郊外型住宅街や近郊農村地帯にあり、 

周辺には空港や高速道路ICなどのイン 

フラも整っており、既存住宅と新興住 

宅とが混在し、人口は増加傾向にあり、 

数多くの小中学校をはじめ食資源や経営の研究を行っている大学も立地している。 

 
（図表‐1） 

熊本市各区の人口比較（政令指定都市移行後）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

（人） 平成24年 平成27年

平成24年 69,637 189,363 172,741 93,350 147,286 124,780

平成27年 71,391 191,060 176,856 93,039 144,885 128,326

託麻地区 東区 中央区 西区 北区 南区

 
 資料：熊本市住民基本台帳（各年とも５月１日現在）より 
（熊本市全体の人口 平成 24 年：727,520 人 平成 27 年：734,166 人） 
 
また、日本赤十字病院をはじめ医療機関も多く、地域医療や健康増進に貢献をして 

 いるが、熊本市の平成２３年度の生活習慣病の１件当たりの医療費が政令指定都市の 

中で１位という状況にあり医療費の抑制が課題となっている。このため、東区におけ 

る当地域においても地域ぐるみで生活習慣病の発症や重症化を予防する更なる健康 

づくりの取組みが課題となっている。 

当地域の65歳以上の高齢化率を見ると、熊本県及び熊本市と比較して低い状況にあ

るが、平成２４年と２７年を比較すると、増加率が2.8ポイントと一番高い伸びを示

しており、今後、更に高齢化率が高くなることが予想される地域でもある。（表‐１） 
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このような状況から、当地域においては、高齢者の介護予防や生活習慣病予防の健 

康増進を目指した取り組みが課題となっており、社会全体が相互に支え合う観点から 

地域事業者に対しても役割が求められており、地元小売店・飲食店・サービス業の高 

齢者や病気治療者に対する商品・飲食メニュー・サービスの提供等による貢献が考え 

られる。 
 
（表－１） 

熊本市各区及び熊本県の高齢化率比較（％） 

区 分 平成２４年５月 平成２７年５月 伸び率 

東 区 18.3 20.9 2.6 

 うち託麻地区 16.8 19.6 2.8 

中央区 21.3 23.0 1.7 

西 区 25.8 28.2 2.4 

南 区 21.7 23.6 1.9 

北 区 22.7 25.4 2.7 

熊本市全体 21.4 23.7 2.3 

熊本県全体 26.7 28.9 2.2 

  資料：熊本市住民基本台帳 年齢別人口（３区分）より算出 
 
 

産業構造としては、商業・サービス業を中心に今日まで発展を遂げてきた。さらに、

人口増加地域という背景もあり、創業ニーズが高く、創業事例が数多くみられる地域

である。 
 
託麻地区の新設会社数（平成２６年１月～平成２７年３月） 
業 種 建設業 製造業 卸小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他 
会社数 18 6 13 3 13 7 

 

一方、当地域における商業・サービス業を取り巻く環境を見ると、総合スーパー

（GMS）やホームセンター等ロードサイド型の大型量販店が数多く点在しており、競

争環境は非常に厳しい状況にある。このため、創業後間もない事業者の廃業が多く、

廃業を出さないための支援として、販売促進や売り上げ管理等の手厚いフォローアッ

プ体制の強化が課題と考えている。 
 
 
商工会管内に立地する大規模小売店舗（店舗面積１，０００㎡超） 

店 舗 名 小売業者名 設置日 店舗面積(㎡) 
ゆめタウンサンピアン店 イズミ H14.3.16 24,839 
ホームセンターダイキ東バイパス店 ホームセンターダイキ  H16. 4. 5 6,766 
マックスバリュ八反田店 マックスバリュ九州  H16. 6.28 1,764 
ミスターマックス熊本ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ミスターマックス H18. 3.30 8,665 
熊本インターコミュニティＳＣ アルペン H18.12.27 5,200 
シュロアモール長嶺 ハローディ H19.11.15 7,291 
ダイレックス熊本店 ダイレックス H20. 1.11 2,025 
マックスバリュ新託麻店 マックスバリュ九州  H21.12. 2 3,756 
ニトリ熊本インター店 ニトリ H23. 3.10 6,790 
マックスバリュ新戸島店 マックスバリュ九州  H24.10.15 3,600 
ドラッグコスモス戸島西店 コスモス薬品 H27. 7.14 1,862 
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商工業者実態調査（平成２７年４月１日現在） 

商工業

者合計 

   商工業者・小規模事業者の業種別内訳 
定款会員に

なり得る 

事業所数 
(計) 

建設業 製造業 卸小売業 
飲食･ 

宿泊業 
ｻｰﾋﾞｽ業 その他 

2,423 2,407 398 142 886 161 497 323 16 

 － 100％ 16.5％ 5.9％ 36.8％ 6.7％ 20.7％ 13.4％ － 

小規模 

事業者数 (計) 建設業 製造業 卸小売業 
飲食･ 

宿泊業 
ｻｰﾋﾞｽ業 その他 

定款会員に

なり得る 

事業所数 

1,663 1,647 372 104 493 76 338 264 16 

 － 100％ 22.6％ 6.3％ 30.0％ 4.6％ 20.5％ 16.0％ － 

資料：全国商工会連合会 平成２７年商工業実態調査より（託麻地区抜粋） 

 

上記のとおり、商工業者の業種別内訳を見ると、卸小売業の全体に占める割合が高

くなっている。 

このような中で、商業・サービス業を営むそれぞれの店舗は買物機能を有している

とともに、地域で暮らす人々が集まる場としての地域コミュニティ機能をも併せ持っ

ている。大型店に対抗できるような商業、サービス業に対する魅力度向上のための支

援が課題となっている。 

 

管内の商店街を見ると、西部地域に「託麻西南繁栄会 60 事業所」、北部地域に「託

麻北繁栄会 31 事業所」、南部地域に「ながみね繁栄会 43 事業所」と３つの繁栄会が

分散して組織されている（図‐1）。各繁栄会では、プレミアム付き商品券発行事業、

スタンプ事業、にぎわい創出のイベント開催等の取組みを行っている。しかし、各繁

栄会地域では、店舗等が点在していることや商業・サービス業以外の事業所も加入し

ている等、商店街としての集客機能は弱く、また、地域コミュニティ機能としての役

割が十分に果たせていないのが現状である。 
（図‐1） 

（繁栄会の地域） 

 

 

託麻北繁栄会

託麻西南繁栄会 

ながみね繁栄会 
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（２）商工会の現状と課題 

これまで商工会では、売上向上につながる支援策として、経営者研修やパソコン

研修、接客接遇研修等、セミナー形式による集団的な支援を中心に行ってきた。 

しかし、個別企業それぞれの課題が違うため売上向上につながっていないのが現

状であり、そのため経営動向や需要動向及び個別企業の現状把握が課題となっている。 

また小規模事業者の販売促進のため、スマートフォンを活用した地域情報や企業

情報を発信できるポータルサイト「たくナビ」の開発と普及を進めてきたが、企業

紹介情報の提供に留まっており、地域の企業取引や販路拡大への活用が課題となっ

ている。 

 

（３）熊本市の産業振興の方針 

熊本市の産業成長戦略では 

①創造的で自律的な企業活動ができるまち  

②人、モノ、技術が集まるまち 

③賑やかで誰もが安心して働けるまち 

を定め、上記①の中で創業支援、②で人づくり、③で商業、サービス業、商店街に

おけるコミュニティ再生事業を重点課題にしている。 

（実施期間：平成２５年度から平成３０年度までの６年間） 

さらに熊本市は、熊本市中小企業振興基本条例の基本方針において、商業・サー

ビス業、中でも大部分を占める小規模事業者の振興・発展を中心的な課題と捉えて

いる。 

また、当商工会の地域である東区では「東区まちづくりビジョン」の基本方針に

おいて、生活習慣病等の疾病予防や、高齢者、障害のある人へのきめ細やかな支援

も行っており、地域の事業者にも役割分担を求めている。 

商工会としても、熊本市の基本方針及び東区まちづくりビジョンの基本方針に沿 

  って、地域の経済活性化に取り組んでいきたい。 

 

（４）中長期的な振興のあり方 

このような現状と課題を踏まえ、これまで生産、流通等の経済活動において重要 

な役割を果たしてきた小規模事業者の経営基盤の強化を図ることにより、雇用と経 

済を支え、更なる地域の発展と活力を与えられるよう目指していく。 

さらに、創業ニーズが高く、創業事例も数多くみられる地域であり、さらなる創 

業支援を充実し、創業間もない事業者が廃業しないよう一貫したフォローアップ体 

制を強化して、地域コミュニティの維持増進を目指していく。 

 また、生活習慣病等の疾病予防や、高齢者、障害のある人にやさしい健康増進の

まちづくりに対し、地域小規模事業者の役割として医療機関等との連携（医商連携）

による健康増進のまちづくりのための仕組みづくりを推進し、地域コミュニティや

高齢者等の生きがいを創出する場の提供を目指していく。 

 

（５）本計画の目標 

本計画においては、特に経営環境の厳しい商業・サービス業を中心とした個店の 

魅力度を高めることを支援の重点とし、売上向上支援による地域内の需要拡大を図 

り、地域の賑わい創出、ひいては地域コミュニティ機能の維持増進に繋げていく。 

 このため、次のとおり目標を掲げて取り組んでいく。 

① 地域の特性や課題及び需要ニーズ等を踏まえ、商業・サービス業を中心とした 

小規模事業者の業種・業態に応じた経営力、販売力の向上、販路拡大等のため、 
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熊本県、熊本市、熊本県商工会連合会、地域金融機関、その他の支援機関と連携 

して、個店の魅力度向上を図っていく。 

② 当地域の特徴である創業者支援ニーズに対応するため、創業セミナーによる創 

業知識の習得やビジネスプラン作成支援及び商工会内にプロジェクトを構築し、 

経営計画策定支援を行うとともに、創業後も定期的なフォローアップを行なって 

いく。 

  ③ 高齢者等の健康増進のまちづくり（医・商連携）を目指し、商業・サービス業

の役割に着目し、日本赤十字病院や大学と連携した協議会を立ち上げ、地域経済

の活性化を図る。 

 

（６）目標達成に向けた方針 

   本計画の目標達成に向け、以下の方針で取組んでいく。 

① 商業・サービス業の経営力強化を図るため、地域の経済動向、需要動向等の情 

報を収集し、消費者ニーズを的確に捉え、小規模事業者への巡回・窓口相談にお 

いて、個別企業の経営分析を踏まえ、売上増加や利益増加に直接寄与する経営計 

画の策定を行うとともに需要の開拓支援も実施していく。 

② 創業支援及び創業後のフォローアップを実施するため、商工会内に経営指導員、

経営支援員によるプロジェクトを構築し、専門家、その他支援機関と連携しビジ

ネスプランの作成等、創業者の支援体制を強化することにより積極的な創業支援

を行い、創業後も定期的に事業遂行状況を把握し、事業計画の見直しなども含め

売上の増加・利益を確保するための支援を行っていく。 

③ 健康増進のまちづくりを推進するため、地域住民に対し、健康管理に対する意 

識の高揚を促すとともに商工会が地元小売店・飲食店・サービス業と医療機関を 

繋ぐ場を設け、高齢者や病気治療者に対する商品・飲食メニュー・サービスの開 

発を進める。 

商品・新メニュー・サービスの開発については、医療機関や大学の食資源・ 

新ビジネス開発等の専門家からのアドバイスにより、個別支援を行っていく。 
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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２８年４月１日～平成３３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、巡回相談時のヒアリングなどを通して、小規模事業者の経済動向

調査を行うとともに、全国商工会連合会に協力する形で、経済動向調査を行って

きたが、その調査の活用については、分析することなく窓口指導や巡回指導に活

用するに留まっていた。 

今回の計画では、地区内の経済動向を商工会の部会等を活用し調査・分析する

ことにより、小規模事業者の経営基盤の強化のための支援を行う。なお、事業実

施に当たっては、商工会で企画、検討を行い、分析等については外部業者を活用

する。 

 

（事業内容） 

（１）地域経済状況については、商工会が熊本市ビジネス支援センター他各機関か

らの情報収集等により、地域の経済動向の調査・結果を年１回、業種別、規模

別、年齢別等に収集・整理し、小規模事業者の持続的発展に向け、巡回・窓口

相談時に提供していく。さらに、商工会のホームページ等により、いつでも閲

覧できる環境を整え、事業計画策定の基礎資料として、活用していただき、個

店の魅力度向上に繋げていく。【新規】 

（２）商業部会を通じて商業・サービス業者に対して経営動向について、商工会が

２年毎にアンケート調査を実施し、外部機関を活用して業種毎に調査分析し、

課題の抽出を行う。（分析結果を翌年の支援に活用するためアンケートは２年

毎に実施する。） 

外部機関が分析した結果については、巡回窓口相談等で活用するとともにホ

ームページで地域の小規模事業者に情報を提供することにより、地域の特性に

合った事業計画の策定に活用し、それを基に具体的な課題解決のために伴走型

の支援を行い売上向上に繋げていく。 

なお、アンケート調査項目については、全国商工会連合会の中小企業景況調

査との比較調査を可能とするため同一とする。具体的には、以下の項目を考え

ている。売上動向・仕入動向・設備投資動向・受注状況動向・利益動向・資金

調達動向等【新規】 

（３）全国商工会連合会が行う中小企業景況調査、日銀短観、国、県、白書、金融

機関等の全国的な経済動向調査を商工会が収集・整理し、年２回地域における

業種別の特徴を外部機関を活用して比較分析する。分析結果については、巡回

窓口相談等で活用するとともにホームページで公表し、地域の小規模事業者に

情報を提供する。【拡充】 
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（目標） 

上記事業内容に基づき下記のとおり支援目標を設定する。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域経済動向調査分析結果

公表回数 
0 1 1 1 1 1 

アンケート実施回数 0 0 1 0 1 0 

アンケート調査数 0 0 300 0 350 0 

外部機関との打合せ回数 0 0 3 0 3 0 

巡回指導回数 0 150 150 150 150 150 

 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

これまでの経営状況分析は、金融指導や記帳指導の中での簡易なものであった

ため、経営改善に十分に反映出来ていない状況にあった。 

そこで今回の計画より、専門家を活用した経営状況の分析を行い、経営課題を

抽出し持続的発展に向け支援を行うとともに、事業計画策定の基礎資料として商

業・サービス業の魅力度向上に繋げていく。 

 

（事業内容） 

(１)経営指導員による巡回訪問において、やる気のある事業者や伸び悩んでいる事

業者を経営状況分析の対象者として掘り起こしを行う。【指針①】 

(２)地域の業界動向を調査分析している「地方経済総合研究所」等に講師を依頼し

商業・サービス業の現状、課題、求められる機能等、商業・サービス業を対象と

した各種セミナーを開催し、個別相談のあった事業者を経営状況分析の対象者と

する。【指針①】 

(３)経営指導員による巡回訪問において個店の現状と課題の抽出、今後取り組みた

い事項の抽出、経営の強み・弱みの分析等を行い、具体的な解決方法については、

専門家派遣事業を活用し小規模事業者の抱える諸問題に対し的確な指導・助言を

行う。【指針①】 

<分析内容> 

・ビジネスモデルを把握する事業構造分析 

・収益構造を把握する収益構造分析 

・資金の流れを把握するキャッシュフロー分析 

・事業計画に役立てるための損益分岐点分析 

・商品構成分析 

・動線分析 

・店舗レイアウト分析 

・顧客分析 

・従業員定着率分析 他 

<支援機関> 

・熊本県商工会連合会 

・ミラサポ 

・よろず支援拠点 等 
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（目標） 

  上記事業内容に基づき下記のとおり支援目標を設定する。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡回訪問企業数 100 150 150 150 150 150 

セミナー・個別相談会 

開催回数 
7 9 10 10 10 10 

経営分析件数 30 30 45 50 50 50 

 

 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

Ⅰ-１地域の経済動向調査、Ⅰ-２経営状況の分析、Ⅰ-５需要動向調査、特に

年代別のモニター制度を導入し、その調査結果に基づき、商工会が小規模事業者

の事業計画の策定支援を行い、各関係機関(熊本県・熊本市・熊本県商工会連合

会・ミラサポ・よろず支援拠点等の支援機関・各金融機関(6 行 13 支店)・中小

企業診断士等)と連携を図り、伴走型の指導・助言を行うことで、個店の魅力度

向上につながり小規模事業者の事業の持続的発展を図ることが可能となる。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定等に関する持続化・ものづくり補助金等セミナー、個別相談会

の開催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う。【指針②】 

（２）経営指導員・経営支援員の窓口・巡回指導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。【指針②】 

（３）事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談及び各補助金の申請を行

う小規模事業者に対しても事業計画の策定支援を行う。【指針②】 

（４）小規模事業者持続化補助金については活用を積極的に勧め、補助金申請とと

もに事業計画の積極的な策定支援を行う。【指針②】 

（５）事業計画策定については、年代別に応じた具体的なターゲットを絞り、年代

別モニター制度の調査結果等を事業計画に盛り込むことで、商業・サービス業

の経営力向上・魅力度向上に繋げる。【指針②】 

 (６)意欲ある企業の掘り起こしと集中支援を行うため、経営改善・経営力向上の

ための支援スケジュールを作成する等の経営支援プログラム※１の策定支援を

行う。【指針②】 
※１経営支援プログラム：経営目標を設定し、その経営目標を達成するために想定される課題の解決

のために必要となる支援メニュー（専門家や支援機関の活用等）を経営指導員と経営者が連携して

経営支援プログラムとして構成・策定し、経営者の合意を得て、経営指導員が伴走型で支援してい

くツールである。 

（７）創業・第二創業(経営革新)支援 【指針②】 

地域における創業ニーズに適切に対応するために、地域金融機関、熊本市

等と連携して「創業セミナー」を開催し、創業支援を行う。 

①創業セミナーを開催し、創業に対する心構えや成功のために必要な知識を

習得し、創業実現に向けたビジネスプランの作成支援を行う。【指針②】 

②第二創業(経営革新)に関するセミナーを開催し事業計画策定支援を行い、

経営革新承認に向け伴走型の経営支援を行う。【指針②】 
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（目標） 

上記事業内容に基づき下記のとおり支援目標を設定する。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

セミナー開催回数 未実施 2 2 2 2 2 

事業計画策定事業者数 30 30 30 30 30 30 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（事業内容） 

（１）地域の雇用維持拡大を図る事業については、小規模事業者経営発達支援融資

制度を活用した事業計画の策定支援を積極的に行うとともに、その後のフォロ

ーアップを３ヶ月に１回、伴走型の支援を行う。【指針②】 

（２）事業計画策定後に、国、県、市、関係機関などが行う支援策等を商工会の広

報誌・ホームページを通じて積極的に周知し、活用を促す等のフォローアップ

を実施する。【指針②】 

（３）事業計画策定後に、経営指導員等が主体となって必要に応じて６ヶ月に１度

巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・助言を行う。また、

必要に応じ、熊本県商工会連合会等が実施する専門家派遣事業を活用して支援

を行う【指針②】 

（４）創業・第二創業(経営革新)支援 【指針②】 

創業後も定期的なフォローアップ等により、伴走型の支援を実施する。なお、

事業実施に当たっては、経営指導員、経営支援員で構成するプロジェクトを構

築し、支援体制の強化を図る。 

①創業後は、経営指導員が主体となって３ヶ月に１回フォローアップを行い、

適正な税務申告まで、伴走型の経営支援を行う。【指針②】 

②創業後、計画どおりに進んでいない事業者については、熊本県商工会連合

会等が実施する専門家派遣を活用し、事業の達成に向けた支援を行う。【指

針②】 

③創業者については、「創業者情報交換会（仮称）」を年 1回開催し、創業者

の「悩み」「不安」を共有化する等技術的な支援のみでなく、創業者の精神

的なフォローアップ等きめ細かな支援を行う。【指針②】 

④経営革新承認企業については、経営指導員が主体となって年に１回フォロ

ーアップを行い、伴走型の支援を行う。【指針②】 

⑤承認後、計画どおりに進んでいない事業者については、熊本県商工会連合

会等が実施する専門家派遣を活用し、事業の達成に向けた支援を行う。【指

針②】 

（目標） 

上記事業内容にもとづき下記のとおり支援目標を設定する。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

周知によるﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ件数 60 60 60 60 60 60 

第二創業(経営革新)支援者数 1 3 3 3 3 3 
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５.需要動向調査に関すること【指針③】 

これまでは家計調査年報や民間調査機関等による購買動向を把握するとともに

３年ごとに行われる熊本県消費動向調査を分析し、消費者ニーズの把握と分析結

果の情報を小規模事業者に対して提供してきた。しかし、これまで活用してきた

調査結果では、地域の特性を十分に把握することが出来なかったため、地域の消

費傾向や、高齢者を含めた年代別等のきめ細かな需要動向を調査分析し提供する

ことが個店の売上向上につながると考える。 

 

（事業内容） 

（１）一般消費者に対する調査として、商工会が消費者モニターを募集し、毎年

１回「どこで買い物をしているのか」「どのような商品を求めているのか」等

ニーズ、トレンド傾向を把握する。特に、高齢者等を含めた年代別の消費者モ

ニターを導入し、年代別の消費需要動向を確認し、商品構成、店舗レイアウト

に活用すると供に、ホームページ等で公表し、商業・サービス業の魅力度向上

に繋げていく。なお、調査項目については、県が３年に１回実施する「買い物

調査」と同一項目を使うことで、ニーズ、トレンドの特徴を把握する。【指針

③】 

（２）全国的な需要動向については、商工会が日経テレコム POS 情報、金融機関の

データ、新聞等の情報を活用し、情報の収集の多様化を図り、調査結果につい

ては、経営指導員等による巡回・窓口相談時に活用し個別企業へフィードバッ

クすることで、小規模事業者がターゲットとする年代層に応じた対応が可能と

なり、魅力度向上に役立てるとともに事業計画策定に活用する。 

（３）商工会が毎年、家計調査年報や民間調査機関等による年代別購買動向を調査

分析し、年代別の購買動向を把握する。特に、高齢者の購買動向を把握するこ

とで、高齢者のニーズに対応した品揃えやサービス等を個店の魅力度向上に繋

げていく。【指針③】 

 

（目標） 

上記事業内容に基づき下記のとおり支援目標を設定する。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

消費者ﾓﾆﾀｰ調査件数 未実施 300 300 300 300 300 

消費者ﾓﾆﾀｰ調査回数 未実施 1 1 1 1 1 

 

 

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、事業所情報発信ツールである「たくナビ」を活用して需要の開拓

を行ってきたが、単なる事業所紹介や商品紹介に留まっていた。また、地域の商

業・サービス業の販路開拓と商品の認知度を高めるため、熊本県商工会連合会が

行う「くまもと物産フェア」への出展支援も行ってきたが、これらの取組みが需

要拡大強化まで十分に繋がらなかったことが課題となっている。 

これからは、物産展や商談会等への出展支援に加え、域外への販路拡大を目指

す小規模事業者への支援施策として、販路開拓及び市場とのマッチング支援を充

実していく。 
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（事業内容） 

（１）地区内の小規模事業者の需要開拓を図るため、商工会が運営するスマート

フォンを活用した託麻地域の事業所情報サイト「たくナビ」を販路開拓に活用

する。このため、①商業・サービス業を中心に掲載する店舗情報をジャンル別・

エリア別に検索する機能を充実して販路開拓に活用できるようコンテンツを

充実させ、消費者である地域住民に活用しやすいようなサイトに改良する。 

②登録事業所同士の情報交換の場として、商取引等のビジネスパートナーの発

掘に役立てていくため、登録事業者間のマッチングもできるようなサイトに改

良する。 

具体的には、検討委員会を設置してこれらの改善策を検討していく。現状で 

はスマートフォンの検索画面から「たくナビ」を検索して各サイトにアクセス 

する形となっており、利用しにくい状況があるため、アクセスしやすいアプリ 

化に向けて改善を図り、利用者を増やすような工夫を加え、商業・サービス業 

の魅力度向上と販路開拓に繋げていく。【指針④】 

 
 

（２）域外への販路拡大を目指す食品製造販売業者等に対し、熊本県商工会連合会

が開催する「くまもと物産フェア」、全国商工会連合会が開催する「ニッポン

全国物産展」をはじめ都市部で開催される物産展・見本市・商談会等の開催情

報を提供し、積極的な出展支援を行うことにより、消費者ニーズの把握や新商

品開発・品質改善への意識の高揚を図る。 

具体的な支援策としては、食品分野を中心とした商社、スーパー、専門店等

のバイヤーを対象とした商談成約率を高めるために、商品のレイアウト指導、

セールスポイント明確化、コンセプトの整理等のマッチング支援を行う。また、

商談の成否の要因について検討し、課題解決のため伴走型の支援を行い新たな

需要の開拓や販路開拓に繋げる。【指針④】 

 

（３）経営分析の結果、販路開拓に伸び悩む事業者や巡回指導の中で販路開拓を目

指す事業者を対象に、熊本県商工会連合会、くまもと産業支援財団等と連携し

て販路開拓の専門家等による個別相談会等を開催し、特に、商業・サービス業

における販路開拓、販売方法等における課題の抽出を行い売上拡大、利益確保

に繋げるため伴走型の支援を行う。【指針④】 
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（４）経営分析及び巡回指導において、事業計画により販路開拓を目指す事業者 

が取扱う新商品・新サービス等について消費者に対し広くＰＲするため、地元新聞等のマ 

スメディアへ情報を積極的に提供し、紹介記事等の掲載により小規模事業者の新 

たな需要開拓に寄与していく。【指針④】 

 

（目標） 

上記事業内容にもとづき下記のとおり支援目標を設定する。 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30 年度 31年度 32 年度 

情報発信事業の 

改善検討会回数 
0 3※ 2 2 2 2 

個別相談会開催回数 0 10 15 20 25 30 

物産展・商談会等 

出展支援者数 
4 6 8 10 10 10 

商談件数・成約件数 0 3 4 5 5 5 

※改善検討会の立ち上げ会議を含む 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

熊本市では平成２４年４月の政令指定都市移行に伴い、５つの行政区が誕生し、 

  それぞれの区の特性を生かした市民協働の新しいまちづくりを推進するため各区 

でまちづくりビジョンを策定した。 

東区では平成２５年３月に１０年間を目標とした「東区まちづくりビジョン」を 

策定した。ビジョン策定にあたっては、東区役所内に「東区振興ビジョン策定検討 

会」を設置して検討を重ねるとともに、学識経験者や校区自治協議会、各地域団体 

等で懇話会を開催して意見を聞いた。また、区民アンケート、移動懇話会、さらに 

は地域団体ヒアリングやオープンハウス等を行ってまとめられた。 

 東区まちづくりビジョンを推進するため、区民、地域団体、ＮＰＯ、事業者、学 

校等の代表者による「東区まちづくり懇話会」を設置し、本ビジョンに基づく、区 

の特性を生かしたまちづくりに関する事項について協議し、まちづくりを推進し 

ている。 

当商工会も「東区まちづくり懇話会」に参画し、事業者団体として役割分担や、 

連携のあり方について意見を述べるとともに協力を行っている。 

「東区まちづくりビジョン」の基本方針の中には、生活習慣病等の疾病予防や、 

高齢者、障害のある人へのきめ細やかな支援が謳われており、地域の事業者にも役 

割分担が求められている。 

当商工会では事業者及び従業員の健康診断受診率を上げるため「健康維持増進

支援事業」を実施し、健康増進への取組みも行っている。 

そのような中、当商工会地域周辺には、日本赤十字病院をはじめ医療機関や九州 

東海大学、熊本県立大学が存在し、また、地区内では６５歳以上の高齢者が増加傾 

向にあることから「医・商連携」による「健康増進のまちづくり」に対する理解や 

協力が得られる環境が整っている。 

さらに、地域貢献事業として３０年の伝統がある「たくま夏まつり」を継続実 

施することで、地域住民の「憩いの場」と住民同士の「ふれあいの場」を提供する 

とともに地域小規模事業者の事業ＰＲの場としても活用していきたい。 
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（事業内容） 

１.医・商連携による健康増進のまちづくり 

（１）商工会が医療機関と協力して、高齢者や病気治療を行っている住民を対象 

とした健康管理セミナーを実施し、健康管理に対する意識の高揚を促す。 

（２）商工会が地元小売店・飲食店・サービス業と医療機関を繋ぐ場を設け（仮称： 

健康増進協議会）、高齢者や病気治療者に対する商品・飲食メニュー・サービ 

スの開発を進める。 

（３）女性客向けの健康と美容に効果を狙った商品・ヘルシーメニュー・サービス 

の開発についても併せて進める。 

（４）商品・新メニュー・サービスの開発については、医療機関等の管理栄養士や 

大学の食資源・新ビジネス開発等の専門家からのアドバイスにより、個別支

援を行っていく。 

（５）託麻地区には託麻三山と呼ばれる３つの山があり、都市化の進む中、ささ 

やかな自然が残されており、由緒ある旧跡も多く散在している。中でも託麻 

新四国八十八ヶ所札所は近年注目されつつある文化財である。商工会におい 

てもこの資源については、以前から観光及び健康づくりの観点から着目して 

おり、案内板の設置や清掃等で市託麻公民館及び資源管理やボランティアガ 

イドを行う保存会等と協力体制を取っている。そこで、市託麻公民館及び保 

存会等と地元飲食店や小売サービス業が連携して八十八ヶ所めぐりの活用を 

検討する場を商工会が設け、健康増進とサービス提供をキーワードに活用を 

図っていく。 

 

 

２.地域の賑わい創出事業 

（１）託麻地区の住民同士のふれあいと賑わい創出を目的に開催している「たく

ま夏まつり」については、熊本市、自治協議会、託麻公民館、商工会等で組織

する実行委員会の主催により、地域との密着度を高めるため６つの校区を毎年

順番に回して開催し、賑わいを見せている。 

この夏まつりは、自治協議会が主体となって公民館で実施している地域団体

や住民のふれあいフェスティバルと商工会が主体となって小学校のグランドで

開催する夏まつり最大のイベント「歌と踊りの夕べ」が主なイベント。 

商工会では、このイベントを活用し、イベント会場に来場する地域住民に対

し小規模事業者のＰＲコーナーを設けることで、消費拡大と出展事業者の地域

における認知度向上を図る。 

（２）地区内に組織されている「託麻西南」「託麻北」「ながみね」の３つの繁栄

会が実施しているプレミアム付き商品券発行事業、スタンプ事業、賑わい創出

のイベント（祭りや夜市等）は地域経済活性化に貢献している。 

このため、商工会は繁栄会事業を円滑に進めるための支援を行い、賑わい創

出による地域経済活性化の推進を図る。 
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（目標） 

  上記事業内容に基づき下記のとおり目標を設定する。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）小規模事業者の個別経営計画策定の多様化に対応するため、熊本市ビジネス 

支援センターが主催して年４回開催している熊本市中小企業支援機関連絡協 

議会（県・市の中小企業支援担当部局、熊本市内８商工会・商工会議所、くま 

もと産業財団、中小企業団体中央会、県信用保証協会、熊本大学連携インキュ 

ベータ、起業化支援センター、日本政策公庫、中小企業診断士協会）において、 

各支援機関の支援事例、支援ノウハウ等について情報交換を行う。 

また、個別経営計画策定に伴い専門的な支援が必要な場合、これらの支援機 

関と連携し、専門的な支援を実施する。 

（２）商工会と金融機関との懇談会開催による情報交換 

小規模事業者の経営発達に繋がる事業計画を実行するためには、事業資金を 

調達する必要があるため、国・県・市制度融資等の円滑な融資が行えるように 

金融機関との密接な連携協力が欠かせない。 

また、託麻地域には金融機関が６行１３支店等（肥後銀行６支店、熊本銀行 

２支店、熊本信用金庫１支店、熊本中央信用金庫２支店、熊本第一信用金庫１ 

支店、熊本県信用組合本店営業部）あり、金融機関からの小規模事業者の経営 

相談紹介も多く、相談者の掘り起しについても連携を図っている。 

このため、商工会が各金融機関の融資担当者及び熊本県信用保証協会の保証 

担当者を集めて年１回、金融懇談会を開催し、商工会の経営支援活動を理解し 

てもらうとともに、金融機関が融資を通じて得ている地域小規模事業者の業況 

等について情報を交換する。 

 

項目 現状 
28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

31 

年度 

32 

年度 

医・商連携関係機関 

との検討回数 
0 2 3 3 3 3 

健康増進セミナー 

開催回数 
0 1 2 2 2 2 

八十八ヶ所関係機

関との検討回数 
0 2 3 3 3 3 

夏祭り開催回数 1 1 1 1 1 1 

夏祭り関係機関と

の検討回数 
5 5 5 5 5 5 

夏祭りＰＲコーナ

ー出店者数 
2 5 10 10 10 10 

夏祭り来場者数

（人） 
1,000 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 

繁栄会イベント支 

援回数 
0 2 2 2 2 2 

繁栄会イベント 

来場者数（人） 
500 500 500 500 500 500 
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（３）熊本市商工会経営指導員による連絡会議開催による情報交換 

小規模事業者の利益確保に関する支援ノウハウの向上を図るため、各商工会

における個別支援活動事例について、熊本市内の８つの商工会の経営指導員が

年２回、自主的に開催している連絡会議において、各経営指導員が日常の経営

支援活動の中で得た支援事例や課題等について情報を交換する。 

（４）熊本市商工行政懇談会開催による情報交換及び施策要望 

小規模事業者への施策の課題解決や商工会の支援事業の充実強化を図るた

め、熊本市の市長、議会議員及び担当部局と熊本市内の８つの商工会による商

工行政懇談会を年１回開催し、商工会が行っている小規模事業者への経営支援

の現状と課題、小規模事業施策及び商工会支援の必要性について情報交換及び

施策要望を行う。 

  

（目標） 

上記事業内容にもとづき下記のとおり目標を設定する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）全国商工会連合会・熊本県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小

企業基盤整備機構が主催する小規模事業者支援研修や中小企業大学校の主催

する研修等に経営指導員が年間１回以上参加することで、売上や利益を確保す

ることを重視した支援スキルの向上を図る。また、参加した研修内容を整理し

た『学習報告書』を作成し研修内容の理解を高め、報告書を回覧することでノ

ウハウの構築を図る。 

（２）毎月１回（２時間）経営支援員も参加して、資質向上学習会を開催し、組織

内で経営指導のノウハウを共有する。特に売上向上につながる顧客ニーズ、売

れ筋商品や業界の動向、大型店の動向、経営の成功実例・支援事例を把握する

とともに支援に活用することにより小規模事業者の利益の確保に寄与するこ

とが出来る。 

（３）学習会で得たノウハウをもとに、経営指導員と経営支援員によるチームで小

規模事業者を支援すること等を通じて、課題の発見方法、指導方法・助言内容、

情報収集方法等の共有化を図るとともにＯＪＴにより伴走型の支援スキルの

向上を図る。 

（４）創業支援強化を図るためのプロジェクトを通じて、経営指導員、経営支援

員の創業に関する支援能力の向上を図る。具体的には、従来のビジネスプラ

ン作成支援等だけでなく、法的手続等の高度なスキルについて毎月１回(２時
間)学習会を開催し、士業・専門家にスムーズに橋渡しできるノウハウを身に
付ける。 

項目 現状 
28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

31 

年度 

32 

年度 

中小企業支援機関との情報交

換回数 
4 4 4 4 4 4 

金融機関との懇談会回数 1 1 1 1 1 1 

市商工会経営指導員との連絡

会議回数 
2 2 2 2 2 2 

市と商工会の商工行政懇談会

回数 
1 1 1 1 1 1 
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〈共有するノウハウ〉 
・小規模事業者に対するヒアリング手法 
・効果的、効率的な支援の在り方 
・新事業や補助金などの課題解決につながる提案方法 
・事業計画書策定の手法 
・効果的なフォローアップの在り方 
などをテーマとして経営指導員のみならず職員全員での情報の共有を図る。 

 
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）中小企業診断士、県連、行政担当課等の外部有識者及び内部の商工会関

係者により組織された「経営発達支援事業評価委員会（仮称）」を組織して事

業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

（２）合同会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果については総務委員会・合同会議・理

事会へ報告し、承認を受ける。 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を熊本市託麻商工会のホームページ

（http://www.kumashoko.or.jp/takuma/）で計画期間中公表する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

P 

D 
・各年度、実施状況及び成

果を総会にて報告。 

・事業の成果・評価・見直

しを熊本市託麻商工会 HP

にて公表する。 

A 

理事会 

合同会議 

外部有識者 

PDCA サイクルによる評価図 

熊本市託麻商工会 

熊本市託麻商工会 

各種関係団体 

熊本市託麻商工会

各種関係団体 
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事業の実施計画・評価イメージ図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局会議 

（事務局長、経営指導員、経営支援員）

・課題の抽出  ・問題点の解決 

・支援策の検討 ・今後の対応策 

 

支援機関との連携・実施 

（熊本県・熊本市・熊本県商工会連合

会・中小企業診断士・熊本県信用保証

協会・管内金融機関・自治協議会・託

麻公民館・繁栄会・大型店等） 

経営発達支援事業評価委員会（仮称） 

＊外部有識者（中小企業診断士、県連、行政担当

者） 

＊内部有識者（商工会関係者） 

（事業成果の検証・目標達成検証・見直し案） 

合同会議 

（企画案検討） 

理事会・総会 

（計画案の承認） 

経営指導員会議 

（企画案提案） 

［計 画］ 

［改 善］ ［実 行］ 

［検 証］ 

総務委員会 

（企画案検討） 
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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２８年１月現在） 

（１）組織体制 職員８名 

  事務局長  １名 

 経営指導員 ３名 

経営支援員 ４名 

  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 

   2.経営状況の分析に関すること 

   3.事業計画策定支援に関すること 

   4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

   5.需要動向調査に関すること 

   6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

  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 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

   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 

    

（２）連絡先 

熊本市託麻商工会 

  〒861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東 7丁目 9番 8号 

  電話 096-380-0014 ＦＡＸ096-380-0246  ﾒｰﾙ kstakuma@lime.ocn.ne.jp 

 ＨＰ http://www.kumashoko.or.jp/takuma 
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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 円） 

 経費区分 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

  経費区分明細 

 Ⅰ経営発達支援事業 2,910,000 3,150,000 3,070,000 3,150,000 3,070,000 

1 地域の経済動向調査に関すること 210,000 290,000 210,000 290,000 210,000 

2 経営状況の分析に関すること 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

3 事業計画策定支援に関すること 490,000 330,000 330,000 330,000 330,000 

4 
事業計画策定後の実施支援に関す

ること 
400,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

5 需要動向調査に関すること 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

6 
新たな需要の開拓に寄与する事業

に関すること 
1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 

 Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 1,700,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 

1 
医・商連携による健康増進のまち

づくり 
150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2 地域の賑わい創出事業 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 

 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 
1,345,000 1,345,000 1,345,000 1,345,000 1,345,000 

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 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2 
経営指導員等の資質向上等に関す

ること 
160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

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 
685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 

調達方法 

国補助金・県補助金・市補助金・会費・手数料収入 
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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 

  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 

   2.経営状況の分析に関すること 

   3.事業計画策定支援に関すること 

   4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

   5.需要動向調査に関すること 

   6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

  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 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

   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 

連携者及びその役割 

①熊本県 知事 蒲島郁夫 

住所：熊本市中央区水前寺 6丁目 18-1 電話：096-383-1111 

②熊本市 市長 大西一史 

 住所：熊本市中央区手取本町 1-1  電話：096-328-2111 

③熊本県商工会連合会 会長 伊東昭正 

住所：熊本市中央区安政町 3-13-8 階 電話：096-325-5161 

④（専門家）中小企業診断士 

⑤熊本県信用保証協会 会長 真崎伸一 

住所：熊本市中央区南熊本 4丁目 1-1 電話：096-375-2000 

⑥託麻地域の各金融機関 

  肥後銀行 託麻支店 支店長 高本芳郎      

住所：熊本市東区御領 2丁目 19－7   電話：096－380－7881 

  肥後銀行 小峯支店 支店長 川添英男       

住所：熊本市東区長嶺南 5丁目 3－17  電話：096－368－3111 

  肥後銀行 託麻東支店 支店長 上田広子      

住所：熊本市東区長嶺東 5丁目 28－1  電話：096－389－1220 

  肥後銀行 下南部支店 支店長 村上真一      

住所：熊本市東区下南部１丁目 3－111 電話：096－385－1501 

  肥後銀行 長嶺支店 支店長 野間博義       

住所：熊本市東区長嶺南 3丁目 2－17  電話：096－387－3131 

  肥後銀行 三郎支店 支店長 財津達治       

住所：熊本市東区帯山 6丁目 8－33   電話：096－382－1171 

  熊本銀行 東託麻支店 支店長 西村寿朗      

住所：熊本市東区御領 2丁目 7－33   電話：096－389－3434 
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  熊本銀行 託麻支店 支店長 小材哲弥       

住所：熊本市東区八反田 1丁目 1－5  電話：096－382－4530 

  熊本信用金庫 長嶺支店 支店長 小田原充明     

住所：熊本市東区長嶺南 3丁目 8－114 電話：096－381－3288 

  熊本中央金庫 戸島支店 支店長 畑中慎一    

住所：熊本市東区戸島西 4丁目 2－70  電話：096－360－0011 

  熊本中央金庫 帯山支店 支店長 中川幸二     

住所：熊本市東区帯山 4丁目 1－21   電話：096－383－2218 

  熊本第一信用金庫 小峯支店 支店長 深水朋宏 

  住所：熊本市東区小峯 1丁目 4－3   電話 096－369－6111 

  熊本県信用組合 理事長 島田万里  

住所：熊本市中央区紺屋今町 1－1   電話：096－323－7711 

⑦校区自治協議会 

託麻北校区自治協議会 

託麻西校区自治協議会 

託麻南校区自治協議会 

託麻東校区自治協議会 

長嶺校区自治協議会 

西原校区自治協議会 

⑧熊本市東区役所 (総務企画課）区長 中原裕治 

  熊本市東区東本町 16－30 電話：096－367－9121 

⑨熊本市東区託麻総合出張所 所長 北岡宏二郎・託麻公民館 館長 田中紀宏 

住所：熊本市東区長嶺東 7丁目 11-15（託麻総合出張所内）電話：096-380-8118 

⑩託麻西南繁栄会 会長 田代義隆 

⑪託麻北繁栄会  会長 門築六男 

⑫ながみね繁栄会 会長 藤本 勲 

⑬（大型店）株式会社イズミ ゆめタウンサンピアン 店長 井上宏春 

住所：熊本市東区上南部 2丁目 2-2 電話：096-380-1125 

⑭熊本市ビジネス支援センター センター長 福嶌隆彦 

 住所：熊本市西区春日 1丁目 14 番 1 号 電話：096-355-7402 

⑮公益財団法人 地方経済総合研究所 理事長 甲斐隆博 

住所：熊本市中央区紺屋今町 9-6 熊本紺屋今町ビル 8階 電話：096-326-8634 

⑯熊本県よろず支援拠点（公益財団法人くまもと産業支援財団内）理事長 高口義幸 

住所：上益城郡益城町田原 2081-10 電話：096-286-3355 

⑰（医療機関）日本赤十字社熊本健康管理センター 所長 緒方康博 

  住所：熊本市東区長嶺南２丁目 1－1  電話：096－384－3100 

⑱（大学） 

  熊本県立大学 学長 古賀実 

 住所：熊本市東区月出３丁目 1－100 電話：096－383－2929 

  東海大学 学長 山田清志 

  住所：熊本市東区渡鹿９丁目 1－1  電話：096－382－1141 
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⑲史跡ボランティアたくま三山会 会長 松永重雄 

⑳たくま八十八ヶ所巡り実行委員会 会長 西山剛志 

㉑熊本市地区商工会 

  熊本市北部商工会 会長 坂田弘實 

   住所：熊本市北区鹿子木 151－1     電話：096－245－0127 

  熊本市河内商工会 会長 片山哲男 

   住所：熊本市西区河内町船津 2104－4  電話：096－276－0342 

  熊本市飽田商工会 会長 出口起秋 

   住所：熊本市南区浜口町 124      電話：096－227－0852 

  熊本市天明商工会 会長 岩上國男 

   住所：熊本市南区奥古閑町 1906－1   電話：096－223－2022 

  熊本市富合商工会 会長 高浜祐志 

   住所：熊本市北南富合町清藤 9－2    電話：096－358－2521 

  熊本市城南商工会 会長 松田光男 

   住所：熊本市南区城南町宮地 1080－1  電話：0964－28－2317 

  熊本市植木町商工会 会長 入江雄二 

   住所：熊本市北区植木町滴水 441－7  電話：096－272－0236 
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≪連携事業者と連携項目の関係≫ 

 

連携項目 

 

 

 

 

連携事業者 

専
門
家
派
遣
・
連
携 

展
示
即
売
会
の
連
携 

創
業
者
支
援 

セ
ミ
ナ
ー
開
催
・
連
携 

金
融
支
援 

地
域
イ
ベ
ン
ト
支
援 

情
報
広
報
連
携 

補
助
金
関
係
連
携 

そ
の
他
事
業 

①熊本県    ○ ○   ○ ○ 

②熊本市     ○ ○ ○ ○  

③熊本県商工会連合会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

④（専門家）中小企業診断士 ○  ○ ○      

⑤熊本県信用保証協会   ○  ○     

⑥託麻地域の各金融機関   ○ ○ ○     

⑦校区自治協議会      ○    

⑧熊本市東区役所      ○ ○   

⑨熊本市東区託麻総合出張所 

託麻公民館 
     ○ ○   

⑩託麻西南繁栄会      ○    

⑪託麻北繁栄会      ○    

⑫ながみね繁栄会      ○    

⑬（大型店）㈱イズミ 

 ゆめタウンサンピアン 
   ○  ○    

⑭熊本市ビジネス支援センター    ○   ○   

⑮公益財団法人 

地方経済総合研究所 
○      ○   

⑯熊本県よろず支援拠点 ○  ○ ○   ○ ○  

⑰（医療機関）日本赤十字社 

熊本健康管理センター 
○   ○     ○ 

⑱（大学）熊本県立大学 

東海大学 
○   ○  ○ ○  ○ 

⑲史跡ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱたくま三山会      ○    

⑳たくま八十八ヶ所巡り実行委員会      ○    

㉑熊本市地区商工会    ○   ○  ○ 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県 

 

熊本県商工会連合会 熊本市 

 

熊本市託麻商工会 大型店 

中小企業診断士 自治協議会 

金融機関 

各繁栄会 

熊本県 

信用保証協会 

託麻公民館 

くまもと産業支援財団 ビジネス支援センター 


