
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号）
熊本市城南商工会 （法人番号 ８３３０００５００５４７４） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

熊本市の「総合計画」にともなう発展や、豊富な地域資源を有する強

み、スマートインターチェンジの開通、ベットタウン構想等により地域

経済の急速なる変化の対応にともなう経営力不足等の課題を踏まえ、各

関係機関と連携支援し、個別企業の経営力向上「ワンランクアップ」を

図ることを目的とする。 

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【指針③】 

   地区内の経済動向の調査・分析

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

      小規模事業者の持続的発展に向け経営分析と同時に、専門家等と

連携し、小規模事業者の抱える課題に対して丁寧にサポートする。 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

  小規模事業者が、経営課題を解決する為、上記Ⅰ.の地域の経済動

向調査【指針③】、上記Ⅱ．の経営分析【指針①】の結果を踏まえ、

事業計画策定支援及び各機関と連携し、伴走型の指導・助言を実施し

事業の持続的発展と経営向上「ワンランクアップ」を図る。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  進捗状況を踏まえ各機関と連携しフォローアップを実施する。 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者の持続的発展に、必要な新たな取り組みとして、 

地域資源に関する需要動向の調査を実施する。 

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】 

   地場産品の知名度の向上と小規模事業者の販促活動の為、各種展

示会、商談会への出展支援を実施する。

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 １．今後の地域活性化事業についての方向性の検討 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援向上のための取組み 

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

２．経営指導員等の資質向上 

３．事業の評価及び見直しをする為の仕組み 

連絡先 
住所：〒861-4202 熊本県熊本市南区城南町宮地 1080-1 

電話：０９６４－２８－２３１７ ＦＡＸ０９６４－２８－３４９７ 
Ｅメール：jyonan@lime.ocn.ne.jp  ＵＲＬ：http://www.kumashoko.or.jp/jyonan/
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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．目 標 

（１）地域の現状及び課題

① 現 状

（地域の現状）

城南町（じょうなんまち）は熊本市の中心地から、南へ 15～16km に位置した面積

36.88ｋ㎡の田園地帯で、昭和 30 年 3 月に旧杉上村、旧隈庄町、旧豊田村の 1 町 2 村が

合併して誕生し、熊本城の南に位置することから、城南町と命名された。また、平成 22
年 3 月 23 日には、熊本市と合併し熊本市南区城南町となった。（平成 24 年 4 月 1 日熊

本市政令都市へ移行）

国勢調査で人口推移を見ると、昭和 60 年 15,816 人、平成 7 年 18,781 人、平成 12
年 19,677 人と増加傾向にあり、平成 17 年では 19,641 人と減少に転じたが、現在の平

成 29 年では 21,252 人と再度増加傾向にある。

人口構成を世代別で見ると、総人口に占める年少人口比率（15 歳未満の割合）が昭和

55 年 19.6％、平成 12 年 15.3％、平成 17 年 13.8％と減少し、逆に老年人口比率（65
歳以上の割合）は昭和 55 年 14.1％、平成 12 年 21.9％、平成 17 年には 24.5％、平成

27 年には 34％、また平成 29 年には 35.5％と増加傾向が継続する等、急速に少子高齢

化が進んでいる。

（城南町年齢別人口一覧 （単位：人）） 

人口  平成16年  平成27年  平成29年  人口 平成16年 平成27年 平成29年 

0～9  1,739 2,182  2,179  60代 2,320  3,272  3,381 

10代 2,237 1,860  1,877  70代 2,017 2,128  2,112 

20代 2,328 2,052  1,826  80代 966 1,563  1,593 

30代 2,147 2,817 2,701  90代以上 202  413  454 

40代  2,617 2,502 2,581 合計  19,726  21,539  21,252 

50代 3,099 2,750  2,548 
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（地域資源） 

地域資源では、国指定史跡である塚原古墳群や御領貝塚などの悠久の歴史・文化遺産

を有し、豊かな自然と田園地帯が広がる恵まれた環境の中で、潤いのある生活が営まれ

ており、住みやすく暮らしやすい街と言える。 

城南町の歴史は、古く縄文時代まで遡り、約5,000年前には、海が、熊本平野内陸部

まで入り込んでいたが、その海岸線沿いであった城南町阿高の黒橋や御領、熊本市沼山

津などには貝塚が形成され、熊本平野一円を活動域とする文化が形成されていた。 

また、奈良時代には、熊本市黒髪から城南町隈庄まで西海道がほぼ直線で通り抜け、

城南町の陳内廃寺出土の文様瓦と同種のものが、熊本市大江遺跡群からも出土するな

ど、古くから熊本市内とのつながりの深さがうかがえる。  

なお、代表的な地域資源として下記のとおり多くの資源を有している。 

名称・所在地 内 容 

塚原古墳群・塚原 

古墳公園 

高速道路の上にある古墳群で、昭和 47年（1977）九州縦貫自動車道建設に伴

う調査により発掘され、県民上げての保存運動の結果、「遺跡の下をトンネルで

通る」という全国で始めての方法で残されました。 

現在、77基の復元された古墳や、桜やアジサイ、コスモスなど季節の花が咲

くきれいな古墳公園に整備されています。前方後円墳や方形周溝墓、円墳など

の総数は約 500 基と推定されます。 

熊本県民天文台 
熊本県民天文台は、塚原古墳公園の真ん中にあり、多くの古墳に囲まれてい

ることで有名です。 

城南町歴史民俗 

資料館 

塚原古墳公園の中にある資料館です。考古・歴史・民俗の 3 つの展示室があ

り、豊富な収蔵品を備え、塚原古墳群の出土品をはじめ縄文・弥生時代の出土

品や民俗資料などの約 400 点を展示されています。

メリ穴公園

公園近くの洞窟から勢いよく水が流れていて、住民は昔からそこの水の神を

祀りました。その「参り穴」から「メリ穴」と呼ばれるようになったそうです。

現在は住民の憩いの場となっております。 

御領貝塚 

雁回山東麓の舌状台地先端部にあり、昭和の初期から発掘調査が行われ、土

器の他石器・鹿角斧・貝輪などが発掘されています。特にこれらと一緒に発掘

された抜歯のある人骨は、当時の社会を知る上で貴重であります。また、この

貝塚の貝のほとんどが汽水産の大和シジミであることは注目されており、九州

の縄文後期を代表する御領式土器はこの貝塚の土器を標識とされている。 

阿高・黒橋貝塚 

昭和 47年、堤防決壊の際に発見され、国指定史跡となっており、発掘調査に

よって土器の他人骨等も見つかっています。縄文時代中期から後期の貝塚で、

浜戸川をはさんで南に阿高貝塚、北に黒橋貝塚を見ることが出来ます。また、

黒橋貝塚は平成１６年に公園として整備されました。 

下田のイチョウ 

国指定天然記念物「下田のイチョウ」は、県下有数の大イチョウで樹齢は 700

年近いといわれています。高さ 21メートル幹まわりが 9メートルもあり、秋の

黄葉はまさに絶景です。

宮地神社 

建てられたのは 770 年。（1200 年以上前）名前の由来は、「1183 年に主祭神と

して 7柱の神を祀るため「七所宮」と称し」七人の神様を祀ってあるので「七

所宮」。楼門は江戸時代末期に建立されたものです。 

小木阿蘇神社 

1339 年（延元 4年）、肥後国守護菊池武光により勧請、という説と、1340 年

（興国元年）に菊池武光の子武政が勧請したという説がある。菊池家代々の篤

い崇拝を受けた。小木大明神 あるいは 小木宮 と称し、豊田庄の鎮守として氏

子の崇敬を集め、広大な社領 50 町歩を有した。1868 年（明治元年）に小木阿

蘇神社と改称。1882 年（明治 15 年）、郷社に列した。 
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このように、熊本市と城南町は歴史的にみると、はるか原始・古代から同一の文化圏

を有し、中世・近世・近代と行政域を同じくした期間が長く、歴史的に強い結びつきが

あり、歴史とともに発展し続ける代表的な地域資源が、上記のとおり豊富である。 

（地域産業構造） 

 地域の産業構造としては、卸、小売業を中心にサービス業関連、建設業、製造、運輸、

医療、福祉関連等多様業種が一通り揃っている。 

また、立地上九州の中心である地理的利便性を活かし、自動車関連産業他、工業団地

による企業誘致が行われている。 

また、「経済センサス調査結果」によれば、全産業の事業所数が平成21年度に対して

平成24年度は6.59％の減少であり、特に地域の中心産業である卸、小売業を中心にサー

ビス業関連、建設業、製造業等が減少傾向にあり、事業所の減少に比例して従業員数も

減少傾向にある。 

 なお、小売業、サービス業の減少要因としては、「イオンモール熊本」をはじめとし

た大型店やチェーン店が当地域や近隣市町村に出店が相次ぐ等、競争環境の厳しさによ

るものである。 

平成21年度        平成24年度 

種 別  事業所数/従業員数/個人/法人・事業所数/従業員数/個人/法人

全産業（公務を除く）  667  6,398 296  371 623     6,382 267  356

農林漁業    9  174 9 187 

鉱業、採石業、砂利採取業  0  0  0 0 

建設業   118  740     108 700

製造業   68  1,770 61     1,657

電気、ガス、熱供給、水道業  2 13 1 2

情報通信業  2  7 1 2

運輸業、郵便業   25  387 25 368 

卸売業、小売業  174  1,078 154 994

金融業、保険業 8 29 6 314

不動産業、物品賃貸業    14 57 16 66

学術研究、専門/技術サービス 19 68 18 76

宿泊業、飲食サービス業  33  178 36 219

生活関連サービス、娯楽業   55     264 55 245 

教育、学習支援業    29     194 18 35

医療、福祉    43  1,132 52     1,247

複合サービス事業 7 37 7 35 

サービス業（他に分類されないもの）61  270 56 235

※１・ 下線 については減少傾向である。 

※２・ 下線 については増加傾向である。 
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なお、大型店等の出店状況は下記のとおりである。 

（管轄外隣接地域代表的な大型店） 
No 名 称 住 所 店舗面積 開 設 

１ イオンモール熊本クレア

上益城郡嘉島町

大字上島字同尻

2146 番の１他 

51,936 ㎡ Ｈ17.10１ 

２ 宇土シティーモール 
宇土市善道寺町

綾織 95 
45,540 ㎡ Ｈ23.4.21 

３ ホームプラザナフコ富合店
熊本市南区富合

町清藤 48番他 
8,178 ㎡ Ｈ21.5.11 

４ スーパーセンタートライアル
宇土市善道寺綾

織 22-1 他 
5,230 ㎡ Ｈ21.5.4 

（商工会の現状） 

●商工会員数

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

建設業 ８７  ９０  ９１  ９３   ９４ 

製造業 ３３  ３１  ３２  ３２   ３２ 

卸売業 ２０  １９  １９  １８   １９ 

小売業 ８６  ８２  ７７  ７５     ７２ 

飲食・宿泊業 １９  １７  １６  １６   １７ 

サービス業 ４６  ５０  ５５  ５６  ５７ 

その他 １８  １８  １８  ２０   ２０ 

定款会員 ３  ３  ３  ３   ３ 

合 計 ３１２ ３１０ ３１１ ３１３  ３１４ 

●会員における代表者 60 歳以上の割合

全体会員数 ３１４ 事業所（推測）１４９ 構成 ４７．６％ 

●創業と廃業の件数

創 業 （※商工会連合会の調査する事業実施報告書より）

 平成 29 年度 個人３件 法人２件 合計５件 

平成 28 年度 個人１件 法人１件 合計２件 

 平成 27 年度 個人４件 法人１件 合計５件 

廃 業 （※全国連実態調査より） 

 平成 29 年度合計３件 建設２件 小売１件 

平成 28年度合計８件 建設１件 卸売１件 小売４件 飲食１件 サービス１件

 平成 27 年度合計４件 製造１件 小売３件 

 平成 26 年度合計 7件 建設１件 小売４件 飲食１件 サービス１件 
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（行政の振興ビジョン） 

熊本市は、平成24年4月の政令指定都市移行に伴い、熊本市のまちづくりの指針であ

る「熊本市6次総合計画」を平成25年度から6年間作成している。同時に、中小企業振興

に関する「熊本市産業成長戦略」を策定している。 

その中で、4つの基本戦略と成長産業の振興を掲げている。 

基本戦略１ 

日本一の地下水都市・森の都に育まれた「農水産物の高付加価値化」 

担い手の育成・支援 

安全・安心かつ高品質な農水産物の生産 

環境や資源にも配慮した農水産業の推進 

地場農水産物の流通消費支援 

基本戦略２ 

地域に根ざした「ものづくり産業の高度化」 

新製品・新技術の研究開発支援 

知的財産権の普及促進 

研究開発機能の誘致 

高度技術・技能育成 

基本戦略３ 

九州の中央に位置する地理的特性を生かした「物流機能・販路拡大の強化」 

物流センターの誘致 

熊本港の利用促進 

道路交通網の整備促進 

東アジアとのビジネス促進 

国内市場の販路開拓 

基本戦略４ 

高い都市機能・交流人口の増加を背景とした「商業・サービス産業の活性化」 

中心市街地の活性化 

産業支援サービス業の誘致 

創業支援 

各分野における人材の育成 
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② 課 題

（商工会及び地域商工業者の課題）

昭和 56 年商工会法が改正され、「社会一般の福祉の増進に資することを目的とする」

が追加され、地域振興事業がスタートし町と商工会が一体となって地域振興「夏まつり、

火の君まつり、初市、幻灯彩「まちづくり倶楽部」などのイベント事業を中心に、中心

市街地活性化事業等の事業展開を実施してきた結果、当商工会に対する地域住民との信

頼性は厚いものと考えられる。 

そうした中で、各小規模事業者等の目先の相談業務が中心となり、その結果、短期的

視点での解決策を探り、経営環境を踏まえた長期的な視点での解決に欠けていたことも

あり、ワンランクアップなど経営向上する為の支援業務に繋がっていなかった。 

特に、小規模事業者を取り巻く経営環境は、人口減少、高齢化、海外との競争の激化、

地域経済の低迷といった構造変化に直面し、売上や事業者数の減少、経営者自身の高齢

化などの、多くの課題を抱えている状況から、商工会として今後は、小規模事業者がそ

の地域で経営を持続的に行う為に、「伴走型」の支援を中心とした施策等の事業展開を

実施しなければ、商工会そのもの存在意義についての低下が危惧される。 

さらに、創業を廃業が上回っており、さらに代表者が 60 歳以上の割合（推測）が合計

で４７．６％占める等、そうした中では円滑な事業承継対策が地域の小規模事業者の課

題であり、当商工会としても事業承継に対する支援が課題と認識している。 

（１）商品購買率の低下による市場規模の縮小

城南町の商工業については、地理的に熊本県の中央部で、緑川をはさんで、国道

266号や県道田迎木原線などで結ばれており、熊本市内中心部（町外）への通勤・通

学率は34％を超え（平成17年国勢調査報告書）、また、熊本市内中心部（町外）で

の商品購買率※も42.4％（平成15年度熊本県消費動向調査報告書）となっているな

ど、熊本市のベットタウン的要素を深めつつある中で、地元購買率が低下する等、

地域住民を対象とする小売業において市場規模が縮小している。 

（２）競争環境が厳しくなる中で個店魅力度の向上

近隣市町村や同町内には、上記の通り様々な大型店やイオンモール熊本（嘉島町）

の出店等地元小売業や商店街を取り巻く経営環境は厳しい状況にあり、さらに熊本

地震の影響に伴う廃業も加わり商店数の減少が見られる。 

一方、住宅地の分譲などによる新規住民の移住などの人口の増加が見られる。そ

うした中では、大型店に対抗できる個店としての魅力度向上が課題となっている。

（３）技術基盤の確立に向けたブラッシュアップ

工業関連については、アイシン九州を始め、城南工業団地には11社、熊本でも老

舗の食品製造業等多様な中小事業者が存在している。しかし、小規模事業者を見る

と特徴ある事業展開を行っている事業者は少ない。 

また、平成２９年７月に高速道路のスマートインターチェンジが完成し、九州の

中央であることも視野に入れれば、九州全体へのアクセスの優位性があり、地元事

業者にとってはビジネスチャンスが期待される。しかし、そうした中、自社の資源
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の再確認、技術基盤のブラッシュアップ、生産性の向上等になる新たな事業展開へ

のチャレンジが必要となっている。 

さらに、今後、流通の優位性を考慮すると、流通関連の拠点としての発展が期待

できる。 

（４）事業承継対策における廃業リスクの軽減と創業支援による創業者の増加

当商工会の管内における廃業の増加、経営者の高齢化等、地域における小規模事

業者の事業承継対策は喫緊の課題であり、廃業のリスクを軽減するために早期の事

業承継対策が必要である。また、事業承継に伴う創業や管轄外を含む新規に創業す

る事業者への支援をすることにおいて、安定的な事業所数の維持発展が期待できる。

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方

当地域は熊本市のベッドタウンとしての人口増加、スマートインターチェンジの開設

による交通利便性・地理的利便性の増加等、今以上に発展する可能性が充分にある。 

それらの機会を小規模事業者のビジネスチャンスと活用するためには、小規模事業者

の魅力的な事業展開が重要である。 

そこで、個々の小規模事業者のあるべき姿（将来の夢）の明確化とそれを実現するた

めの具体的で実行性の高い経営計画等が課題と考えられる。 

そこで、今回の経営発達支援計画では、「10年先を見据えたワンランクアップ企業の

育成」をモットーに地域の小規模事業者の支援を行う。 

（３）経営発達支援事業の目標

①城南町管内の商品購買率（県消費動向調査による）が７０％超を目標とする

②大型店、量販店に対抗できる個店の魅力度向上、及び地域特産品の開発などによる

地域のブランド化による交流人口の増加を目標とする。

③平成24年の水準「経済センサス」事業所数６２３件を維持する為に廃業が創業を上

回らない為の支援。特に事業承継支援を実施し廃業を軽減する。

（４）目標達成に向けた方針

 中長期的な振興のあり方、及び上記の目標を達成するためには、当商工会としては、

地域の小規模事業者の経営力不足等の課題を踏まえるとともに、当地域の経済動向の変

化、需要動向の変化等への対応した、地域の小規模事業者の実態に即した個社支援を実

施する。 

そのためには、小規模事業者の「やる気」の創出が不可欠であり、現状の踏まえた 10

年後の目標を「見える化」し、その目標を達成するための取組を具体化させる。 

また、支援内容を高度化するために、熊本市、熊本県商工会連合会、熊本市西南部地

区商工会広域連携「熊本市河内商工会、熊本市飽田商工会、熊本市天明商工会、熊本市
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富合商工会、熊本市城南商工会」、地域金融機関、その他支援機関と連携し、個別企業

の経営力向上及び販売促進等を継続して支援する。 

また、新たに上記の連携機関に追加して、熊本市南区役所、ＪＲ九州熊本総合車両所、

城南町工業振興連絡協議会、城南カード会、城南まちづくり倶楽部等と連携をし、それ

ぞれの集約した情報と有力な地域資源の情報を集約した、情報をパンフレットやインタ

ーネットホームページとして、発信し地域外からの消費を呼び込むことにより、地域の

飲食業、小売業、サービス業、製造業等の個別企業の経営力向上を図る。 

さらに、上記の各支援機関と密な連携をし、今後の発展性のある町として、創業支援、

認定に向けた経営革新事業所の支援、地域資源を活用したものづくりへの情報提供及び

支援など、ワンランクアップする為の企業の支援、その成果企業を多方面から支援する

為にインターネットホームページへ掲載することで他の小規模事業者のインセンティ

ブとする。 

なお、上記方針を踏まえ、今回の経営発達支援計画では、下記の事項に取り組む。 

１．小規模事業者の具体的な目標設定と目標達成に向けた個社の経営力向上支援

（具体的で実現性の高い事業計画書作成支援等） 

経営力強化支援：行政、専門家、各支援機関、地域金融機関連携による支援 

新商品、新サービス開発支援：需要動向、顧客視点等を踏まえた売れる商品・

喜ばれるサービス開発支援 

卸・小売業における大型店、量販店に対抗できる個店の魅力度向上 

販売促進支援：行政、各種支援機関、金融機関等を活用した販売機会の提供 

製造業においては、経営資源の活かした事業分野、技術基盤、生産効率性支援 

による競争力の確保及び経営革新認定事業者の輩出 

２．円滑な事業承継及び創業に向けた支援 

事業承継計画、創業計画作成支援：具体的で実現性の高い計画策定支援 

３．地域ブランド化のための支援 

生産者、食品製造業者との連携支援：農商工連携等の活用 

観光資源を活用した商品開発等支援：地域資源である歴史資源の活用 

観光資源、地域生産者による「新たな特産品等の開発」による高付加価値化及 

び地域ブランド化の推進 

４．地域商工業の発展に寄与する為の異業種交流支援 

異業種交流等を通じたマッチング機会の創出：不足する経営資源を補うための

ネットワーク構築支援

上記を実現するための、各小規模事業者における個別課題の明確化とそれを解決させ

るための実現性に高いストーリー性のある事業展開支援 
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（ワンランクアップの構図）

※目標達成とは、各計画書作成の上計画予定どおりに事業進行及び、事業の

効果があったものであること。 

目標

達成

経営革新認定

農商工連携

地域資源活用

各種事業計画策定

小規模事業者持続化

ものづくり等

経営支援プログラム

通 常
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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３１年４月１日～平成３６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 

２．地域の経済動向調査に関すること【指針③】

（現状と課題） 

従来、当商工会において地域の実態を把握する為に、経済動向調査を実施してい

なかった。 

一方、豊富な歴史的地域資源、スマートインターチェンジの開通、ベットタウン

化による人口の増加など地域経済の変化が予測され、小規模事業者の具体的な支援

を行うためには、地域の経済動向及び経営実態を把握することが重要である。 

そこで、本計画では、地域の抱える課題を踏まえて調査の内容項目を検討し地域

経済の実態把握を行う。 

なお、調査については、地域の小規模事業者に対するアンケート方式により行う。

調査結果については、個別の経営力向上とワンランクアップするための事業計画作

成や販路開拓、商品開発等に活用する。 

（事業内容） 

(１) 地区内の経済動向を把握する為に、商工会で（商業部会、工業部会、総務委員

会、事業推進委員会）の調査委員会を設置して実施計画を作成し、委託団体の

カード会、城南町工業振興連絡協議会等にも協力を要請し、小規模事業所の経

営動向アンケート調査を毎年 1 回に実施する。

(２) 前述の調査委員会及び外部専門家を活用して調査票を作成し、全会員に毎年ア

ヱケート調査票を郵送と併用して、調査票を用いて全職員が、巡回及び窓口に

よる調査を実施する。

(３) 調査結果については、見やすくグラフ等に加工するなどして、小規模事業者の

理解しやすく工夫することで情報の共有化を図るとともに、小規模事業者の事

業計画策定等の経営支援に活用する。また、窓口相談等に活用する。

また、調査結果は商工会のホームページに掲載することで地域の小規模事業者

に提供する。

(４)具体的な調査方法については、下記のとおり。

調査目的：地区内の小規模事業者の実態把握を行うことで実態に即した事業計 

画策定支援等に繋げる 

調査対象者:回収率を高めるために会員事業者。 

なお、目標としては、会員総数３１３の 50％である１６０事業者

調査方法：アンケート方式 

調査項目：全国商工会連合会の景況調査と同一とすることで全国との比較を可

能とする。また、当商工会としても地域実態を把握するために独

自項目を追加する。 
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≪同一項目≫ 

・売上額 ・利益 ・資金繰り ・仕入額 ・従業員数 ・設備操業率

・現状の課題 

≪独自項目≫ 

・雇用状況 ・設備投資状況 ・取引先状況 ・仕入先状況 ・後継者の有無 

分析方法：業種別、規模別及び全国商工会連合会が実施するデータ、日銀短観

等と比較することで業種別、規模別、地域の特徴及び課題を明確にす

る。また、グラフ等を活用することで小規模事業者が理解しやすいよ

うに工夫する。 

なお、実際の分析については、外部業者等も活用して分析を行う 

活用方法：①個社支援時に地区内の経済動向について情報提供 

②ホームページに情報を掲載し管内の小規模事業者と情報の共有化

を図る。

③個社支援に伴う事業計画策定に活用することで実態に即した計画

策定に繋げる。 

（目標） 

  地区内経済動向の調査については、小規模事業者の産業分類に係る業種ごとに、

的確な課題の抽出を実施し、相談指導において経営力及び、販売力の向上など個々

の小規模事業者のワンランクアップを図るために活用する。 

 なお、アンケート調査については、年１回実施し、その結果を翌年の支援に活用

するために毎年度の実施とする。 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】

（現状と課題） 

 従来は、相談に応じた金融関連、持続化補助金等補助金関連、税務関連等の部門

別に分析し、事業計画を策定していた。なお、分析については、損益計算書を中心

に静態的分析が中心となっていた。 

しかし、小規模事業者を取り巻く経営環境は、小売・卸売業では大手量販店等と

の競争激化、製造業では技術革新、サービス等では IT の活用等様々な変化が生じて

いる。 

そうした中で、小規模事業者の持続的な発展につなげていくためには、現状分析に

よる課題を明確することが必要になっている。 

支 援 内 容 現 状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

アンケート実施回数 実績なし １ １ １ １ １ 

アンケート回答数 実績なし 50％ 55％ 60％ 60％ 60％ 

アンケート分析 実績なし １ １ １ １ １ 

HP 公表 実績なし １ １ １ １ １ 
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そこで、今回の計画では、静態的な財務分析のみでなく、キャッシュフロー計算

書、損益分岐点等動態的な分析、知的資産等非財務的な分析を行うことで小規模事

業者の実態の把握を適切に行い、将来を見据えたワンランクアップのための事業計

画作成につなげていく。 

（事業内容） 

(1) 経営分析者対象者の掘り起こし

① 巡回訪問、窓口相談による掘り起こし

通常の巡回訪問や窓口相談業務において、小規模事業者の経営実態及び課題を

ヒアリングするとともに将来を見据えた経営を行うためには現状分析のため

の経営分析の必要性を理解させる。

② セミナー及び個別相談による掘り起こし

熊本市西南部商工会（当商工会、熊本市河内商工会、熊本市飽田商工会、熊本

市天明商工会、熊本市富合商工会）で実施する広域連携事業による「事業計画

策定セミナー」を開催するとともにセミナー後の専門家よる個別相談を実施す

ることで、将来を見据えた経営を行うためには経営分析が重要であることを理

解させることで経営分析の掘り起こしを行う。

なお、セミナー案内については、HP 等を活用し、地域の小規模事業者にも周

知を図る。

③ 「ワンランクアップ」の為の掘り起こし

記帳代行などの事務委託事業者や小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助

金、経営力向上認定、先端設備導入計画等で経営計画策定事業者に対し、持続

的成長につなげるための「ワンランクアップ」の必要性を理解させることで経

営分析の掘り起こしを行う。

④ HP により掘り起こし

HP に経済動向調査を掲載するとともに将来を見据えた事業の必要性を説明す

る。また、そのためにも経営分析が必要なことも理解させる。

(2) 経営分析の方法

① 財務分析

過去 3期分の決算書を元に健康診断ツールであるローカルベンチマーク（財務

情報）を活用して、売上高持続性、収益性、生産性、健全性、効率性、安全性

の財務分析を行う。なお、ローカルベンチマークを活用する理由としては、対

象事業者、金融機関、商工会が、同じ目線で実態把握を行うことで対話が可能

となり、小規模事業者にとっては実態把握の理解が深まる。また、点数化、自

社の位置等「見える化」につながり、小規模事業者の理解が深まり、実態把握

についての共有化が可能となる。

また、キャッシュフロー分析、損益分岐点分析を活用することで、具体的な資

金の流れ、目標利益を達成するための必要売上高の把握等につながり、小規模

事業者の現状理解と課題の明確化につなげる。
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② 経営資源の分析

ローカルベンチマークの商流・業務フロー分析を通じて小規模事業者の現状を

理解することで差別化のポイントを明確にする。

また、経営動向調査、需要動向調査を活用したクロス SWOT 分析につなげ、「事

業における成功要因を導き出すため」の事業展開を説明し、将来を見据えた事

業方針を明確にする。

さらに、非財務の 4つの視点を活用することで将来目標、課題、対応策の明確

化につなげる。

③ 事業承継の現状理解

経営分析を行った事業所で、代表者の年齢が 60 歳以上の事業所については、

「事業承継ヒアリングシート」を活用して、事業承継の現状、必要性について

理解させ、早期の事業承継対策の取組につなげることで廃業リスクの軽減を図

る。

(3) 専門家の活用

財務分析、経営資源分析、事業承継の現状について、より専門的な分析が必要な

場合は、ミラサポや熊本県商工会連合会の専門家派遣制度、熊本県よろず支援拠

点、県南サポートオフィス、士業団体と連携し、経営課題の把握と効果的な事業

展開につなげる。特に、専門家の活用については、現状把握に効果的な事業展開

について積極的に活用する。

(4) 経営分析の結果

① 財務分析、非財務分析をもとにクロス SWOT 分析に行い、今回の計画のテーマ

である将来を見据えた事業展開の方向性について明確にする。また、その事業

展開を進めるためには、現状としては何が不足しているか等を明確にすること

で実現可能性の高い事業計画策定に繋げていく。

② 分析結果については、小規模事業者の理解を深めるために、単に数値を羅列す

るのではなく、グラフ等を活用する等の工夫を行う。

③ ローカルベンチ活用することで、財務診断、フロー図、非財務の視点を事業者

ファイルとして活用することで、職員間で共有することで誰でも事業計画策定

に活用できるようにする。

（目標） 

商工業者に対しての巡回訪問や経営分析数等の支援については、次表を目標とする。
支  援  内  容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画セミナー及び参加人数 

（ ）参加人数 
１（５） １（７） １（８） １（９） １（１０） １（１１）

経営分析件数 ０ １２ １４ １６ １８ ２０ 

内事業承継 ０ ２ ４ ６ ８ １０ 

事業者ファイル累計 ０ １２ ２６ ４２ ６０ ８０ 

分析件数：６月～１１月（各月１件×指導員２名）×６ヶ月・７ヶ月・８ヶ月 

・９ヶ月・１０ヶ月
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４．事業計画策定支援に関すること【指針②】

（現状と課題） 

従来は、小規模持続化補助金や金融指導において、県制度融資支援や日本政策金

融公庫融資支援、創業者支援などに伴う事業計画策定の支援を実施している状況で

あった。 

小規模事業者の持続的発展に繋げるためには、事業計画に沿って実施していくこ

とが求められている。一方、小規模事業者の取り巻く経営環境は、競争環境、需要

動向、技術革新等変化しており、その変化に対応していくことも必要となっている。

今回の計画の基本テーマは、「10 年先を見据えたワンランクアップ企業の育成」

である。 

そこで、今回の計画では、経営分析を行った小規模事業者、各種補助金等を受給

している小規模事業者でワンランクアップを目指す小規模事業者等を中心に、10 年

先の目標を明確にした上で、その目標達成に向けた事業計画策定支援を行う。また、

各年度の KPI（評価指標）を明確にする等、PDCA サイクルが機能するような事業計

画作成を行う。 

なお、事業計画策定に当たっては、現状分析で把握した課題と地域の経済動向調

査、需要動向調査等で浮かび上がった「消費者ニーズ」を関連づけた事業計画にす

ることで実態に即した事業計画策定に繋げる。 

（事業内容） 

(1) 巡回訪問や窓口相談、セミナー等へ参加者など、小規模事業者からの相談等を受

けるとともに、事業計画の策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを実施する。

（具体的内容）

・事業計画の必要性を記載したチラシの作成

・商工会のホームページへ「シフト」にて掲載

・チラシの郵送にて周知

・チラシを用いて経営指導員の巡回周知

・チラシを用いて会議、窓口相談時等に経営指導員による窓口周知

(2) 事業計画策定セミナー及びセミナー後の個別相談会、さらにはセミナー後のフォ

ローアップとしての参加者に対する巡回指導を通じて、事業計画の必要性を理解さ

せることで事業計画策定につなげていく。

（具体的内容）

・セミナー「事業計画策定支援」（事業計画演習を交えた 3回シリーズ）等の開催

・セミナー後の個別指導（各セミナー終了後の個別相談会）

・セミナー終了後、参加者に対するフォローアップ
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(3) 具体的な事業計画作成については、次のような手順を考えている。

（作成手順）

① 経営分析で明らかになった経営課題の確認

② 地域経済動向調査、需要動向調査、その他市場動向の確認

③ 5年又は 10 年後の目標設定

④ 目標を設定するための事業展開の方向性

⑤ 事業展開に必要な設備投資等の投資額

⑥ 事業展開に応じた各年度のアクションプラン及び KPI の設定

⑦ 事業計画策定期間における収支計画

（活用書式） 

・熊本県の作成した「経営支援プログラム」を活用

・小規模持続化補助金の事業計画書を活用

・経営革新認定に伴う事業計画書を活用

・事業承継計画については中小基盤整備機構の様式を活用 等

(4)熊本県商工会連合会、㈱日本政策金融公庫、熊本県信用保証協会、各金融機関等

の開催する創業セミナーを創業者予定者の経営者へ周知し、経営における基礎知識

の習得や創業計画の作成方法及び創業計画策定に関する支援を実施する。

(5)また、創業者に対して、熊本県商工会連合会、熊本県信用保証協会、日本政策金

融公庫等と連携し、創業者が有する資源、市場動向を踏まえた事業内容の具体化へ

向けた支援を行う。

(6)専門家の活用

事業計画作成支援については、熊本県商工会連合会の専門家派遣制度、熊本県よろ

ず支援拠点及び専門家と連携を図りながら、具体的で実行可能な事業計画作成支援

に繋げる。

（具体的な支援内容） 

・事業展開の方向性

・店舗レイアウト

・商品構成

・プロモーション戦略

・IT の活用

・人材確保、人材育成 等
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（目標） 

 小規模事業者に対しての事業計画策定事業者数等の支援については、次表を目標

とする。 

支 援 内 容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画セミナー及び参加人数 

（ ）参加人数 
１(5) １(7) １(8) １(9) １(10) １(11) 

個別相談会参加者数 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

創業セミナー及び参加人数 

（ ）参加人数 
０ １（２） １（３） １（４） １（５） １（６）

事業計画策定事業者数 ２ １２ １４ １６ １８ ２０ 

経営革新計画作成 １ ２ ２ ２ ２ ２ 

支援プログラム作成 １ ２ ２ ２ ２ ２ 

事業承継計画作成 ０ ２ ４ ６ ８ １０ 

その他 ０ ６ ６ ６ ６ ６ 

創業計画策定者数 １ １ ２ ３ ４ ５ 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】

（現状、課題、支援に対する考え方） 

これまでは、経営指導員等により巡回や窓口相談時に進捗状況の把握をし、各々の

課題に対して助言や専門的支援を有する状況においては、専門家による支援を実施し

てきた。 

一方、経営を取り巻く環境は急速に変化しており、その中では事業者と支援者の足

並みを揃えて業績の拡大を実現していく事が必要であるが、当商工会のみで支援体制

を実施するのは困難な事項もあり、各支援団体、専門家等との一層の連携が課題であ

る。 

そこで、今回の計画では、地域経済の急速なる変化への対応が必要である地域の

小規模事業者が、「10 年先を見据えたワンランクアップ」を目指すための経営課題

を解決し、事業計画策定後の円滑な事業遂行を支援するために、熊本県商工会連合

会、熊本市西南部地区商工会広域連携「熊本市河内商工会、熊本市飽田商工会、熊

本市天明商工会、熊本市富合商工会、熊本市城南商工会」、地域金融機関等と連携し

た有効な支援を行う。 

また、熊本県商工会連合会の専門家派遣、熊本県よろず支援拠点等の専門家を活

用した指導・助言を実施し、事業遂行のために効果的なフォローアップを実施する。

さらに、国、熊本県、熊本市、熊本県商工会連合会、熊本市西南部地区商工会広

域連携等の行う支援策等について、当商工会の広報、ホームページ、巡回・窓口指

導時等を活用して、積極的に周知し活用を促す。 
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（事業内容） 

(1) 事業計画策定後に国、県、市、熊本県商工会連合会、熊本市西南部地区商工会広

域連携等の行う支援策等について、商工会の広報、ホームページ、巡回・窓口指導

時等を活用して、積極的に周知し活用を促す。

（支援方法） 

・「会報」商工会年 2回発行の会報、熊本県商工会連合会の発行する会報にて支援 

・「ホームページ」シフトへ掲載し施策の普及支援 

・「巡回」事業計画策定後状況把握の為に巡回時に周知 

・「窓口」窓口相談時に周知及び、パンフレット等を窓口カウンターに置いて周知 

(2) 事業計画策定後に、四半期ごとに巡回訪問し、KPI の指標を活用しながら、計画

と実績の差異分析等進捗状況の確認を実施するとともに、進捗状況に応じて必要な

指導・助言を実施する。また、計画どおりに進捗していない小規模事業者に対して

は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継続的に

実施することで、計画の達成と経営力の向上を図る。

（支援方法） 

・四半期ごとに巡回訪問にて KPI との比較による進捗状況の確認を実施する。

・窓口相談時に随時状況の把握をする。

（支援内容） 

・実績と計画の差異分析を行い、経営課題を抽出するとともに課題解決に向けてた

支援を経営指導員が支援を実施する。

・経営課題の解決により専門的な支援を必要とする場合は専門家による支援を実施

する。

（支援結果） 

・事業計画のとおり進行可能な場合は計画続行とする。

・急激な環境変化、または経営資源の変化により、従来の事業計画の実行が困難な

場合は、計画内容を見直し実現可能な事業計画に変更することで実現可能性を高め

る。

(3) 創業者については四半期ごとに巡回訪問し、計画と実績の差異分析を通じて、経

営課題を明確にし、経営課題の解決に向けた支援を行う。

また、熊本県商工会連合会の専門家派遣制度、熊本県よろず支援拠点等の支援制

度を活用して、課題解決に向けた伴走型支援を行うことで創業後のスムーズな事業

展開を図る。 

さらに、熊本市西南部地区商工会広域連携事業等を活用して、「若手経営者」「異

業種交流会」を開催し、域内・域外の先輩経営者の体験を聞くことで具体的な事業

展開に繋げ、事業リスクの軽減を図る。 

また、各種開催されるセミナー等について周知し、創業者の経営知識向上に向け

た支援を行う。 
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（周知方法） 

・「巡回」「窓口」において進捗状況の把握時に施策の周知と同時にセミナー、異

業種交流会等の参加を募る。 

・「郵便」において施策の周知と同時にセミナー、異業種交流会等の参加を募る。

・ホームページを通じて施策とセミナー、異業種交流会等を広く周知を図る。

(4) 経営革新認定事業者、小規模持続化補助金及びものづくり補助金等を活用して、

「ワンランクアップ」を実現のための事業計画を策定し、10 年先を見据えて事業展

開を進める小規模事業者の事例を当商工会のホームページに掲載することで、事

業者のモチベーションアップと他の小規模事業者を参考にすることで地域全体で

の革新的経営への気運を高める。 

（支援方法） 

・商工会のホームページ「シフト」により広く事業所、事業内容等の紹介を実施

（目標） 

 小規模事業者に対しての事業計画策定事業者数等の支援については、次表を目標

とする。 
支 援 内 容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画事業者フォローアップ件数 

（前年度+今年度①+②+③+④） 
０ ４８ １０４ １６８ ２４０ ３２０ 

①経営革新計画作成

（事業所数×四半期数）
０ 

２×４

＝８ 

２×４

＝８ 

３×４

＝１２ 

３×４

＝１２ 

３×４

＝１２ 

②支援プログラム作成

（事業所数×四半期数）
０ 

２×４

＝８ 

２×４

＝８ 

２×４

＝８ 

２×４

＝８ 

２×４

＝８ 

③事業承継計画作成

（事業所数×四半期数）
０ 

１×４

＝４ 

１×４

＝４ 

１×４

＝４ 

２×４

＝８ 

２×４

＝８ 

④その他

（事業所数×四半期数）
０ 

７×４

＝２８ 

９×４ 

＝３６ 

10×4 

＝４０ 

11×4 

＝４４ 

13×4 

＝５２ 

創業者フォローアップ件数 

（事業所数×四半期数+前年度） 
０ 

１×４

＝４ 

２×４ 

+４

＝１２ 

３×４ 

+１２

＝２４

４×４ 

+２４

＝４０

５×４ 

+４０

＝６０

異業種交流会参加人数 ０ ２ ２ ４ ４ ４ 

成功事例案内事業者数 ０ １ ２ ３ ３ ３ 

６．需要動向調査に関すること【指針③】

（現状と課題） 

これまでは、熊本県商工会連合会、熊本市等が主催する物産展、商談会等の紹介

は行ってきた。また、創業支援、補助金等の事業計画支援時に需要動向について情

報提供を行ってきた。 

しかし、小規模事業者が提供する商品やサービスについての需要動向調査までは

至っていなかった。 
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また、当地域は、歴史ある火の君の里（クニ）として地域資源を有しているが、

地域資源に対する需要等について調査は行っていない。 

一方、小規模企業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、当商工会が管轄す

る地域でも大型量販店の出店等がみられる。 

そうした中では、従来の商品・サービスの提供だけでなく、需要動向に沿った提

供が必要であり、そのための情報収集が小規模事業者の課題となっている。 

そこで、今回の計画では、消費者ニーズに対応した商品やサービスを提供するた

めに、需要動向の収集・分析、さらにその対応について具体的に支援することで「10

年先を見据えたワンランクアップ企業の育成」につなげていく。 

また、当地域に存在する歴史的資源の活用について、需要動向等を調査すること

で新たな商品、サービスの提供等による地域ブランド化の取り組みに役立てる。 

（事業内容） 

（１） 小規模事業者が販売する商品・サービスを対象とした需要動向調査

物産展、商談会等直接消費者と接する機会を活かして需要動向調査を行い、取り

扱う商品、サービスの魅力度向上を図る。

（調査目的） 

・小規模事業者が提供する商品、サービスの売れる商品づくり支援

（調査対象者） 

・物産展、商談会に来店した消費者

具体的な物産展、商談会：物産フェア、九州食の商談会、ＪＲ新幹線フェスタ

南区いきいきフェスタ 

（支援対象者） 

・地域の調査希望小規模事業者：主に食品製造業者、飲食店、飲食料品販売店等

（調査方法） 

・アンケート調査方式

アンケート調査については、経営指導員、経営支援員がサポートし、外部調査

員（アルバイト等）が調査を実施する。 

（調査項目・内容・調査数） 

・回答者の属性及び内容（味、サービス）、パッケージ、デザイン、ネーミング、

ボリューム、価格等に対する自由意見

・催事ごと各事業所において１００件程度

（活用方法） 

・アンケート調査を分析することで、年代別、性別等の需要動向等を確認するこ

とで下記に活用する。

・既存商品の改良 ・新商品開発 ・POP 等の販路支援

（２） 地域資源に対する需要動向調査

地域資源に関する需要動向を把握する為、地域資源に関する情報を熊本県、熊

本市等のホームページ、観光白書等の観光統計などから収集する。

また、旅行会社や観光関連施設を訪問し、ヒアリング調査を実施し、観光客及

び消費者のニーズ、需要動向を分析する。
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（調査目的 ） 

・地域資源を活用した小規模事業者支援

（調査対象者） 

・観光地に来訪された観光客

・旅行会社

（支援対象者） 

・地域の小規模事業者。食品製造業者及び販売業者、食品販売事業者、飲食店等

（調査項目、内容） 

・城南町の知名度及びイメージ

・城南町の地域資源の種類、イメージ

城南町に由来する地域資源の種類、及び地域資源に対するイメージ 

・城南町に来所の際の顧客及び消費者のニーズ

年齢、利用目的、利用者の要望、今後要望するサービス内容 

（調査方法） 

アンケート調査については、経営指導員、経営支援員がサポートし、外部調

査員（アルバイト等）が調査を実施する。 

・観光施設でのアンケート調査

アンケート調査を行う観光施設

塚原古墳公園、熊本県民天文台、城南町歴史民俗資料館、宮地神社

・旅行会社に対するヒアリング調査

ヒアリング調査を行う旅行会社

旅の漫遊・熊本 ＪＲ九州 他

☆なお、ヒアリングを行う旅行会社については、詳細な内容を確認する為に熊

本市西南部地区商工会広域連携内の５商工会会員の旅行代理店を対象に行う

・観光情報の収集

 観光白書、熊本県・熊本市のホームページから旅行客数等情報収集 

（調査回数） 

・年１回の調査

（活用方法） 

分析した情報は、地域の資源を活かした商品開発、サービスの提供に役立てる。

（３） マーケット情報の提供

① 日経テレコン 21 の POS 情報、日経 MJ 等

（調査目的）

ヒット商品、売れ筋商品を提供することで、小規模事業者の事業計画策定や

新商品、新サービス開発、売場改善等に活用することで個店の魅力度向上と

持続的発展に繋げる。

（支援対象先） 

商品開発、売場改善、販路開拓に新たな事業展開に取り組む小規模事業者 

（調査手段、方法） 

日経テレコンの POS データ分析、日経 MJ 等新聞記事等検索し、経営指導員、

経営支援員等が実施する。 
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（調査項目） 

売れ筋商品、ヒット商品、性別・年代別ニーズ 

（活用方法） 

新商品開発、売場改善、POP・チラシ等の販促品への活用、販売経路の見直し、

事業計画策定に活用 

（調査回数） 

四半期に 1回 

② エリアマーケティングシステムを活用した情報の提供

熊本県商工会連合会が導入し、各商工会が無料で利用できるエリアマーケティン

グシステム「Miena/ミーナレポート：市場情報評価ナビ」を活用して、対象とす

る市場規模、性別・年齢等の市場特性、競合関係等の情報を提供することで、小

規模事業者の「売れる商品作り」に役立てるとともに、具体的で実効性が高い事

業計画作成の資料として活用する。

また、創業計画作成の際のターゲット設定、販売チャネル等に活用する。

（４） POS 等店内情報の活用方法

各店舗が所有して POS 端末の情報の活用方法、店舗における販売情報の整理・活

用方法について熊本県商工会連合会の専門家派遣、熊本県よろず支援拠点等を活

用して、販売情報に基づいた「売れる売場づくり」の支援を行う。

具体的な活用方法としては、陳列方法の見直し、販売情報、店内の客動線を活用

した POP の作成、商品構成、売場改善等

（目標） 

 小規模事業者に対しての事業計画策定事業者数等の支援については、次表を目標

とする。 

支 援 内 容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

物産展、商談会調査回数 未実施 ２ ３ ４ ４ ４ 

個店の商品・サービスに対する

需要動向の提供事業者数 
未実施 １ ２ ３ ３ ３ 

地域特産品需要動向調査場所 未実施 １ヶ所 2 ヵ所 3 ヶ所 3 ヶ所 4 ヶ所 

情報提供事業者数 未実施 ４ ６ ８ ８ １０ 

日経ポス情報提供事業者数 未実施 １３ １７ ２１ ２４ ２５ 

売れ筋情報提供事業者数 未実施 １３ １７ ２１ ２４ ２５ 

Ｍｉｅｎａ情報提供事業者数 未実施 １ ２ ３ ３ ３ 

内事業計画策定者活用 未実施 １３ １７ ２１ ２４ ２５ 

専門家活用事業者数 未実施 １ ２ ３ ３ ３ 
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７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること。【指針④】

（現状と課題） 

従来から開催されていた、各種展示会等へ地場産品の知名度の向上と、小規模事業者 

の販促活動の為、各種展示会、商談会への出展支援を実施してきた。 

今後、特に事業計画等の作成などにより、経営向上「ワンランクアップ」を目指す小

規模事業者の売上アップを目的として、商工会のホームページにも掲載し事業者の紹介

と販促活動を実施すると同時に、各種展示会や商談会等に関する情報を、商工会ホーム

ページにて掲載するとともに各種展示会、商談会における販売機会につなげる。 

（事業内容） 

(１)BtoC 支援

(２)各種展示会や商談会や、経営向上「ワンランクアップ」を目指す小規模事業

者などの情報を提供及び発信を実施する。 

（実施内容） 

・各種展示会の開催

・各種商談会の開催

・イベントの開催

・経営向上「ワンランクアップ」を目指す為に事業計画書策定小規模事業者

の事業所紹介等 

（情報提供発信の方法） 

・ホームページによる情報の提供及び発信

・商工会の発行する会報等 

② 熊本県商工会連合会が開催または参加する展示会、商談会等への出展支援を実

施し販路開拓と認知度の向上を図る

（実施内容） 

・毎年開催される「くまもと物産フェア」への出展支援 

 （支援内容） 

・出展料の支援

・ホームページ等による出展計画などの情報提供

・出展する商品に整理 

③ 熊本市西南部地区商工会広域連携、ＪＲ九州、南区役所と連携して小規模事業者

への出展支援を実施し、販促活動と認知度の向上を図る

（実施内容） 

・「新幹線フェスタ」主に県外からの顧客中心 約２万人程度来所

・「いきいき南区フェスタ」県内からの顧客中心 約１万人弱程度来所 
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    (支援内容) 

・ホームページ等による出展計画などの情報の提供

・出展する商品の整理 

④都市圏で開催される各種展示会、商談会に出展支援を実施し、販促活動と認知

度の向上を図る  

（実施内容） 

・食の商談会

九州の食の商談会から順次全国への展開を進めていく。 

(支援内容） 

・情報の提供「商工会ホームページ」

・出展する商品の整理 

（２）BtoB 支援

製造業者を対象に展示会、商談会を通じて売れる機会をつくる。

（支援対象者） 

・製造御者

・卸業者 

（支援内容） 

・物産フェア、食の商談会、ものづくりフェアの情報提供

・出展する商品の整理 

（３）専門家の活用

各種展示会、商談会における効果を高めるために積極的に専門家を活用する

（支援内容） 

・各展示会等の出展結果に伴う専門家による今後の販売戦略の計画及び商品開

発支援

・専門家によるセールスポイントの整理、陳列、POP 等の支援

・効果ある商談のためのセールトークの進め方 

（４）商談会・展示会後の消費者の声、バイヤーの声を実現するために、その後商

品の改良内容、販売方法の見直しについて、3 か月に 1 回の訪問活動により進捗状

況を確認するとともに熊本県商工会連合会の専門家派遣、よろず支援拠点等を

活用して、商品の見直し等に実現を図ることで需要機会を確実な売上に繋げて

いく。 

（目標） 
（売上高：万円） 

支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

HP 情報提供発信回数 未実施 １ １ １ １ １ 

BtoC 支援 

物産展・催事（回数） 未実施 ２ ３ ４ ４ ４ 

参加者数 未実施 １ ２ ３ ３ ３ 

売上高 未実施 １０ ２０ ３０ ３０ ３０ 
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BtoB 支援 

商談会・物産展 未実施 １ ２ ３ ３ ３ 

参加者 未実施 ３ ４ ５ ５ ５ 

商談件数 未実施 ６ １２ １５ １５ １５ 

成約件数 未実施 ２ ５ ８ ８ ８ 

支援件数 未実施 ４ ６ ８ ８ ８ 

アフターフォロー支援件数 未実施 ２ ５ ８ ８ ８ 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること

（現状と課題） 

地域活性化事業は、持続的に取り組んでいくことにより成果を得ることができ

るものであり、その取り組みが確実なものとするためには、地域の経済を担って

いる地域の多様な機関が参画し、地域の活性化に貢献していくことが必要である。

熊本市城南商工会では、熊本市に合併以前は多額の町補助金があったことによ

り、数多くのイベントが地域活性化の為に実施されていた。しかし、平成 27 年

度より全額補助金カットとなり、事業のみが市から各種団体へと移管され一年が

経過したが、やはり継続実施については非常に厳しい状況であると判断される。

そこで、今回の計画では、地域の歴史的資源を活用した地域のブランド化、地

域の多様な機関が参加したにぎわい創出による地域活性化事業に取り組む。 

なお、具体的事業展開の方法については、専門家派遣等を活用して、他の地

域の成功事例について学び、方向性を具体化していく。 

 また、検討した地域活性化の方向性を踏まえ、城南の地域資源の認知度向上

を図るためのイベントへの積極的に参画できるための支援を実施する。 

（事業内容） 

(1) 地域に進出している大手企業、工業団地に誘致されている企業等地域外の企業

等で構成される「城南町工業振興連絡協議会」、理事会、青年部、女性部等と連

携し「地域振興委員会（仮称）」を組織し年２回開催し、地域活性化の取り組み

を検討する。

(2) 同区内で開催されるイベント「南区フェスタ」「新幹線フェスタ」「幻灯彩」等

へ参画する。 

（参画の方法） 

・「南区フェスタ」「新幹線フェスタ」については、委員として参画し、出展に

関する要望等の陳情や希望事業所の出展に係る支援を実施 

・「幻灯彩」については、実行委員としての参画、若しくは、出展に係る情報等

の支援を実施 
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(3) 地域外の大手企業、誘致企業が有するノウハウ、ＩＴ技術及び地域資源を活用

した新たな地域イベント開催について検討する。

ＩＴ技術を活用した地域資源の紹介をすることで、子供有するファミリー層等に

対して当地の認知等につなげることが可能となる。

(4) また、県外の大手企業、誘致企業を通じて、当地、地域の特産品の情報発信を

行い、地域ブランド商品の確立、地域知名度の向上による地域振興等に役立てる。 

（目標） 

 会議及びイベント出展者数等については、次表を目標とする。 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援向上のための取組 

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)熊本市西南部地区商工会広域連携の事務局会議や、熊本県商工会職員協議会熊本

市支部の職員研修会等において、各地域の小規模事業者の需要動向、支援ノウハウ、

支援の現況、支援の進め方、支援体制等についての情報交換を実施する。

・１ヶ月に１回２０日前後を目標に会議の後に情報交換を実施する。

(2)関係機関及び関係団体等と小規模事業者の需要動向、支援のノウハウ、支援の現

状、支援の進め方、支援体制等についての情報交換を行うことにより、地域全体の

需要動向の情報を把握するとともに、効果的な支援のあり方等についての支援ノウ

ハウを習得することにより、新たな需要開拓支援のための経営支援体制の構築と円

滑な実施を図る。

・熊本市中小企業支援機関連絡会議等にて情報交換を実施する。

ヒ熊本県商工会連合会及び中小企業基盤整備機構が支援機関を対象として開催する

小規模事業支援研修等に参加し、地域及び国内の需要動向を把握するとともに、経

営支援のノウハウや支援の進め方等について学び、経営指導員等の支援ノウハウの

向上を図る。また、広域連携を通じ研修内容について（定例会議を活用）情報交換

の場を設定し、他の地域に於ける具体的な経営支援の現状について把握を行い、本

会における需要開拓支援に活用する。 

支 援 内 容 現 状 31年度 32年度 33年度 34 年度 35 年度 

会議開催回数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

イベント回数 ３ ３ ４ ４ ４ ４ 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること

(1) 熊本県商工会連合会が主催する研修会や中小企業大学校の主催する事業計画作成

支援研修や販路開拓支援研修また、熊本市西南部地区商工会広域連携にての研修会

に経営導員・経営支援員が参加することで、小規模事業者の売上や利益を確保する

ことを重視した支援能力の向上を図る。

その研修会に出席した内容をミーティングの講師となり、研修会で知り得た支援能

力を他の職員へ伝える。

(2)  本計画で行う事業計画策定者については、毎月１回職員会議にて情報交換を行

い、成功事例、失敗事例について共有化することで職員全員の支援ノウハウ向上に

つなげる。また、担当していない計画策定者への指導内容等については共有する。

(3) 熊本県商工会連合会及び中小企業基盤整備機構が、支援機関を対象とする小規模

事業支援研修において、支援のノウハウ、支援の現状、支援の進め方等について学

び支援能力の向上を図るとともに情報交換を実施する。

(4) 熊本市地区商工会連絡協議会、熊本市西南部地区商工会広域連携にて開催する会

議やセミナー等を通じて経営指導員・経営支援員のノウハウを共有し、伴走型の支

援能力を向上する。

(5) 若手経営支援員については、経営指導員が小規模事業者支援に関する知識、ノウ

(6) ウ等について、訪問時の同行を含め個別にＯＪＴを実施し、支援能力の向上を図

る。また、主担当、副担当制を用いた指導体制を整備し、指導員及び支援員等の能

力向上にも努める。 

(6) 職員異動に対応するために、経営分析によって得られた小規模事業者の分析結果

においては、職員間での情報を共有し相談指導の際に活用できるように、事業者カ

ルテに管理するとともに経営指導員が必要に応じて詳しく解説を実施する。

また、事業所カルテについては、熊本県商工会連合会が運営する基幹システムと 

ともにローカルベンチマークの資料を活用する。 

(7) エキスパートバンク等による専門家派遣に経営指導員が同行し、専門家の指導す

る内容等を修得し支援能力の向上を図る。

３．事業の評価及び見直しをする為の仕組みに関すること

毎年度本計画に記載の事業実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証を実施する。 

(1) 熊本市、城南町、中小企業診断士等の外部有識者、熊本県商工会連合会により評

価委員会を組織し、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を実施する。
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(2) 事業の成果、評価、見直し案の結果については、商工会理事会へ報告し、承認を

受けるとともに、総会において報告を実施する。

(3) 事業の成果、評価、見直し内容については、商工会ホームページにて計画期間中

公表する。 
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（別表２） 

経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成３０年１１月現在）

（１）組織体制

（組織概要）

会員数３１７名 役員２５名（会長 1 名、副会長 2 名、理事 20 名、監事 2 名）

事務局５名（経営指導員 2 名、経営支援員 2 名、記帳指導職員 1 名） 

部会：商業部会・工業部会・青年部・女性部 

（事業実施体制） 

経営指導員 2 名、経営支援員 2 名、記帳指導職員 1 名 

（２）連絡先

住所：〒861-4202 熊本県熊本市南区城南町宮地 1080-1 

電話：０９６４－２８－２３１７ ＦＡＸ０９６４－２８－３４９７ 

Ｅメール：jyonan@lime.ocn.ne.jp 

ＵＲＬ：http://www.kumashoko.or.jp/jyonan/

（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） 

３１年度 

(31 年 4 月 

以降)

３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 2,300 2,400 2,400 3,800 4,600 

調査事業費 

セミナー開催

事業費

展示会出展費

会議費

2,000 

100 

0 

100 

100 

2,000 

100 

0 

200 

100 

2,000 

100 

0 

200 

100 

2,000 

100 

1,000 

200 

500 

2,000 

100 

1,000 

1,000 

500 

（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 

国・県補助金・市補助金・商工会（会費収入、各種事業収入）

（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 

１・地区内の経済動向の調査・分析をカード会、城南町工業振興連絡協議会との連携に

より、事業所の経営動向に関するアンケート調査を実施する。 

２・創業者及び、経営革新認定に向けた計画策定支援や、小規模持続化補助金申請支

援、経営向上「ワンランクアップ」する為の計画策定などの支援を実施する為に、商工会

連合会等以外に専門家、金融機関、日本政策金融公庫、熊本県信用保証協会などの機

関と連携し、伴走型の支援を実施する。 

３・小規模事業者が事業計画策定後、円滑に遂行する為の支援を、商工会連合会等以外

に専門家、国、県、市、各金融機関等と連携し、伴走型の指導・助言を実施しフォロ 

ーアップを実施する 

４・新たな地域活性化の方向性について検討する。 

５・小規模事業者の販路開拓及び、イベントへの参画支援を実施する。 

連携者及びその役割 

①城南カード会 会長：川部 枝子 

住所：〒861-4202 熊本県熊本市南区城南町宮地 1080-1 城南商工会内 

電話：０９６４－２８－２３１７ 

【地区内の経済動向の調査・分析事業】 

②城南町工業振興連絡協議会 会長：石坂 敏明

住所：〒861-4202 熊本県熊本市南区城南町宮地 1080-1 城南商工会内 

電話：０９６４－２８－２３１７ 

【地区内の経済動向の調査・分析事業】 

③熊本県商工会連合会 会長：笠 愛一郎

住所：〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町 3-13 

電話：０９６－３２５－５１６１ 

 【経営向上の為の経営革新、創業者支援事業、販路開拓支援、地域活性化事業】経

営向上の為の経営革新、創業者への情報提供及び専門家派遣事業、販路開拓支援、地

域活性化 

④熊本市西南部地区商工会広域連携

熊本市河内商工会 会長：中村 茂一 

熊本市飽田商工会 会長：橋本 敏男 

熊本市天明商工会 会長：岩上 國男 

熊本市富合商工会 会長：髙浜 祐志 

熊本市城南商工会 会長：松田 光男 
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【経営向上の為の経営革新、創業者支援事業、販促活動支援】 

経営向上の為の経営革新、創業者への情報提供及び専門家派遣事業、販売促進支援 

事業 

⑤㈱肥後銀行隈庄支店 支店長：鬼塚 勝博

住所：〒861-4203 熊本県熊本市南区城南町隈庄 505-1 

電話：０９６４－２８－２４００ 

 【経営向上の為の経営革新、創業者支援事業】 

経営向上の為の経営革新、創業者への情報提供 

⑥㈱日本政策金融公庫熊本支店 国民生活事業 事業統轄 山藤 泰之

住所：〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町 4-22 

電話：０９６－３５３－６１２１ 

【経営向上の為の経営革新、創業者支援事業】 経

営向上の為の経営革新、創業者への情報提供 

⑦熊本県信用保証協会 会長 真崎 伸一

住所：〒860－0812 熊本県熊本市中央区南熊本 4 丁目 1－1 

電話：０９６－３７５－２０００ 

【経営向上の為の経営革新、創業者支援事業】 

経営向上の為の経営革新、創業者への情報提供 

⑧熊本市南区役所

住所：〒861-4189 熊本県熊本市南区富合町清藤 405-3 

電話：０９６－３７５－４１１１ 

 【地域振興事業、販促開拓支援事業】 

小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援 

新たな地域活性化の方向性について検討 

⑨熊本市南区役所城南総合出張所

住所：〒861-4202 熊本県熊本市南区城南町宮地 1050 

電話：０９６４－２８－３１１１ 

【地域振興事業、販促開拓支援事業】 

小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援 

新たな地域活性化の方向性について検討 

⑩ＪＲ九州新幹線車両基地

住所：〒861-4156 熊本県熊本市南区富合町田尻 343 

電話：０９６－３５７－７２７２ 

 【地域振興事業、販促開拓支援事業】 

小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援 
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⑪火の君マルシェ 物産館

住所：861-4201 熊本県熊本市南区城南町坂野 65-1 

電話：０９６４－２８－８８３１ 

【地域振興事業、販促開拓支援事業】 

小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援 

新たな地域活性化の方向性について検討 

⑫城南まちづくり倶楽部 会長 松田 光男

住所：〒861-4202 熊本県熊本市南区城南町宮地 1080-1 城南商工会内 

電話：０９６４－２８－２３１７ 

【地域振興事業、販促開拓支援事業】 

小規模事業者の販路開拓及びイベントへの参画支援 

新たな地域活性化の方向性について検討 

連携体制図等 

連 携 

専門家  専門家 

派遣依頼  派 遣 

相 談 

連 携 

支 援 

連 携 

連 携 連 携 

③熊本県商工会連合会

【経営革新、創業者支援

事業、販路開拓支援、地

域活

性化事業、他】

小規模事業者 熊本市城南商工会

④熊本市西南部地区

商工会広域連携

【経営革新、創業、販促支援】

⑤㈱肥後銀行隈庄支店

【経営革新、創業者支援事業】

⑥㈱日本政策金融公庫

【経営革新、創業者支援事業】

⑦熊本県信用保証協会
連 携 
【経営革新、創業者支援事
業】

⑧熊本市南区役所

⑨熊本市南区役所城南総合出張所

⑩ＪＲ九州新幹線車両基地

⑪火の君マルシェ 物産館

⑫城南まちづくり倶楽部 

【地域振興事業、販促開拓支援事業】

①城南カード会

②城南町工業振興連絡協議会

【地区内の経済動向の調査・分析事

業】 
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