
経営発達支援計画の概要 

実施者名 宇土市商工会(法人番号 1330005005472) 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

これまで当会で取り組んできた 100 円商店街ほか「商店街活性化支援事業」等

をはじめとした地域活性化事業を踏まえ、繁盛店作りの個社支援並びに賑わい

創出事業、創業支援事業、地域間競争には地域ブランド創出など、地域内の行

政･各団体･地元金融機関などとの地域内連携と各支援機関等との連携をはかり

小規模事業者の持続的発展に寄与することを目的に、中長期的な振興と目標の

達成を目指します。 

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 

  経済動向に関する各種調査資料の提供と、地元商店街等の景況感の調査に

より小規模事業者を取り巻く経営環境をあらわにして、後述の支援事業に

つなげる 

 2.経営状況の分析に関すること 

  潜在的に支援を必要とする事業者の掘り起こしと、経営分析の手法をセミ

ナーなど中心に自助努力ができるよう支援する 

 3.事業計画策定支援に関すること 

  3-1.小規模事業者の事業計画策定支援 

   自社の経営分析を行った事業者に対し、本会と経営支援機関等とが連携

し既存の作成マニュアルや知的資産経営レポート作成セミナーなど開催

し小規模事業者の持続的発展を支援する 

  3-2.新規創業者･第二創業者への事業計画策定支援 

   市行政と連携し特定創業支援者の掘り起こしと、地元連携による支援環

境の構築により伴走支援を実施 

 4.事業計画策定後の実施に関すること 

  専門家も含め、定期的なフォローアップにより支援すると伴に｢身近かな成

功体験発表セミナー｣の開催により親しみやすい事例を周知 

 5.需要動向調査に関すること 

  小規模事業者にマーケットインの考え方を浸透させるための支援と、｢シル

バー元気応援ショップ認定事業｣など地元行政と連携した需要調査を実施 

 6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  既存の地域活性化事業のステップアップを活用し、消費者とのコミュニケ

ーションを再構築し、また地域ブランドを立ち上げるため地域内各団体（市

行政･ＪＡ･漁協･観光物産協会）等と連携し、新たな需要開拓に寄与する事

業を行う 

 

連絡先 

電話番号 ０９６４－２２－５５５５ ＦＡＸ０９６４－２２－２１００ 

E-mail utosyo@bronze.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．宇土市の現状 

(1)宇土市の立地・歴史 
 宇土市は、熊本県のほぼ中央部、熊本平野の南縁で有明海と八代海 

（不知火海）を二分する宇土半島に基部に位置し、半島のほぼ半分を      

占めている。また、宇土半島にある御興来（おこしき）海岸は、日 

本の渚 100 選に認定されている。 

 市域は東西に 20.4 ㎞、南北に 7.9 ㎞と東西方向に細長く、総面積 

は 74.3 ㎢である。北に熊本市、東に旧城南町（平成 22 年 3 月に熊 

本市と合併）、南に宇城市とそれぞれ隣接している。 

 九州を南北に縦貫する国道 3号線及びほぼそれに沿って走る JR 鹿  

児島本線、宇土半島を東西にのびる国道 57 号線及び JR 三角線の分  

岐点にあたり、県内における交通の要衝となっている。 

 熊本市中心部から車で南へ約 20 分、九州自動車道松橋インターか 

ら北西へ約 10 分の距離である。 

 中心市街地は JR 宇土駅の西南側一帯に広がっており、大正年間の古地図にはほぼ現在と同じよう

な店舗配置になっている等、歴史を有している。 

なお、宇土市の歴史は、400 年程前に肥後の半国を治めるべき小西行長の城下町として成り立った。

また、宇土市及び近隣地域には、大型店やチェーン店の出店が活発であり、小売・サービス業では、

地域間競争、地域内競争が激しくなっている。 

 

(2)人口の動き 
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平成17年平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年

世帯数 13,110 13,260 13,393 13,620 13,761 13,917 14,089 14,165 14,292 14,494

人口 38,743 38,582 38,501 38,473 38,299 38,300 38,324 38,095 37,961 37,967

１世帯 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6  
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① 10 年間の宇土市の人口推移 
上記が過去 10 年間の宇土市の人口、世帯、及び 1世帯当たりの人数を示した表である。 

人口については、平成 17 年の 38,743 人に対し、平成 26 年は 37,967 人とやや減少している。一方、

世帯数は平成 17 年の 13,110 世帯に対し、平成 26 年は 14,494 人と増加しており、その結果 1世帯

当たりの人数は平成 17 年 3.0 人から平成 26 年は 2.6 人となる等、核家族化等消費の質が変更して

いると推測される。 

また、国勢調査によると、65歳の老年人口が占める割合は、平成12年20.1％から平成22年は24.7％

と増加している。 

以上から見ると、宇土市における高齢化世帯の核家族化が推測され、宇土市における購買力の低下

が懸念される。 

 

(3)産業構造(小規模事業者の現状) 
 ①各産業の構成と産業構造 
宇土市における産業別就業者割合の推移を見てみると平成 17年から平成 22年までの中において
第 1次産業が 12.2％から 10.6％とやや減少傾向にあることがわかる。さらに第 2次産業は 26.0％
から 23.6％とやや減少傾向にあり、第 3次産業が 61.9％から 65.9％と増加傾向にあることがわか
る。 
 
産業別就業者の割合 

年次 
平成 17

年 

平成 22

年  
年次 

平成

17 年
比率 

平成 22

年 
比率 

農業 1622 1347 第 1 次産業 2,198 12.2 1,816 10.6 

林業 17 15 第 2 次産業 4,691 26.0 4,045 23.6 

漁業 559 454 第 3 次産業 11,183 61.9 11,304 65.9 

鉱業 8 3 計 18,072 100 17,165 100 

建設業 1648 1381 
 

製造業 3035 2661 

電気・ガス水道𡸳 81 91 

情報通信業 143 173 

運輸業 831 861 

卸、小売業 3400 3182 

金融・保険業 249 246 

不動産業 70 152 
学術、専門ｻｰﾋﾞ

ｽ業 
  432   

飲食、宿泊業 616 741 
生活関連ｻｰﾋﾞｽ業   737 
教育、学習支援業 739 774 

医療、福祉 1936 2252 
複合サービス事業 244 163 

サービス業 2156 843 

公務 718 657 

分類不能 64 173 
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②工業の特徴 

工業は、平成 24年 12月末現在、事業所数 57工場を数え、従業員数 2,361人で過去 5年間に
おいても横ばい状況にある。製品出荷高 729億円と安定している。その要因としては、日本合成
化学工業、大阪製鐵、三和化学研究所熊本工場など上場の企業が主要企業として立地している地

元企業は下請けとしての受注機会を確保していることなどが考えられる。 
 

産業中分類別製造品出荷額等 (平成 24 年 12 月 31 日現在） 
       

  事業所数 従業員数 製造品出荷額等(億円）

平成 19年 58 2,507 782

平成 20年 61 2,228 832

平成 21年 55 2,178 656

平成 22年 50 2,194 736

平成 23年 55 1,756 501

平成 24年 57 2,361 729

出荷額の推移 出荷額(億円） 

 

 

      

 
③建設業の特徴 

建設業は、平成 23年度事業所数 160社従業員数 893人で平成 13年度から過去 10年間におい
て比較すると事業所数及び従業員数ともに約 10%の減少傾向にある。その要因としては、公共事
業等の減少による等が考えられる。 

 
年次 事業所数 従業員数 

平成 13 年度 152 1,002 

平成 18 年度 186 1,022 

平成 21 年度 183 1,002 

平成 23 年度 160 893 
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④商業の特徴 

平成 3年から平成 24年までの商店数、従業員数、商品販売額の推移を見ると、商店数は減少傾
向であるが、年間販売額及び従業員数は横ばい状況にある。また、1店舗当たりの従業員数も平成
3 年 4.5人から平成 24年には 6.8人に増加している。その要因を考察すると商店における従事者
規模を見ると（1～2人）の小規模商店が減少し、従事者（10～19人）規模が増加傾向にあること
がわかる。小規模店から大型店の出店数が増加傾向にある環境であることが推測され、大型店は一

部を除き郊外に立地しており地域内競争や、近隣の大型商業施設との地域間競争にさらされ産業の

中では一番厳しい環境にあるといえる。 
 
≪商店数、従業員数、年間商品販売額の推移≫ 

年次 
商店

数 
従業員数 

1 店舗当たり

従業員数 

年間商品販売

額（百万円）   
平成 3年 495 2,250 4.5 48,164

平成 6 年 462 2,437 5.3 50,709

平成 9 年 437 2,778 6.4 62,920

平成 14 年 468 3,071 6.6 58,786

平成 19 年 434 2,908 6.7 54,363

平成 24 年 309 2,102 6.8 48,795

 
 
 
 
商業 商業統計調査「熊本県の商業」 

商店数(従業者規模別）、従業員数、売場面積、年間商品販売額 

年 次 区 分 

商        店        数 

計 
従    業    者    規    模 

1～2人 3～4 人 5～9 人 10～19 人 20～29 人 30～49 人 50～99 人 100 人以上

平成 3年 総数 495 251 127 71 28 10 5 3 －
  卸売業 69 17 15 25 9 1 2 － －
  小売業 426 234 112 46 19 9 3 3 －
平成 6年 総数 462 215 114 70 44 9 5 5 －
  卸売業 64 16 13 17 14 2 1 1 －
  小売業 398 199 101 53 30 7 4 4 －
平成 9年 総数 437 202 119 93 37 12 5 4 1
  卸売業 55 12 9 21 9 3 － 1 －
  小売業 418 190 110 72 28 9 5 3 1
平成 14 年 総数 468 173 124 93 54 13 9 1 1
  卸売業 50 8 12 15 9 5 1 － －
  小売業 418 165 78 78 45 8 8 1 1
平成 19 年 総数 434 175 100 79 57 11 8 2 2
  卸売業 51 11 11 14 9 5 － 1 －

  小売業 383 164 89 65 48 6 8 1 2
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⑤商店街の特徴 
商店街は、ＪＲ宇土駅より全長２㎞の車通行可の商店街で、大正年間には現在と同じような店舗

配置になっている等、歴史を有している。 
平成 27年 12月 28日調査において店舗数 123、空き店舗 27、空き店舗率 21.9％にあります。
宇土市の最初の領主であった小西行長は、キリシタンでしたから家来や領民の中にも信仰が根付

いたのでしょうか、江戸期の肥後の領主になった細川家は３万石の支藩をこの地に設け、宇土市街

地の本町通り沿い 1丁目～６丁目までの間に各町内毎に分不相応に大きな寺が立っている。 
また、明治期から 100年以上も続く老舗がまだ数軒残っているのも歴史を感じさせる。さらに、
地元資本の食料品スーパーはシルバー世代のお客様を中心に、駐車場の交通整理も常態化するほど

の賑わいを見せており、ただ衰退しているだけの商店街というわけではないと可能性を感じる。 
 
一方、当商店街の近隣には昭和 26年 12月 10日中心地西部にショピングセンターピア(5,656㎡)
がオープン。このピア閉店後、平成 26年 8月ダイレックス宇土店として再オープン。平成 7年 10
月 19日中心地東南側にショッピングプラザ・宇土シティ（41,321㎡）がオープン。平成 25年 10
月 31 日国道 3 号線水町交差店東側にマックスバリュウー九州(株)を中心として商業施設 11 店舗
（12,881㎡）がオープン。その他、ディスカウントストアー・家電・ドラッグ､食品等の量販店な
ど 6店舗に取り囲まれている等、競争環境は厳しくなっている。 

 
空き店舗に関する資料については、商工会独自調査ではあるが、本町１丁目～本町６丁目及び城之

浦町７地区を対象として、カウントした。別表のとおり、商店数が減少し、空き店舗が増加傾向に

ある。主な理由は、高齢化による廃業、転出などである。状況としては、たいへん厳しい環境下に

あり、大型店等の進出による影響も要因として考えられる。 

 なお、新規出店は、本町４丁目に２店舗新規出店がある。 

年次   調査日 商店数 空き店舗数 空き店舗比率 

平成９年未定 139 19 13.7 

平成 22 年 8 月 1 日 133 20 15.0 

平成 27 年 12 月 28 日 123 27 22.0 

 

 

   

 

➅消費動向調査の特徴 
宇土市においては、最寄品 3 品の地元購買力率は 8 割を超え、その他でも「本・雑誌」及び「化
粧品・医薬品」では地元購買力率が 7割を超えているが、ファッション品などでは地元購買力率が
低い。また、前回調査と比較すると、「贈答品」以外のすべての品目で地元購買力率が上昇してお
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り、特に「電化製品」では前回比+14.4ポイントとなっている。 
一般食品を例にして宇土市への購買の流入状況をみると、流入はほとんど見られず、最も多いとこ

ろで宇城市(6.3％)であった。 
一方、靴、履物類を例にして宇土市からの購買の流出状況を見ると、流出が最も多いのは熊本市

（28.6％）であり、その他では大型ショッピングセンターを有する嘉島町(14.8%)などであった。 
熊本市への購買流出が多い品目はファッション品と「電化製品」及び「贈答品」となっている。ま

た、大型ショッピングセンターを有する嘉島町への流出が 10%台であるのは、ファッション品と
スポーツ・レジャー用品となっている。 
 
宇土市の商品別地元購買率 

年次 
生鮮

食品 

一般

食品 

日用雑

貨品 

紳

士

服 

婦人

服 

こども

服 

靴・履

物類 

電化

製品 

本・雑

誌 

化粧品・

医薬品 

時計・

メガネ

スポーツ・

レジャー用

品 

贈答品 

平成 21 年 78.2 80.8 83.8 
36

.9 
    38.7 47.8   73.7   54.8 48.1

平成 24 年 81.2 85.9 84.2 
40

.6 
44.3 30.6 40.6 62.2 70.2 76.0 64.2 57.9 47.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑦サービス業の特徴 

宿泊業、飲食サービス業における平成 23年度は事業所数 136社、従事者 747人でと平成 21年
度を比較すると約 12%の減少傾向にある。 

 

（宿泊業、飲食サービス業） 
 

 

    

年次 事業所数 従業員数 

平成 21 年 155 863 

平成 23 年 136 747 
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⑧開廃業の推移 

宇土市における(別表)資料を参考にして見ると高齢化及び後継者不足と思われる廃業事業所が、平
成 24年は 57件・平成 26年は 49件と計上されています。 
また、新設事業所については、平成 24年は 14件・平成 26年は 46件にあり、少しずつではあり
ますが、新設事業所も増加傾向にあるようです。 
  

政府統計・経済センサス基礎調査事業所に関する集計  

年次 
総        数  

新設事業所 廃業事業所  

平成 24 年 14 57  

平成 26 年 46 49  
 

 

(4)宇土市の地域資源について 

 ①ゆるキャラ 
宇土市には「うとん行長しゃん」宇土城下町の最初の領主は小西行長でした。この小西行長をモ

デルに誕生し、地域内行事でも対外的な顔としても活躍しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「うとん行長しゃん」         商工宣隊ＵＴＯレンジャー(着ぐるみ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

商工会でも中心市街地活性化事業イメージキャ

ラクターとしては｢じぞっ子｣がいます。 

毎年 8月 23 日・24 日は地蔵盆で、熊本の三大祭

りの一つといわれる「うと地蔵まつり」が商店街

を中心に開催され、この 2日間で 10 万人近い人

出で賑わっています。このお地蔵さんが｢じぞっ

子｣のモデルです。 
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商工会の青年部が代々受け継いでいる｢商工宣隊ＵＴＯレンジャー｣がいます。毎年 11 月中旬開

催される宇土市産業祭のステージや、地域内の子供達のイベントなどで活躍しています。宇土市の

子供達は誰でも知っている正義のヒーローです。 

このように、宇土市には他の市町村では見られないケースとして、各団体に「ゆるキャラ」が

存在していている特徴があります。 

 
 ②宇土市コミュニティーバス 

｢行長しゃん号｣宇土市内を 2系統で巡回する 30 人乗りのコミュニティーバスで、高齢者等の

買い物難民に対し買い物の利便性を提供している。 

 

 
 ③一次産品及び観光資源 

≪御輿来海岸≫             ≪名水 100 選の轟水源≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪宇土マリーナ≫               ≪船場橋≫ 
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    ≪網田ネーブル≫               ≪デコマリン≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇土市は有明海に面していることから、有明海の養殖海苔、あさり、マテガイ、甲イカなどの

海産品をはじめ、ネーブル、デコマリン等の柑橘系をはじめ、イチゴ、トマト、メロン等の農

産物の生産も盛んである。 

また、御輿来海岸、宇土マリーナと物産館、名水 100 選の轟水源、大太鼓フェスティバル、馬

門石(大王の棺)などの観光資源も有している。 

さらに、江戸時代には、川のほとりに宇土細川藩の蔵屋敷があったことから、武家屋敷ととも

に石橋が残されています。船場川に架かる石橋は、石造の単一アーチ橋で石材には馬門石をし

ている。当時の肥後の石工たちの優れた技巧が残っています。なお、船場橋については、平成

27 年度にプロジェクションマッピングを行う等、地域振興に活用しています。 

しかし、商店街の歴史や観光資源、農産物等の産品など個別の地域資源は多いが地域資源とし

て体系的に整備されていないのが現状である。 

 

 

２．商工会の取組内容 
（１）商工会の現状とこれまでの取組み 
宇土市商工会が過去または現在実施している活性化策は下記のとおりです。 
 
① 商店街、個店支援関係 
・飛躍縁祭（１００円商店街） 
 平成１８年より（４月、７月、１０月、１月）年間４回実施。現在まで３７回実施。 

 
・一店逸品運動（繁盛店作りの一環） 

   平成２４年～平成２６年：パンフレット作成及び１００円商店街にて紹介 
   
 
  ・飲食店支援 

 ＵＴＯｎ街コン（平成２６年度実施 チラシ及びＨＰ、タンクマにて周知 参加者数 16
 珍酒、銘酒うとはしご酒（平成２７年 チラシ周知 参加者数 150名） 
 年末イルミネーション事業で屋台村支援 
 以前はイルミネーションを各店舗へ配布し、商店街のイルミネーション演出 
 平成２５年度 宇土市民会館にて、うとんスカイツリーCafé、軽音楽生演奏 
 平成２６年度 文化財船場橋にてイルミネーション、屋台村支援 
 平成２７年度 文化財船場橋にてプロジェクションマッピング、屋台村実施 

 
② 産業振興関係 
・宇土市産業祭（わいわいフェスタ） 毎年 11月中旬頃に開催 

   平成２４年よりうとシティ駐車場にて開催→来場者数は年々増加傾向で、ＵＴＯレンジャーシ

ョーなどステージイベントも人気である 
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③ 販路開拓関係 
・くまもと物産フェア及び厳選マルシェコーナーへの出店支援 
 
④ 会員間の異業種交流関係 
・平成 25 年より、「会員事業所成功事例体験発表セミナー」身近な事業所の意外な自社体験事
例と中小企業診断士によるその内容の解説と他社への応用の可能性をセミナーしています 
・新春名刺交換会 
・会員ゴルフ大会 
・会員グラウンドゴルフ大会 
 
⑤ 創業支援 
・チャレンジショップＵＴＯ（平成１６年） 
・創業セミナー事業（平成２６年度） 

 
（２）取組の成果と課題 
  当商工会では、これまで様々な活性化策を実施してきているが、一定の成果がある反面、下記のよ
うな課題も見受けられる。 

 
取組み 内 容 成 果 課 題 

①商店街、 
個店支援 

●飛躍縁祭（100円祭） 
・商店街全体を１つの 100円ショップに
見立て各店舗に 100 円の商品を最低１
種類配置させ、利益よりも自店を周知さ

せることに徹し顧客増加を狙う。 
・回遊性を高めるために参加店舗を廻る

スタンプラリーを実施。 
●一店逸品運動 
・商業及びサービス業の各店舗の販路拡

大策の一環として「うと一店逸品」参加

店を募集し、参加店が連携して逸品を販

売することで消費者が購入しやすい販

売ネットワークを構築し、もって地域商

業等の振興発展に寄与することを目的

とする。 

●各店舗の周知及び取扱

商品、新商品の情報提供

が図れた。 
●来場者の増加で中心市

街地活性化に繋がった。

●参加店舗の魅力ある逸

品の掘起こしができた。

●ワークショップによ

り、商品・サービスの深

堀り、ブラッシュアップ

が図れた。 
 

●宇土市外への周知が十分

ではないため認知度がまだ

低い。 
 
●内容のマンネリ化や参加

店の受身姿勢からの脱却が

必要。 
 
●新たな需要の開拓が必

要。 
 
●販路開拓、拡大に 
結びついておらず支援の強

化が必要。 

②産業振興 
 

●宇土市産業祭 
・宇土市の地域全体の経済の浮揚と発展

の起爆剤とするため宇土市の支援を仰

ぎ農業、漁業、商工業の諸団体が協力し

地場産品の展示即売、各種アトラクショ

ン等、加えて中心市街地活性化事業の推

進も目的とする。 

●年々来場者が増加して

おり一時的な賑わい効果

は実感できている。 
●宇土市、商工会、 
ＪＡ、漁協との連携が深

まりお互いのＰＲの場と

なっている。 

●地域の人的なネットワー

クの広がりが感じられな

い。 
●消費者参加型・体験型の

仕組みが必要。 
●消費者と事業者の交流で

きる方向性の検討が必要。

③販路開拓 
 

●くまもと物産フェアー及び 
 厳選マルシェコーナー出展支援 
・農・商・工・関係団体が連携して、県

内各地域に点在する特産品等を一堂

に集め、県産品の一層の普及と消費者

及び企業間相互の情報交換による新

商品開発・品質改善への意識の高揚と

販路開拓を図り、地域産業の活性化と

県経済の浮揚を目的とする。 
 

●平成 27年度は、4事業
所が出展し、メディアへ

の取材を受ける等、県内

全域への 
商品周知に繋がった。 

●一時的な販売増加は見込

めるが、継続的な販路開拓

や消費拡大に繋がっていな

い。 
●市場創出、マッチング等

の積極的な支援が必要。 
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④会員間の異

業種交流関係 
 

●会員事業所成功事例体験 
発表セミナー 

・身近な取り組み事例により“商いの種”

 に気付くことと、元気を貰うことを目

的とする。 

●平成 25 年度は 2 事業
所、平成 26 年度は 1 事
業所の成功事例の発表を

行い、参加者の意識改革

を図った。 

●異業種連携による新事業

展開等、多角化的な支援が

必要。 

⑤創業支援 
 

●チャレンジショップＵＴＯ 
・商店街の活性化と空き店舗解消を図る

為、宇土市で出店を希望する創業予定者

に期間限定で店舗を提供し、独立開業で

きるよう支援する。 
●創業セミナー事業 
・金融機関及び中小企業診断士を講師と

 して創業に関する、販売・資金計画、

顧客開拓、創業計画書作成まで実施。

●2 名のチャレンジオー
ナー（創業予定者）が７

ヶ月間の出店を体験さ

せ、創業へ向けた支援を

図った。 
●平成 26 年度は５回の
創業セミナーを開催し 9
事業所の参加 
 

●創業までが中心となって

おり、創業後の伴走型支援

までに至っていないのが現

状である。 

 
 

３．宇土市の商工業等の課題 
（１）高齢化率の高まりと高齢化世帯の核家族による地域における購買力の低下、さらには地域間競

争による購買流出への対応が課題となっている。 

（２）小規模商業、サービス業において地域間競争、大型店等の進出による地域内競争環境の悪化に

よる商業、サービス業の減少、さらには商店街における店舗数の減少もあり、商店街における

業種構成等の面からも商店街の魅力度が低下しており、大型店、チェーン店に対抗できる商業、

サービス業の育成が課題となっている。 

（３）地域資源の活用によるブランド化の推進による地域外からの流入の増加等交流人口の増加を図

ることが課題となっている。 

（４）後継者難による廃業率の高まりに対する対応が課題となっている。 

（５）創業ニーズが高いが、創業後廃業に至るケースも見られる等、創業者の持続的成長に繋げるた

めの支援強化が課題となっている。 

 

４．宇土市の創生総合戦略 
  宇土市行政が平成 27 年 10 月に「宇土市まち･ひと･しごと創生総合戦略」を策定し、その基本

目標を 4項目立てました。①みんなが豊か！～宇土市のおける安定した雇用を創出する～ 

②みんなが住みたい！～宇土市への新しい人の流れを作る～ ③みんなで育む！～若い世代の 

結婚・出産･子育ての希望を叶える～ ④みんなで実現！～時代に合った地域をつくり、安心な

くらしを守る～ でした。本会もこの地元行政の目指す方向性に沿った発達支援計画の策定を目

指します。この①みんなが豊か！の項目の中で、｢歴史文化を活かした中心市街地の活性化｣とし

て、｢賑わいと豊かさがある元気のある商店街の形成に向け、地元商業者や商工会など関係機関

と連携｣と規定され、さらに｢市内を巡航するコミュニティバスの有効活用｣とうたっています。

また、宇土市が具体的な取組(事業)として、中心市街地活性化事業・シルバー元気応援ショップ

認定という項目も明記されていますが、具体的な商店街(中心市街地)の方向性を示した振興計画

は記載されてはいない。 

 

※「シルバー元気応援ショップ認定事業」とは、商店街の中の商店が提供する無料のサービス(ト

イレの利用やお茶の接待ほか)を宇土市が認定して、高齢者の方達が商店街の中の認定店舗で元

気に集い集まる場所を増やし、さらに移動手段としてコミュニティーバスなど活用して来街者の

増加をはかることで商店街の賑わい創出を目的とした協力店を認定する事業。 

 

５．経営発達支援事業の目標 
  当商工会が対象とする宇土市は、高齢化と核家族化による地域購買力の低下、さらには大型店出

店による競争環境の悪化、さらには後継者難等様々課題を抱えている。また、創業者の廃業につ
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ながるケースも見られる。 

  上記のような課題を踏まえ、中長期的な振興のあり方・目標としては、既存事業者並びに創業者

が、当市において事業が継続することができるように、小規模事業者の経営力の向上を図るとと

もに事業基盤の確立を図るために当市地域のブランド力を高め、交流人口の増加を目標とする。

そうした中で、本計画で設定している 5年間の短期的な振興のあり方・目標として、下記のよう

な取り組みを強化していく。 

 

(1)活動の方針 

①宇土市域の賑わい創出事業(地域振興) 

地域間競争に対抗していくためには、地域の賑わい創出が必要である。 

また、各個店の努力がより大きな成果を生むためにも、地域の賑わい創出が必要となっており、

今回の発達支援計画では、地域の賑わい創出のための支援を図る 

 うと地蔵まつりや 100 円商店街は消費者が来街のきっかけとして取り組んでおり、飛躍
円祭は 37 回の開催を経過、開催回数の見直しや街ゼミの実施など個店と消費者のふれあ

う機会をつくる 

 宇土ブランドの構築、業種を問わず商品･サービス等に対するブランド化を模索し、地域
の連携と地域間競争に対する対策を実施する 

  

②繁盛店づくり支援事業(個社支援) 

   大型店、チェーン店に対抗していくためには、自店の特徴を出すことにより差別化を図ること

が重要となっている。そのため、今回の発達支援計画では、他店との差別化を進め、繁盛店と

なるべく個社支援を行います。 

 事業計画作成ツールによる支援 
各種補助事業の事業計画書に通じる、本会が作成する事業計画作成フォームに基づ

き巡回･窓口相談並びにネットｄｅ記帳などの資料や、インターネットでの各種調査デー

タの活用を図り経営支援を有効に実施する。 

 経営支援機関等との連携によるセミナーの開催 
全国商店街支援センターが主催する｢繁盛店作りプログラム｣などの支援環境などを活用

し、各地の成功事例などの情報提供並びに個店支援セミナー等による繁盛店作りの支援を

行う。 

 補助金活用による支援 
持続化補助金、ものづくり補助金を通じて、売上拡大のための販促支援を行います。 

 経営継続につなげるための事業承継に対する支援 
  具体的な経営方針の確立や事業計画策定を支援するため、計画書の作成や補助事業の申請

に関する支援を実施する。 

 

③創業支援 

   企業への雇用だけではなく、近年は働き方の多様化と伴に女性の社会進出に伴う創業自立の要

望も増えており、平成 25 年創業支援補助金の登場と伴にこの 3年間で 20 人超の女性による創

業に関する相談指導を行った。 

 宇土市行政との連携による支援環境づくり 
     ｢宇土市創業支援計画｣に基づき、宇土市商工観光課・宇土市商工会・各金融機関の宇土支

店等による創業者支援連携により、各支援組織等の強みを活かした創業者に対する宇土に

おける支援環境を構築する。 

 本会による創業計画書作成支援 
     本会の巡回窓口相談や、各支援機関等の創業セミナーの情報提供を行い、金融機関等との

連携による創業計画書作成を支援する 

 創業支援の各ステージ毎の支援実施による創業者への事業継続へつなげる 
  ・創業前 創業事業計画書作成支援並びに資金繰りに関する支援 
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  ・創業後 記帳指導等、記帳・経理関係の経営指導支援 

  ・1 年後 税務申告指導 

  ・2 年以降 新たな販路開拓や、経営持続化･経営革新などの経営指導支援 

 

 

(2)経営発達支援目標 

①地域購買率の５年後 ５％の向上を目標とする 

②開業率 年間５件以上の開業を目標とする 

③廃業率 事業承継や持続化補助金等の活用により現状より５％低減させる 

④交流人口 地域ブランドを積極的にＨＰで紹介し、５年後は５％の向上を図る 

⑥ 店街通行量 ５年後 ５％の向上を目標とする 
 

(3)経営発達支援計画の目標達成のための目標  

 ①個社支援に関する目標 

 小規模事業者や創業者の円滑な事業実施に向けて、巡回･窓口相談や各種セミナーの開
催、専門家派遣を実施し個社の持続的発展を支援する 

 事業計画策定後もそのフォローアップを行い、金融支援や記帳指導、販路開拓支援を各
支援機関との連携も含め個社の持続的発展を支援する 

 事業所の商品･サービス等、顧客ニーズや商圏などの分析を行い、消費者とのマッチング
をする機会(イベント等)を実施し持続的発展を支援する 

 

  ②各種データの調査と活用 

 日経ＰＯＳシステムや近隣商圏等のデータを積極的に活用し、その情報を事業者にフィ
ードバックする 

 必要となる地域情報に対しては、本会独自の調査事業を実施する 
 

  ③地域の賑わい創出事業の実施 

 当会が実施する既存事業の改廃合も含め、必要となる地域の賑わい創出や継続を行い、
個店支援が有効に機能する環境づくりを目的として持続的発展を支援する 

 

  ④地域内での連携と各支援機関等との連携 

 熊本県商工会連合会の専門家派遣や各支援機関の施策等も含めた連携を図り、より高度
で専門性の高い内容にも対処できる支援体制を構築する 

 地域内の行政も含め、各種団体等との連携を図り地域の賑わい創出や、宇土ブランドの
構築など地域内連携を図り、事業所の持続的発展を支援する 

 
(4)平成 28 年熊本地震の概況と復興への目標 

  

① グループ補助金の申請・認定状況 
一次公募・二次公募の状況 

   宇土市からはグループ認定数 ６グループ(事業所数８１者) 

   このほか熊本県内の同業者等でグループを組んだ事業所数(把握数１２者) 

  三次公募以降の申請予定事業者  ２０者以上 

 

② 平成２８年熊本地震を起因とした廃業・未再開 
小規模事業者 １０軒(震災直後) 

まだ営業再開ができていない事業者 ６軒(推定被害額計７億円以上) ※H28/11/1 現在 
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③ 現状の(短期的)課題 
事業資産の復旧補助金(グループ補助金)のグループ認定・補助金交付申請が採択されても 

修復を依頼する工務店や解体工事業者が不足しており、復旧工事の目途がまた立っておらず

店舗再開の目途がまだ立っていない。さらに補助金交付申請が採択されても、工事費用等の

資金繰りがほとんどの事業者で実現していない。今後の経営計画書(返済計画含む)の作成支

援が必要であり、震災後半年を経過して既存融資金の元金返済猶予(据え置き)の期限が訪れ

始めており、まだほとんどの事業者で従前の売り上げの回復がおぼつかない状況である。 

結果として震災直後に運転資金等の融資を受けた事業者も含め、各事業者の金融資産や運転

資金が消耗している事例も見受けられ時間が切迫している状況も実感される。 

 

④ 消費需要状況について 
地元商圏環境において主力となる消費者も自宅家屋が被災しており、特に高齢者世帯におい

ては可処分所得が減少しているものと推測され、今後の需要動向調査の必要性と小規模事業

者への情報提供が重要であると実感される。 

 

 (熊本地震により被災した宇土市庁舎 当時)  

 

⑤ 復興への目標 

  この震災をきっかけとして、従前からの経営の継続ではなく新たな復興への手がかりを、

本事業計画を通じて模索したい。 
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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２９年４月１日～平成３４年３月３１日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

                      

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 これまでは、地域の経済動向について小売業に関しては｢熊本県消費動向調査報告書｣が４年に 1 

回調査され、その報告書が公表されており地元購買率や品目別の購買動向などの数値を資料として

提供していたが、ただ単に資料の提供であったため小規模事業者が有効活用されていなかった。 

 今回からは、熊本県内市町村別の可処分所得や宇土市の統計数値からの地区別の世代別人口･世帯

人口など地元消費者の経済動向を推測する統計資料を専門家に依頼し、本会独自の経済動向に関す

る資料を巡回訪問時など経営指導員が説明するツールとして作成したい。それらの情報・データを

本会の経営発達支援計画の実施にあたり小規模事業者が経営計画の策定をする資料として活用で 

きるような形で、個社支援を的確に指導・助言・確認を行う際に活用する。 

 

(事業内容)   
 1)商店街においては事業者が持つ景況感の調査として、景況調査の項目と同じく前年同期との比較

として「売上高・売上先、仕入単価・仕入先、景況感や客数の変化」について、年２回景況調査

を実施する。調査対象を商店街の 1 丁目から６丁目の各町内および隣接した城之浦町の商業･サ

ービス業など理美容･飲食･食品小売･衣料雑貨小売･その他の小売業・その他のサービス業に分類

してから合計 7地区から各業種１店を継続調査対象として実施し、全国の景況調査の結果と併せ

て宇土市商店街の事業者の景況感として公表する。  

 2)本年で 3年目を迎える、コミュニティーバスの活用状況を市担当課が調査する利用状況に関する

アンケートの内容（乗車目的･利用頻度）を共有し、買い物弱者対策にもつながる行動調査に関

する資料として、宇土市行政･宇土市商店会・消費者代表との懇談会を年 1回実施。調査方法は

市役所担当課が事業効果の検証を年 1回行っており、その行政開示資料を基に専門家と伴に、利

用状況とシルバー世代の行動についてもっと掘り下げた需要動向など必要性があれば別途分析 

し、高齢者の生活や消費行動の追跡調査を実施してコミュニティバスの利用状況が地域経済に地

域の賑わい創出の外部要因として及ぼす効果を検証し、小規模事業者へ公表すると伴に取り扱う

商品やサービスの需要動向調査につなぐ。 

 

(目 標) 
 調査・分析を行うことで、５年後の業種構造を明らかにすることで不足業種の確保や創業支援・事

業承継などを実施し、高齢化社会の進展に市地域で必要とされるコンパクトシティとしての商店街

や業種を明らかにすることを目標とする。 
創業支援に関する目標値としては、宇土市創業支援計画に盛り込んである｢年間相談者数のうち毎

年 5人の創業者創出を目標とする。 

 
 商店街の景況調査について、調査対象事業所は合計 35 事業所で頻度は 3ヶ月に一回 
 コミュニティバスが地域経済に及ぼす高齢者の生活･消費行動調査は年1回実施高齢者の調査
対象者を各 10 人～15 人程度とする 

 各調査結果は熊本県商工会連合会エキスパート等に依頼して年 1回分析し公表 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(現状と課題) 

 これまでは、主に金融支援時にだけ財務分析を行う等、限られた範囲での経営状況の分析に留まっ

ていた。しかし、競争環境が厳しくなる中では、伴走型の経営支援を行っていく上で小規模事業者

個店･個社の現状分析により経営課題を明確化することの重要性が高まっている。 

 

(方  針) 

そこで、今回からは、時間的にも人材的にも制約がある小規模事業者が自ら簡単に経営分析や経営

課題の抽出ができるように、企業の経営状況や課題を明確にして自らが持続的発展につながるため

の支援を行う。経営指導員の巡回･窓口相談時及び各種セミナーの開催時に自社の経営課題につい

てヒアリングし、商品力や販路･商圏、財務･資金繰り、事業承継・人材スキルアップなどの観点か

ら課題の抽出を図り、その改善手段についてセミナーやエキスパート派遣など専門家による質の高

い個店・個社指導を通じ、小規模事業者の定量的な財務分析や定性的な自社の経営資源の分析を中

心に、知的資産経営報告書作成も含め経営状況の分析を行う。 

 

(事業内容) 

 1)潜在的に支援を必要としている小規模事業者の掘り起こし 

  自社の経営課題についてヒアリング時に、経営分析の施策普及等パンフレットを配布し潜在的に

支援を必要としている小規模事業者の掘り起こしを行い、知的資産経営報告書作成・商圏調査・

ＳＷＯＴ分析、ＡＢＣ分析、競合分析などの各種分析に関するセミナーを毎年 1回開催すると伴

に、本会のホームページや会報等を通じて更に周知の拡大を図る。 

 

 2)経営指導員による経営状況の分析  

  支援を必要とする小規模事業者に対し、経営指導員の窓口相談や巡回指導時において知的資産経

営報告書の手法を使ったＳＷＯＴ分析や業種別財務指標を参考に財務分析を行う。また、その分

析手法を簡潔に記載したパンフレットを作成すると伴に、中小機構の｢経営自己診断システム｣

の活用により小規模事業者が自分で分析できるよう自助努力の支援を実施する。収益性･効率性･

生産性・安全性･成長性などの経営分析指標の他、小規模事業者が自社の経営状況がどのように

推移しているのか独自検査の指標となるように項目として売上･客数･客単価の推移、競合店の状

況を中心に経営状況の履歴を残し支援する小規模事業者と共有することにより、個社の外部要因

や内部要因など経営環境の変化に対する気づきを喚起してもらい、その後の経営指導員による継

続した円滑な事業計画作成支援や実施支援につなげる。 

 

 3)ネットｄｅ記帳のデータや日本政策公庫の経営指標の活用 

  経営指導を行う際に小規模事業者が自社の課題を数値として具体的に比較するため、自社のネッ

ト de 記帳データ分析や日本政策金融公庫の経営指標を使い、収益性（売上高営業利益率など）

について自社と同業他社と比較できるように情報を提供し、事業内容の見直し検討も含め経営計

画書作成支援等につながる支援をする。 

 

(目 標) 
  個々の経営分析結果を個別企業にフィードバックして、個別の事業計画作成の支援や小規模事業

 者持続化補助金や・経営革新など各支援施策の事業計画策定支援に繋げる。 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

経営分析件数    9    50       50     60     60     70 
経営セミナー回数   0   1    1    1    1    1 
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３事業計画策定支援に関すること【指針②】 

3.1 小規模事業者の事業計画策定支援 

  これまでは、小規模事業者の事業計画策定支援については、金融申込時や補助金、

及び助成金申請時にだけ事業計画を作成するなどの対応でしかなかった。 

  これからは、PDCA サイクルに繋げるためには、実態に即した事業計画作成の重要性

が高まっている。 

そこで、経営状況分析で明確化した小規模事業者の経営課題を解決するために、上

記１の「地域の経済動向」、２の「経営分析」、５の「需要動向調査」等の結果を踏

まえ、事業者が明確な経営ビジョンを持つための事業計画策定とその実施支援を行

う。 

(事業内容) 

 1)経営指導員･専門家派遣による巡回指導事業 

  上記２にて得た経営分析結果や需要動向等を基に、中小機構や各種支援機関が作成

した既存の経営計画書の作成マニュアルなどを活用しながら指導を行ってく。 

また、専門家による事業計画書作成支援が必要な小規模事業者に対しては、熊本県

商工会連合会などの専門家派遣を利用して対処する。 

 対象者 ：上記２で経営分析を実施した事業所及び事業計画が必要な小規模事業者

 指導内容：上記２で得た事業所の課題に対する事業計画の策定支援 

2)セミナーの開催 

   経営ビジョン作成のためには自社の経営資産を把握することが重要になるため、

このことを目的としたセミナーの開催 

    セミナー内容：知的資産経営レポート作成 

 3)本会が支援に望む体制として事業計画書策定支援に対処するため、窓口相談、巡回

指導時に経営支援プログラムに則り体系的に作成支援する 

   経営支援プログラムによる支援事業者を経営指導員一人あたり年間 1事業者以上

  

3.2．新規創業者・第二創業者への事業計画策定支援  

 これまでは、受動的に相談が来るまで待っていたが、これからは積極的に市役所や

商工会のＨＰを活かし地域住民への情報発信を行い、創業支援を必要とする住民や

潜在的な支援需要に対しては地域内の市役所担当課･商工会･地元金融機関・商店街

等が連携し｢産業力強化法における創業支援事業計画｣に基づき地元支援環境を整 

え創業需要の掘り起こしをします。 

また、創業の事業計画策定に関しては経営指導員による巡回･窓口相談のほか専門 

的な相談内容によっては各種支援機関等の専門家派遣の利用による支援も行う。 

 

 1)既存の個社支援と伴に本会は創業事業計画書作成支援だけではなく、担当する経営

指導員が当初から一貫して操業の実現まで寄り添って対応し、宇土市創業支援計画

に基づく地元金融機関等との資金繰り計画策定や融資相談など連携を図り、それぞ

れの機関等が創業希望者を掘り起こす役割も担う 
   

(創業者の地元連携支援イメージ) 

 宇土市商工会・・・事業計画書の作成支援・創業セミナーの開催 
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 宇土市行政・・・・設備資金の利子補給・市民への創業支援周知 
 金融機関・・・・・資金繰り支援 
 地元商店街･商業集積・・・チャレンジショップ・出店支援・空き店舗情報 

       

 2)創業･第二創業に関するセミナーの開催や、女性の創業支援のためのセミナー開催

をきっかけとして創業支援需要の掘り起こしをして、上記 1)の支援を行う。 

 

 3)創業支援事業を実施するための創業ニーズの掘り起こしに関しては宇土市ホーム 

ページ創業支援サイトに｢お助けコーナー｣を設けてあり、実際創業を目指している

人が必要とする課題や支援項目について宇土市担当課とタイアップして検討会議 

を年 1回実施。また、市行政が施行する｢宇土市創業支援事業計画｣に沿って、特定

創業支援事業者に対し行政が実施する調査内容を共有し伴走型支援を実施。 
 特定創業支援者とは、｢産業力強化法における創業支援事業計画｣における個別の創業相談等

(特定創業支援事業)において、1月以上にわたり計 4回以上支援を受けたものを宇土市が証

明書を発行したものをいう 

 

(目 標) 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

事業計画策定事業者 ４５ ４５ ４５ ５０ ５０ ６０ 

創業計画者数 １１ １５ １５ ２０ ２０ ２０ 

エキスパート派遣件数 １３ １３ １３ １５ １５ １５ 

セミナー開催回数 

（参加者） 

１０ 

(277) 

１０ 

(280) 

１１ 

(300) 

１１ 

(300) 

１２ 

(320) 

１２ 

(320) 

各種助成金申請支援件数 ４５ ４５ ４５ ４５ ４５ ５０ 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 これまでは、巡回指導、窓口指導の中で、実地訪問やヒアリングを通じて現状確認を

行い、計画達成に向けた支援を行ってきた。しかし、支援の実態としては定期的な巡

回訪問や継続的なヒアリングを行ってはいなかった。 

 しかし、事業計画の達成を図るためには、常に PDCA サイクルを回す仕組みが重要と

なっているとともに、これからは計画達成を図るためには、計画的な実施支援等能動

的な支援が必要になっている。そこで、定期的な巡回支援を通じて、経営課題を明確

するとともに迅速な解決策を講じることで計画達成に向けた支援を行う。 

また専門的な課題等については、熊本県商工会連合会、地域金融機関、県産業支援財

団、中小機構、全国商店街支援センター等と連携し専門家派遣や巡回や窓口での相談

に各支援機関担当者と共同で対応するなど、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対

してより丁寧に伴走型のサポートを実施する。 

 (事業内容)  

 1)事業計画の遂行フォローアップ並びに各種補助事業や経営革新認定支援 

   事業計画書の作成支援を行った事業所を対象に、定期的な事業計画遂行のフォロ

ーアップを実施する。また、希望する事業者には引き続き各種補助事業や経営革

新計画策定支援などの申請支援を実施する 

   訪問頻度：３ヶ月に１回の定期巡回訪問 
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   指導内容：作成した事業計画書における計画と実績の差異分析、並びに計画達成

の為の改善策の支援、並びに計画の修正にかかる支援を行い、小規模事業者の継

続発展に資する有効な指導を実施する 

 

 2)創業支援の環境整備        

   創業計画書作成支援者並びに宇土市が証明書を発行する「特定創業支援事業者」

を対象に、地元行政、商工会、金融機関との情報交換や連携をはかり、創業まで

の進捗状況を年４回程度の巡回訪問や面談により継続支援を実施 

 

 3)身近な成功事例体験発表セミナーの開催 

   毎年１回開催している｢身近な事業所の活性化事例セミナー｣により、実践した小

規模事業者自らの定性的な成功体験事例や経営革新・活性化への取組は決して 

難しいものではないことであることを小規模事業者に周知する機会や取組事例 

を実感してもらう。 

 成功事例発表のときには、中小企業診断士による体験内容の講評をしてもらう
ことにより、セミナー参加者にわかりやすく取組事例の解説も好評です 

 

(目 標) 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

フォローアップ回数  ０ １８０ １８０ ２００ ２００ ２４０ 

創業者フォローアップ件数 １２ １５ １５ ２０ ２０ ２０ 

エキスパート派遣件数 １３ １３ １３ １５ １５ １５ 

成功事例セミナー開催回数 

（参加者） 

 １ 

(35)

 １ 

(35) 

 １ 

(35) 

 １ 

(40) 

 １ 

(40) 

 １ 

(40) 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
 商店街においては郊外型の大型店との地域内競争や近隣大型店との地域間競争等さらに厳しい商
圏環境の中で販売競争に晒されている。また、平成 28 年熊本地震で宇土市への商店街も含み大き

な被害があり、飲食店を中心に 10 軒の廃業とまだ営業が再開されていない店舗も複数軒あり、地

元住民の家屋被害も多数あっており、今までの消費動向や需要動向の経験が使えない現状がみえ

てきた。このような中で、小売･サービス業の小規模事業者に対し本会は限定された近接地域やシ

ルバー世代など、特定の需要動向についての調査結果を提供し、我が社の真の顧客が望む新たな

メニュー開発や商品提供・役務を露わにしてその提供を通じて、宇土市の小規模事業者が持続発

展できるよう個社支援を実施する。 

 

(事業内容)  
 1)需要動向調査による情報の収集･整理･分析及び提供 
  大型店との地域内競争や近隣大型商業施設との地域間競争に晒されている小規模事業者に対

し、主に宇土中心部の人口密集地に対する近隣小商圏内における、近隣商圏内の年代別人口分

布や世代別の売れ筋商品情報など、事業者が立地する地区の需要動向について MieNa(市場評価

ナビ)による小商圏の分析結果を提供する。提供対象の事業者は巡回または事業承継・小規模事

業者持続化補助金申請者等から掘り起こす。 
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 2)うと飛躍縁祭(100 円商店街)の活用による情報の収集･整理･分析及び提供 
  特にこの 100 円商店街イベントについては、本市中心商店街が立地する地域であり、来街者も

地元消費者(商店街における中心的な顧客)が主であるため、この需要動向の把握は重要であると

認識している。 この 10 年間(年 4回)続けている”うと飛躍縁祭”はイベントとして宇土市内
中心部の消費者に定着しており、この一般消費者を対象に買い物動向アンケート(項目：住所･

年齢・商品やサービスの購入先・購入理由)を実施してきたが、まだその結果の分析や小売店等

への情報の提供が反省会の開催もなく十分ではなかった。今までのアンケート項目に次の項目を

追加し、商店街に期待される買い回りの利便性･地元への愛着並びにイベント活用の成果を効果

的につなげたい。 

 

⇒この地域においては、高齢化世帯の核家族化が推測され、中心市街地の商店街に期待される需

要と郊外型 SC との差別化として期待される需要(項目:商店街に望む商品･サービス、地域コミュ

ニティーとして商店街に期待するサービス) 

⇒行動力に課題がある高齢者世帯に対するコミュニティーバス”行長しゃん号”の運行に対す 

る需要について(項目:一日の運行便数と時間帯、適正な運行コース、利用する行き先・目的) 

⇒地元で採れる豊富な一次産品に対する需要と地元特産品を使用した、昔ながらの家庭料理や郷

土料理の掘り起こし、御輿来海岸を始とする観光資源の活用に対する需要について調査すると伴

に、地域資源として”行長しゃん”等の親しみ深いゆるキャラの活用について調査を実施し、今

後の商品開発に繋がる調査を実施する 

(項目:うちの自慢料理、来客を連れてよく行く宇土の観光スポット、ゆるキャラの好感度など)

 

 (目 標) 
   調査結果を小規模事業者にフィードバックし、商品開発や販路開拓等の事業計画策定に活用す

ると伴に、小規模事業者持続化補助金・創業補助金･経営革新・ものづくり補助金など、各種の

支援施策につなげると伴に、飛躍縁祭(100 円商店街)や宇土産業祭など定番のイベント事業を消

費需要調査の舞台として有機的に活用し、その調査結果を小規模事業者支援のツールとして更に

活用したい。 

 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 
需要動向調査提供数  ０ １０ １５ １５ ２０ ２０ 

飛躍縁祭 消費需要調査 ３００ ３００ ３５０ ３５０ ４００ ４００ 

同  消費需要調査提供数  ０ ５０ ５０ １００ １００ １００

 

 

 

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】 
 本会においては、全国商工会連合会や熊本県商工会連合会等の開催する物産展や商談会等の情報 
をいち早く直接メール等で登録された食品加工製造の事業者へ提供しているが、その提供情報に対

する問い合わせや引き合いという反応が少なくまだ十分に活用されていない。このことはこの情報

が不要であるということではなく、自社が有効に活用する術を持たないのか、新たな販路開拓の方

針が未成熟であるのかということが考えられる。また商店街振興に関しても、平成 18 年から 38

回続く「100 円商店街(飛躍縁祭)」においてイベントの目玉である抽選会に参加する消費者の数も

今は３００人～３５０人ほどで推移し安定化している、商店街を利用する消費者に対し新たな需要

の開拓の必要性が実感され、商店街に対して地元消費者から求められている需要の掘り起こしも十

分とは言えない。このような現状のなか新たな需要の開拓に寄与する事業を展開する。 
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(事業内容) 

 1)商店と消費者の交流促進 
   本市の商店街は、昔は近隣からの消費者の受け皿であったことは事実であったが、今は広域

商圏からの消費者を取り込むほどの商業集積としての力はない。地域の高齢化の進展などを

考えれば、コンパクトシティーとしての方向性を考えざる得ないと思われ、地元消費者と商

店とのコミュニティの形成が必要であると考えます。そのきっかけを作る手段として、この

１００円商店街(飛躍縁祭)は新たな需要の開拓に寄与する事業であると本会は考えます。  

１００円商店街(飛躍縁祭)の消費者への周知はチラシ折込と参加店の口コミでしかしていな

かったが、もっと積極的に商店そのものをカルチャー教室として街ゼミを同時開催する。事

業主と消費者のコミュニケーションと来店のきっかけづくりとして活用し、その際リサーチ

した消費者ニーズをもとに新たな商品開発や革新的サービスへ繋ぐため事業者に対して専門

家派遣による支援を併せて実施する 

 100 円商店街は年 3回実施するものとし、ブラッシュアップで街ゼミを開催 

 

 2)各支援機関との連携による物産展や展示会、マッチング情報の提供 
   個社支援として展示会等での陳列の仕方を事前指導や事後指導を行うことにより成約率の向 

上を目指す。前項目の需要調査により得られた情報をもとに新たに開発された商品やサービスに

対し販路開拓やマッチングを目的に次項目による支援項目で支援するものとする。 

 

 展示会等の情報は、熊本県商工会連合会主催の｢くまもと物産フェア｣･｢厳選マルシェコーナ
ー出店及び市場調査のフィードバック｣、各支援機関等の主催するビジネスマッチングや物

産展等への出店支援 

 全国商工会連合会が主宰する EC サイト｢ニッポンセレクト.com｣や物産館の「むらからまち
から館」、熊本県の｢銀座熊本館｣への出店支援 

 

 3)宇土市観光物産協会、ＪＡ宇土支所、網田･住吉漁協との連携 
地域間競争における商品やサービス等の差別化を目的に、｢宇土らしさ｣を検討するために、前

項の需要動向調査の結果を受けて宇土ブランド連絡協議会を設立し、年 1回以上の開催を通じて

地域ブランドの基準作成や共同の販促、地域情報の発信など地域イメージの標準化を行う。 

また、共有された地域ブランドイメージによる商品開発やサービス開発において、需要調査の

実施や販路開拓、市場の需要に基づき地元資源の商品化の試作などの事業支援を実施、熊本県商

工会連合会の専門家派遣や、中小機構ほか各種中小企業支援機関との連携により小規模事業者か

らの相談支援体制を構築し、各団体の持つチャネルを活用し広報や地元各機関との連携のもとそ

の支援対応の充実を図る 

 
 地域情報の宣伝隊としてゆるキャラの活用 
 100 円商店街(飛躍縁祭)、宇土市産業祭、うと地蔵まつりなどのイベントによる販売会や宇
土市観光物産協会と連携し商談会等へも出展支援する 

 

 (目 標) 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

街ゼミ開催回数  ０  ３  ３  ３  ３  ３ 

連絡協議会開催数  ０  １  １  １  １  １ 

物産展･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ 

情報提供回数(延事業所数) 

 ６ 

(36) 

１０ 

(80) 

１０ 

(100) 

１０ 

(100) 

１０ 

(120) 

１０ 

(120) 

マッチング成約件数  １  ２  ３  ５  ５  ５ 
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Ⅱ．地域経済活性化に資する取り組み 

 
 宇土市、ＪＡ熊本うき、住吉漁協、網田漁協、宇土市観光物産協会など地域内の各団体等との連 
携により、地域の賑わい創出をテーマに定例会議を年 1回以上開催し、農商工連携や６次化産業な

ど商品開発やブランド認定事業、宇土サービスやおもてなし認定(仮称)ならびに販路開拓に至るま

で地元各団体等につながる支援機関等を駆使連携し、地域間競争における宇土の地域ブランドの創

設を図ります。また、その発表の場として下記のイベント事業やゆるキャラの活用により小規模事

業者の発達支援を実施します。ただ下記のまつりやイベントはそれ自体が一つの事業として開催さ

れ、他のイベントとの連携や小規模事業者･商店街の賑わい創出に必ずしも有効に活用されている

とは言えないのが実情と言えます。 

 

(事業内容)           

 1)宇土市産業祭(開催時期：毎年 11 月中旬頃) 

  うとブランドの発表の場としてイベントを活用する 
 産業祭の会場はうとシティモールの駐車場で開催しており、1日で大型商業施設の来客に地元
ＪＡはじめ各種団体と小規模事業者が臨時に出店して毎回約 3500 人の来場者です 

 小規模事業者が広域商圏のお客様に接するまたとない機会となります 
 

 2)うと地蔵まつり(開催時期:毎年 8月 23 日・24 日) 

  宇土ブランドの発表の場としてイベントを活用する 
 うと地蔵祭は肥後三大祭りの一つともいわれ、交流人口が 2日間で約 10 万人ほどで、会場も
中心商店街で開催されます。商店街が歩行者天国になり人で一杯になります。夏休みが終わる

頃の開催で、学生や若い人の姿が目立ちます。商店街に若い人の目を向けるために絶好の機会

とも言えます。ゆるキャラの｢じぞっ子｣はこのお地蔵様がモデルです。 

 

 3)宇土のゆるキャラ(うとん行長しゃん・じぞっ子・ＵＴＯレンジャー)の活用 

  うとんブランド認定マークに地元ゆるキャラを活用します 
 宇土市の地域資源についての項目でも触れましたが、地域ブランドにぜひ活用したい地域資源
と言えます。 

 

 4)宇土の公式ブランドとして各団体等と連携を図り、農商工連携、6次化産業支援を

行い小規模事業者の認定商品及びサービス作成支援を行い、本会のホームページ上

で情報提供を行います 
 生産者や小規模事業者など地域内で連携し、地域間競争や賑わい創出の手法として事業支援を
行います  支援者数の目標は、年間で 3件とします    

 

 5)働く女性や求職者支援･安心した就業機会の提供 

  一定レベルの雇用環境推進として、ホワイト企業を目指すセミナーの開催 
 宇土市における小規模事業者と求職希望者との就職面談会の開催 
 ｢宇土市創生総合戦略｣の中にも安心して働ける環境を整えるとうたっています 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援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 

 事業者からの相談内容が専門性や特殊性、業種を越えた連携など一つの支援機関では対応できな 
い内容であったりするケースが増えてきた。今までは、各支援機関の担当者等との個人的な繋がり

によりその都度連絡を取り合っていた。その為、各支援機関の強みを活かした連携や情報の共有と

連携体制づくりが望まれている。地元金融機関・くまもと産業支援財団、くまもと大学連携インキ

ュベータ、中小機構、くまもと森都心プラザビジネス支援センターとの連携を図る。 

 各支援機関等との連携において、各機関の支援ノウハウや需要動向に関する情報交換、並びに
新たな需要開拓を進めるときの連携支援の基盤構築も含まれます 

 

(連携項目) 

地元金融機関：継続的な資金需要支援 

くまもと産業支援財団：各種技術情報と支援ノウハウの共有 

くまもと大学連携インキュベーター：産学官連携支援とノウハウの共有 

中小機構；各種補助金情報、経営指導支援システムや相談会への専門家派遣 

くまもと森都心プラザ支援センター：熊本市都市圏の支援ノウハウの共有 

 
(事業内容) 

 1)地元行政や金融機関との定例会 

   既存で金融懇談会を年 1 回開催しているが、新たに行政の創業支援計画懇談会の開催を年 1

回開催する 

 2)各種支援機関との連携、懇談会の開催 

   既存で日本政策金融公庫熊本支店との金融懇談会を開催し全国的な融資状況の情報共有化を

図る。また各支援機関との懇談会や各支援機関の事業説明会の開催(年 1回程度) 

 

    
２．経営指導員等の資質向上に関すること 

  インターネット上で専門的な情報を取得できる仕組みを活用し、またＳＮＳなど素早い情報提供

のシステム化など、従来の経営指導スキルに加えＩＴ化を促進すると伴に、事業者の適格な経営

環境分析をする資質向上セミナーを年 1回以上開催する。 

なお、資質向上のための方策としては、理論習得と実践力の向上を図る。 

 

(事業内容) 

（１）理論習得のための方策 

  1)中小機構の提唱する知的資産経営報告書作成普及セミナーの開催 

  2)宇城地区指導員がブロックでの勉強会を実施 

3)年 1 回資質向上セミナーを開催し、その中で IT に関する知識の習得を図る。 

 

（２）実践力向上のための方策 

  1）小規模事業者の指導内容については、共通フォルダーに保管することで、誰でも指導内容を
確認することができることで支援ノウハウや成功事例の共有化等実践力の向上を図る。 

2）経営指導員と経営支援員間で指導ノウハウの共有を図るためマニュアル等の仕組みをつくる

ことで、経営支援員が自主的に指導できるような仕組みをつくる 

3）経営指導員と経営支援員がペアとなり、指導の現場に同席することで支援ノウハウの習得を

図る。 

  4）持続化補助金については、経営支援員を含めて担当制にすることで小規模事業者の課題及び

その解決手法等について実践的な経験を積むことで実践力の向上を図る。 
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（３）まとめ 

上記のような、理論習得と実践力の向上を図ることで経営指導員等の資質向上と組織として

の共通財産としての仕組を作り上げる。 

 

  
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 

 本事業の事業評価･見直し体制として、宇土市商工会内に評価委員会(仮称)を設置し、ＰＤＣＡサ
イクルに基づき本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、事業の目標達成度合いの評価シ

ートによる「数値的評価」の導入により、「費用対効果」すなわちその実効性における成果思考で

の評価を図り、以下により検証と計画の見直しを行い、経営発達支援計画の実施効果を高めます。

 
①外部専門家として地元行政・県連エキスパートバンク事業登録、さらに熊本県商工会連合会ほか

商工会理事等で構成される「経営発達支援計画評価委員会（仮称）」を年 1 回開催し、計画の実

施状況、成果の評価など監査を実施する。 

 ②｢評価委員会｣における、事業の実施状況、成果の評価の結果、具体的な見直しについて宇土市商

工会総会等へ報告し承認を受ける。 

 ③事業の成果･評価･見直しの結果を宇土市商工会のホームページ及び商工会報で計画期間中公表

する。 

 

 
事業の評価及び見直しの体制は以下のとおり。 

 

 ■経営発達支援計画評価委員会(仮称) 

  ・宇土市役所 商工観光課長 

  ・熊本県商工会連合会 

  ・県連エキスパートバンク事業登録の専門家 

  ・宇土市商工会理事・監事による委員５名程度 

  ・事務局長 

  ・経営指導員３名 

 ■成果･評価･見直し承認(理事会･総会) 
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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 4 月現在）

（１）組織体制 

 事務局長 1名、経営指導員 3名。経営支援員 4名、記帳指導職員 1名  合計 9名 

 

■経営発達支援事業 

 経営発達支援計画での担当者は以下の通り 

  ・地域経済動向調査        ・経営分析・需要動向調査    

  ・事業計画の策定・実施支援    ・創業・第二創業・経営革新支援 

  ・小規模事業者販路開拓支援    ・地域活性化事業        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 宇土市商工会 

 担当者：経営指導員 

 住所：熊本県宇土市新小路町１３９ 

 電話：０９６４－２２－５５５５   FAX：０９６４－２２－２１００ 

 ＨＰ http://www.kumashoko.or.jp/uto/ 

 

 

 

 

 

 

 

組織マネージャー 
事 務 局 長 

・組織マネージャー 
経営発達支援事業総括責任者。

経営指導員、経営支援員、記帳

指導職員の役割付与や支援方

針、事業成果を明確化する。 
・プロジェクトマネージャー 
      支援計画、課題解決及び他機関と

の連携を図り、支援の進捗度を把

握し必要に応じて軌道修正。 
・スタッフ 
      経営指導員をサポートし、支援技

術を向上。 

プロジェクトマネージャー 
経営指導員 

スタッフ       スタッフ 

経営支援員      記帳指導職員 
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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） 

 ２８年度 

( 28 年 4 月

以降) 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 １８，９２１ １８，９２１ １８，９２１ １８，９２１ １８，９２１

 

経営改善普及事業

指導事業費 

 講習会開催費 

地域総合振興事業 

 総合振興事業 

 商業振興事業 

 工業振興事業 

 観光振興費 

 情報化対策費 

受託事業費 

 市受託事業費 

(太陽光発電等 

商品券事業）ほか 

 

 

    ７００ 

  ３，９００ 

  １，６５０ 

    ２７０ 

  １，６００ 

    ６５０ 

 

 １０，１５１ 

７００

３，９００

１，６５０

２７０

１，６００

６５０

１０，１５１

７００

３，９００

１，６５０

２７０

１，６００

６５０

１０，１５１

 

 

７００ 

３，９００ 

１，６５０ 

２７０ 

１，６００ 

６５０ 

 

１０，１５１ 

７００

３，９００

１，６５０

２７０

１，６００

６５０

１０，１５１

（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 

手数料収入 

国補助金収入 

県補助金収入 

市補助金収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

 

・個社支援  経営分析・販路開拓・繁盛店づくり支援に関すること         

・商店街活性化 商店街賑わい創出事業に関すること 

・うとんブランド作成(地域ブランド) 

        うとブランド作成に関する支援 

・創業支援  創業計画書策定・資金繰り支援・出店情報の提供     

 

連携者及びその役割 

 

・経営分析及び個社支援    

熊本県商工会連合会  会長  伊東昭正 熊本市中央区安政町 3-13 

くまもと産業支援財団 理事長  高口義幸  上益城郡益城町大字田原 2081 番地 10  

中小企業基盤整備機構 理事長 高田担史 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル

くまもと森都心プラザビジネス支援センター センター長 福嶌孝彦 熊本市西区春

日 1丁目 14 番 1 号 

 

・商店街活性化 

熊本県商工会連合会  会長  伊東昭正 熊本市中央区安政町 3-13 

(株)全国商店街支援センター 代表取締役 桑島俊彦 東京都中央区湊 1-6-11 八丁堀

エスワンビル４Ｆ 

熊本県中小企業団体中央会 会長 野田三郎 熊本市中央区安政町 3番 13 号  

 

・うとんブランド作成(地域ブランド) 

宇土市           市長   元松茂樹     宇土市浦田町 51 

ＪＡ熊本うき宇土支所 支所長 芥川雅明 宇土市築篭町 113  

網田漁業協同組合 組合長 浜口多美雄     宇土市長浜町 508-4 

住吉漁業協同組合 組合長 藤山義成     宇土市住吉町 875 

宇土市観光物産協会 会長 本田 修     宇土市新開町 557 

   

・創業支援  (個社支援) 

(株)日本政策金融公庫熊本支店 国民生活事業 事業統括 藤原靖士 熊本市中央区

安政町 4-22 

熊本県信用保証協会 会長 中川芳昭     熊本市中央区南熊本 4丁目 1番 1号 

肥後銀行宇土支店 支店長 松井公輝   宇土市南段原町 13 

熊本銀行宇土支店 支店長 井上健吾   宇土市新小路町 143-2 

熊本信用金庫宇土支店 支店長 吉田達也 宇土市本町 4丁目 14 

熊本県信用組合宇土支店 支店長 山本一人 宇土市浦田町 66 
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（特定創業支援事業）  

宇土市商工観光課 課長 島浦勝美    宇土市浦田町 51 

(株)日本政策金融公庫熊本支店 国民生活事業 事業統括 藤原靖士 熊本市中央区

安政町 4-22 

熊本県信用保証協会 会長 中川芳昭     熊本市中央区南熊本 4丁目 1番 1号 

肥後銀行宇土支店 支店長 松井公輝   宇土市南段原町 13 

熊本銀行宇土支店 支店長 井上健吾   宇土市新小路町 143-2 

熊本信用金庫宇土支店 支店長 吉田達也 宇土市本町 4丁目 14 

熊本県信用組合宇土支店 支店長 山本一人 宇土市浦田町 66 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇土市商工会 熊本県商工会連合

 
●くまもと産業支援財団 
●くまもと森都心プラザ 
  ビジネス支援センター 
●中小機構 

小規模事業者 

 
●全国商店街支援センター 
●中小企業団体中央会 

 
●くまもと産業支援財団 
●ＪＡ熊本うき・網田･住吉漁協

  宇土市観光物産協会 
●中小機構 

 
●日本政策金融公庫熊本支店 
●熊本県信用保証協会 
●地元金融機関 

宇土市 

【経営分析・個社支援】 【うとんブランド作成】 

【商店街活性化】 【創業支援】 
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