
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
南関町商工会（法人番号）3330005004274 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

地域小規模事業者が持続的に発展するためには、新たな需要開拓と、後継者育成が

重要となる。個々の企業の経営内容を把握し、計画的な取り組みを企業に寄り添っ

て支援することで企業の経営体力を向上させると同時に、産業間連携を強化し、町

外に販路を切り開くために南関町、町内の事業者・生産者、商工会が連携し「ふる

さと応援団」事業の実行支援を行いながら、地域経済の活性化を図ることを目的と

する。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業内容 

1. 地域の経済動向調査に関すること 

事業所経営動向のアンケート調査を実施し、地域経済の実態把握を行い、地域

における課題を抽出することによって、地域産業に係る小規模事業者の経営力

向上支援の基礎資料とする。 

2. 経営状況の分析に関すること 

巡回・窓口相談指導や個別相談指導を通じて小規模事業者等の経営情報を取

集・分析し事業者の現状と問題点を把握し分析し事業計画策定等の資料として

活用する。 

3. 事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者をヒアリングし、事業計画、創業・第二創業計画、経営革新計画

の策定支援を行う。なお、セミナー等通じて、事業計画の重要性を促進し、伴

走型で支援していく。 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定事業者については、国、熊本県、南関町、熊本県商工会連合会等

の行う支援策等について周知し積極的な活用を促進する。 

また、専門家派遣事業等の支援を活用してフォローアップを実施していく。 

5. 需要動向調査に関すること 

当会による独自調査及び関係機関との情報交換を通じて、売上拡大を図るため

必要な情報を調査、分析し、事業計画策定事業者の経営展開、商品力向上、販

路開拓につなげ、収益力向上を支援する。 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

地域イベント及び熊本県商工会連合会等の関係機関から情報提供される各種

展示会、商談会の周知並びに出展支援を行う。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

商工会が主体となり、南関町、事業者、生産者、関係団体等を構成メンバーと

した「地域問題懇談会」を開催し、その検討結果を踏まえて各組織が連携し、

南関町ブランドの立ち上げと PR に取り組み、町内外に南関町の認知度向上を

図りながら販路開拓につなげることと各々の売上増加をみちびき、地域の活性

化を支援していく。 

連絡先 

南関町商工会   〒861-0803 

住所：熊本県玉名郡南関町大字関町 1500-1 

TEL：0968-53-0120 FAX：0968-53-0305 

E-Mail：nankan@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 

【地域の概要】 

南関町は、熊本県の北西部に

位置し、福岡県大牟田市、み

やま市と熊本県荒尾市と隣

接しており、東西南北を南関

富士と呼ばれている大津山

をはじめとする山々に囲ま

れた自然あふれるまちで、豊

かな自然環境を活かし、農業

が基幹産業となっている。 

昔は関所、今は熊本県の北の

玄関口である九州縦貫自動

車道の南関 IC を有し、周辺

都市との連絡機能に優れた

町で、南関町に鉄道はない

が、広域道路として福岡～鹿

児島を結ぶ九州縦貫自動車道とインターチェンジ及び筑後市～山鹿市を結ぶ国道４４

３号が通り、都市の骨格を形成している。 

現在、南関インターチェンジから荒尾、長洲間を結ぶ幹線道路バイパスの整備が進んで

おり、九州新幹線の最寄りの駅として、新大牟田駅と新玉名駅がある。 

古くから交通の要衝として栄えたまちで、豊前街道南関御茶屋跡（国指定文化財）や小

代焼窯跡群（県指定文化財）など数々の文化財や史跡が残っている。 

江戸時代からの製法により受け継がれている南関そうめんや、４００年近い伝統を誇る

小代焼など、昔ながらの特産品には定評がある。 

 また、魅力ある豊かな暮らしを創出できるよう、定住促進を柱とした様々な施策を展

開し、産み育てやすい環境の整備、働く場所を確保するための企業誘致、高齢者や障

がいのある方も安心して暮らせる環境の整備を行っている。 

 このように、南関町は、恵まれた美しい自然環境のなかで歴史や文化が薫る心やすら

ぐ、活力に満ちたまちである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    豊前街道南関御茶屋跡             小代焼 
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多くの魅力資源に恵まれるまち 

①公園 

公園は、大津山公園をはじめ４ヶ所、広場は農

村広場をはじめ、２ヵ所整備されていますが、

各施設は点在して立地している。 

なかでも大津山公園などでは、イルミネーショ

ンをはじめとする様々な施策が図られており、

町民憩いの場、レクリエーションの場として親

しまれている。 

 

②公共公益施設 

公共公益施設は行政施設、文化教育施設とと      

もに、関町周辺に集積している。 

行政施設としては、町役場、消防署分署、交番、

郵便局が立地し、文教施設としては公民館、図

書館が整備されている。 

 

 

 

                                     

南の関うから館 

③観光資源 

観光資源としては、北原白秋の生家や鷹の原城跡、西南戦争での官軍墓地などの歴史

的資源や、ぎおんさん、消防出初式、関所まつりなどのイベント、南関あげ、南関そ

うめんなどの特産品など多くの資源に恵まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ふるさと関所まつり          消防出初式 
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    観光資源マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口・世帯数の動向 

 長年減少傾向にある人口と、深刻な高齢化の到来 

  平成２７年１２月には、１０，３１０人、世帯数３，６８１世帯を有し、人口は、

昭和３０年以降、減少傾向にある。平均世帯人員は、平成２７年は 2.8 人で、県平

均 2.4人を上回っているものの、出生率の低下に伴う核家族化の進行がみられる。 

  ６５歳以上の人口比率は、32.5％と県平均 28％より非常に高く、深刻な高齢社会と

なっている。 
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【地域の産業構造・特性、産業関連】 

 

産業 

農業を中心に発展、近年は第２次産業が増加している。 

これまで、第一次産業を主に発展してきたが、昭和６０年以降は第二次、第三次産業

の拡大が目立っている。 

第１次産業 

農業は、肥沃地である地理的特性から町の基幹産業となっているが、農業離れや後継

者不足から、近年は農業人口、農家数及び耕地面積ともに減少傾向に有る。 

第２次産業 

工業は、金型関連企業の誘致をはじめ、平成４年には南関東部工業団地を整備し、積

極的な企業誘致を展開している。 

第３次産業 

商業は、商店数は減少しているものの、いきいき村や共同店舗ビッグオークなどの立

地から、従業員数、年間商品販売額は増加傾向にある。 

一方、買い物動向を見ると、大牟田市をはじめとする周辺都市への依存率が高く、地

元購買率は約３０％となっている。 

なかでも町内における食料品及び日用雑貨品のシェアが高く、食料品については、ビ

ッグオーク、いきいき村、日用雑貨品については町内商店街での利用がある。 
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【小規模事業者・商工会会員の実態・創業・廃業状況】 

南関町商工会の会員数については、平成２９年度は、１９２人、平成２８年度１９２人、

平成２７年度２００人、平成２６年度２０１人、平成２５年度１９８人と減少傾向にあ

る。 

減少理由としては、高齢による事業の縮小における退会、廃業・売上不振等が主な要因

になっている。 

創業による会員への入会も年１～２件程度あるが、退会が８～１０件程度あるのが現状

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

会員数 204 205 198 201 200 192 192 

 

  建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食・宿泊

業 

ｻｰﾋﾞｽ

業 
その他 合計 

商工業者

数 
92 44 9 139 20 69 39 412 

会員数 59 27 7 53 11 26 9 192 

構成比 31 14 4 28 5 14 4 100 
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【行政の産業振興の取り組み】 

 

南関町の将来像 

 

「緑豊かな大地に懐かしい故郷がある。あなたの夢が叶う町なんかん」 

 

南関町は、歴史と伝統ある文化を継承し、きれいな空気や水に恵まれ、安全・安心な食

品が育まれる自然環境を活かし、生活の中にやすらぎと潤いのあるまち、高速道路や九

州新幹線などの恵まれた条件を活かし、産業・経済活動の発展するまち、永く住んでる

人も、新しく住む人も、ずっと住み続けたくなるまちを目指して、将来像を定めている。  

（出典：南関町総合振興計画 第五次基本構想（平成２８年３月策定）） 

 

 

【商工会の取組み】 

ＴＭＯなんかん事業 

中心市街地の活性化を目的として、毎月１回委員会を開催している。 

花いっぱい運動として芝桜の植樹、また町特産の竹を活かしたまちなみ整備の１つと

して竹塀を商店街近くのブロック塀に設置した。 

平成１４年度より空き店舗を利用して、まちの駅「ゆた～っと」を開設して、店内に

おいて月替わりでミニギャラリー、飲食の提供を実施している。 

  平成２４年度より「難関突破」推進事業としてグッズ販売や商品開発、難関突破神

社巡りイベントを開催して南関町のＰＲを実施している。 

  平成２８年度より商店街の賑わいを取り戻すための手法として「１００円商店街」

を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       １００円商店街           難関突破グッズ 

 

買い物宅配サービス事業 

  平成２５年度町から補助を受け、町内に在住の高齢者等に対する買い物支援と見守

り（安否確認）をおこないながら、地区内の消費斡旋を促すことを目的として事業を

実施している。 
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地域商品券事業 

  平成２７年度町から補助を受け、町内の消費拡大を図り、町内事業者の売上増と地

域経済の活性化になることを目的として実施した。 

 

今後の目標 

当会では、地域における小規模事業者を支援し、地域経済の活性化を図るため、以下

の中長期的目標を設定する。 

 

１．小規模事業者の経営力強化 

 

中長期的な目標として、小規模事業者への巡回、窓口相談において、徹底したニーズの

収集に努め、伴走型の経営支援に活かし、小規模事業者の売上増加、利益増加に直接寄

与する支援を実施する。また、販売に結びつく物産展及び商談会の自主開催を検討し、

参加者数を増加させ、販路開拓する機会を創出する。 

本計画の目標として、小規模事業者へ継続的な経営支援数を増やし、経営基盤の強化を

図り競争力を高めていく。また、当会は地域における経営支援機関として頼られる存在

になる。 

 

２．地域のブランド化 

 

中長期的目標として、難関突破グッズ、南関あげ、南関そうめんなどの特産品を活かし

た新商品、新サービスの開発、提供支援に取り組む。 

また、南関町に来た観光客の消費額を上げるためのイベント実施に加え、広報体制を強

化し、露出の増加、認知度を高める。 

本計画の目標として、個別の業種の支援に留まらず、食品製造業、飲食業、小売業、宿

泊業等多様な業種が相互に連携し、より付加価値の高い商品、サービスが提供できる仕

組みを創出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     南関そうめん                南関あげ 
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３．関係機関との密接な連携 

 

中長期的な目標として、近隣の商工会、商工会議所以外に南関町、熊本県、ＪＡたまな、

地域金融機関等との定期的な情報交換を行う機会を設け、情報収集及び円滑な事業運営

を図る。また、関係機関と連携しセミナーや各種事業を実施する。 

本計画の目標として、南関町、熊本県等の関係機関と一体となり、南関町の商工業全て

の活性化を図る。また、連携した事業により、支援機関の強みを発揮し役割に応じた最

適な支援を行い、小規模事業者の収益力強化を目指す。 

 

目標の達成に向けた方針 

前述の問題点を克服し、目標を達成するため以下の内容に取り組む。 

 

１．小規模事業者の経営力強化のために取り組む内容 

 

（１）ヒアリングシートを導入し、徹底したニーズの収集を図る。 

（２）経営分析、事業計画策定、マーケティング支援にも積極的に取組み、小規模事業 

者の収益を増加させる。 

（３）物産展・商談会の地元開催により、小規模事業者の販路開拓の機会を創出する。 

 

２．地域のブランド化のために取り組む内容 

 

（１）南関町やＪＡたまな等の関係機関と連携し、特産品を利用した新しい商品の開発

に取り組み、南関の特産品（土産品等）を作る。 

（２）多様なメディアを活用した広報体制の強化を図る。 

（３）小売業、飲食業、サービス業等多様の小規模事業者が参加できる事業、「１００円

商店街」などのイベントを開催する。 

 

３．関係機関との密接な連携のために取り組む内容 

 

（１）地域における関係機関と定期的な情報交換を行うために「意見交換会」を開催し、 

地域に関する多様な情報の収集を行う。 

（２）南関町や他の関係機関と連携し、セミナーやイベントの同時開催を企画する。 

（３）他の支援機関と連携し、面的な経営支援の実施、ノウハウの共有・蓄積を図る。 

 

以上の目標に対し、本経営発達支援事業に取り組み、小規模事業者・小企業者の売上増

加、利益増加を図り、長期的には新たなビジネスモデルの構築など、南関町全体の経済

活性化を目指す。 
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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） 

                                5年間 

（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】 

 

（１）経営力向上事業としての地域の経済動向調査【指針③】 

地域内の経済動向を調査・分析し、小規模事業者の実態を把握するとともに支援が必

要な業種等、地域における課題を抽出する。 

これらの調査結果を基に経営状況分析、事業計画策定及び新たな需要開拓支援につな

げていく。 

事業内容 

① 地域の経済動向調査（新規・拡充） 

（ア）全国及び熊本県内の景気動向について、小規模事業者が持続的発展を遂げるため

に必要な情報を次の調査報告で確認し収集するとともに、得られた情報を四半期ごと

に分析して、計画策定時に活用できるように整理し必要な小規模事業者へ提供する。

【指針③】 

 

・中小企業景況調査 (日本政策金融公庫・四半期毎) （新規） 

  日本政策金融公庫が四半期ごとに提供する「中小企業景況調査」を活用して広域的

な経済動向を分析する。 

  調査項目：業種別業況 売上 資金繰り 経営上の問題点等 

  手段方法：職員会議にて収集データの分析整理、情報の共有を図る。 

  調査頻度：年４回 

 

・中小企業景況調査 (全国商工会連合会・四半期毎) （拡充） 

 全国商工会連合会が四半期ごとに実施する「中小企業景況調査」において県内の景気

動向、業種別の動向について情報収集し分析を行う。 

 調査項目：売上 資金繰り 業況 

 手段方法：職員会議にて収集データの分析整理、情報の共有を図る 

 調査頻度：年４回 

    

② 町内４校区業種別調査（新規） 

（ア）建設業、飲食業、小売業、サービス業及び観光関連施設の景況感について必要な

情報を収集するため、２０社を選定し四半期ごとに①売上高、②客数、③資金繰り、

④採算(経常利益)、⑤景況の変化、⑥直面している経営上の問題点についてヒアリン

グ調査を実施し、小規模事業者の景況(影響)を把握する。【指針③】 
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（イ）町内４校区業種別調査で得られた情報は、①売上高、②客数、③資金繰り、④採

算(経常利益)、⑤景況の変化、⑥直面している経営上の問題点ごとに集計分析し、事

業計画書を策定する上での根拠として使用する。【指針③】 

さらに、必要な小規模事業者に提供し事業計画策定の効率と効果を高めて、概要を

まとめたものを町広報に掲載して公表する。【指針③】 

 

目標 

町内４校区業種別調査事業所数の目標を２０件に設定。町内４校区業種別調査情報

は、小規模事業者へ年間４回ホームページで公表し情報提供することを目標とする。 

活動目標 

方法手段等 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

地域経済動向調査回数 未実施 ４ ４ ４ ４ ４ 

町内４校区業種別調査

事業者数 
未実施 20 20 20 20 20 

調査結果公表回数 未実施 ４ ４ ４ ４ ４ 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

現状と課題 

金融、税務、労務、記帳などの直面する問題に対しての支援が多く、経営分析まで 

至っていないのが現状であり、個社の実態把握ができる仕組みの構築が課題である。 

 

今後の取組みと活用方法等 

小規模事業者の持続的発展に向け、巡回・窓口指導により、ＳＷＯＴ分析やネット de 記

帳による各種データ分析等を活用して、小規模事業者の実態把握を行う。専門的な課題

等は、より良い支援にする為に熊本県、地域金融機関、商工会連合会や中小企業基盤整

備機構のコーディネーター等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対して丁

寧にサポートする。主な取組は、下記のとおりである。 

 

（１）経営状況分析シート活用による実態把握（新規） 

 

現  状：実施していない。 

 分析項目：自社の「強み」「弱み」業界での「機会」「脅威」 

      商品・製品・サービス等の特徴、競争状況の特徴、顧客の特徴 

 手段方法：経営状況分析シート（経営理念や目標、個社の持つ商品やサービスの内容、

店舗や工場の稼働状況、従業員状況や課題等）を自ら回答してもらい基礎

的な実態把握を行い、今後の個社支援にフィードバックする。 

 

【数値目標】 

方法手段等 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析件数 未実施 ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ 
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期待できる効果 

経営資源の洗い出しと経営者の持つイメージから、どこに改善すべきところがあるか

をチェックできることから、今後の個社の支援策の検討と経営計画に役立てることがで

きる。 

 

（２）商工会経理ソフト「ネット de 記帳」を活用した実態把握（新規） 

※ネット de 記帳は、インターネットで帳簿入力や集計ができる会計システム 
 

現  状：現在、約 18 件の記帳経理処理を実施しているが、確定申告作成のための事

務処理という傾向が強く、財務データが出せるにも関わらず、経営分析まで

至ってない。 

分析項目：収益性、効率性、生産性、安全性、成長性、キャッシュフロー分析、借入金

状況 

手段方法：ネット de 記帳による個別データ分析を実施することにより、各小規模事業

者の計数管理の把握が可能となることから、これらをフル活用し支援する。 

    

【数値目標】 

方法手段等 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ネットｄe記帳活用 未実施 4 4 4 4 4 

 

期待できる効果 

この商工会経理ソフト「ネット de 記帳」を活用している小規模事業者は、リアルタイム

に計数が把握できることから、強み、弱みなどの経営資源に関する分析を加えることで、

経営計画が策定でき、個社の経営の安定化が図れる。 

 

（３）専門家と連携した実態把握（拡充） 

 

現  状：実績は少ない 

手段方法：日頃の相談業務や経営状況分析カルテにより、より深い分析対象となる小規

模事業者をピックアップし、経営状況を把握して、専門知識を有する専門家

と連携して年２回程度支援を行う。 

・ミラサポ、よろず支援拠点の利用 

ミラサポとよろず支援拠点に登録されている専門家を利用して、県内外のさまざまな

分野の専門家を事業所へ派遣し、経営・技術・情報化に関する諸問題の解決に向けて

診断・助言を行う。 

  

・熊本県商工会連合会の専門家派遣を利用（エキスパートバンク等） 

 熊本県商工会連合会に登録されている専門家を利用して、県内のさまざまな分野の専

門家を事業所へ派遣し、経営・技術・情報化に関する諸問題の解決に向けて診断・助

言を行う。 
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【数値目標】 

方法手段等 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

専門家との連携回数 未実施 2 2 2 2 2 

 

期待できる効果 

個社の立ち位置、課題などを明確にし、小規模事業者の事業計画策定に向けた意識啓発

に繋がる。また、事業計画の策定ができるように支援が出来る。 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

本事業計画策定支援において、小規模事業者の事前ヒアリングに応じて、支援内容 

を、以下３つの計画策定支援に分ける。このため、創業及び経営革新の項目について 

は、別項目として記載する。 

 

① 事業計画策定支援【指針②】 

 

現  状：当地域では、自ら年間の事業計画を策定している小規模事業者等は少なく、

当会においても事業計画策定支援は、創業補助金や創業融資申し込み、経

営革新認定申請、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金など事業

者からの求めに応じ作成している状況である。 

また、小規模事業者は事業計画書が必要という認識はあるものの、｢作成

方法が分からない｣、｢業務が忙しい｣などの理由により、取組みにおける

優先順位が低い。 

このため、相談会やセミナーを通じて、一人ひとりに粘り強く事業計 画

の必要性を説明し、事業を行う上で重要性が高いことを理解してもらい、

一人でも多く計画策定できるように支援する。 

 

事業内容 

（１） 事業計画策定セミナー及び経営相談会の開催（新規） 

 

新たに事業計画策定セミナーを開催し、小規模事業者に事業計画の必要性、重要

性の理解を促進する。その上で、伴走型で計画策定支援、フォローアップまで実

施する。【指針②】 

また、経営相談会等を開催し、事業計画を策定していない小規模事業者において

も、事業計画策定について必要性等理解を促進し、伴走型で支援する。 

 

 

（２） 経営分析結果を踏まえた経営改善及び強化（既存拡充） 

 

前述の経済動向調査、需要動向調査並びに経営分析結果を踏まえ、小規模事業者が

直面する現状を捉え、経営上の強化点を明確化する。 
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① 創業・第二創業計画策定支援 

・創業支援 

・既存事業廃業に伴う新規起業支援 

 

② 事業計画策定支援 

・短期、中期計画策定支援 

・補助事業計画策定支援 

・資金計画策定支援等 

 

③ 経営革新計画策定支援 

・新商品開発及び新たなサービスの提供等に係る計画策定支援【指針②】 

 

（３） 事業計画策定支援充実のため広報体制の強化（既存拡充） 

 

当会によるホームページや商工会からお知らせ通知、南関町内住民向け防災無線や

広報誌（広報なんかん）を活用し、当会による事業計画策定のための活動内容を周

知し、支援機関としての認知度向上を図る。 

そこで、セミナーや経営相談会へ参加を促し、伴走型の事業計画策定支援を実施す

る。また、広報誌だけの案内に留まらず、職員による地区定期巡回の中で、直接、

事業計画策定の推進を行う。【指針②】 

 

（４） 小企業者向け巡回計画策定支援（新規） 

 

セミナーや経営相談に参加できない事業者向け（主に小企業者）に、当会職員が事

業所に訪問し、事業所先で事業計画策定支援を実施する。なお、支援には、経営指

導員に配布されたタブレットを活用し、中小企業基盤整備機構が提供するアプリ

（経営計画つくる君等）を有効活用する。【指針②】 

 

【数値目標】 

経営相談会やセミナーに参加した小規模事業者の 50％が自ら事業計画を策定でき 

る支援を目指す。 

 

方法手段等 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セミナー開催回数 未実施 1 1 1 1 1 

セミナー参加者数 未実施 10 10 15 15 15 

経営相談会の開催回数 未実施 1 1 2 2 2 

経営相談会参加者数 未実施 3 3 5 5 5 

事業計画策定事業者数 未実施 5 5 5 5 5 

広報案内回数 未実施 3 4 5 5 5 

小企業者向巡回計画支援 未実施 2 3 3 3 3 
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期待できる効果 

小規模事業者等が経営する上で必須である事業計画策定の必要性について理解を 

促進できる。それにより、職員による伴走型支援の充実を図れ、事業計画の策定にも 

繋げることができる。 

 

② 創業・第二創業計画策定支援【指針②】 

 

現  状：当会における創業相談は、年間１件ほどの相談がある。 

また、南関町では平成 27 年度より、産業競争力強化法における創業支援  

事業計画の認定を受け創業支援に取り組んでいる。 

しかし、前述のとおり南関町の現状は、事業主の高齢化、事業所数の減少  

等大変厳しい状況が続いている。 

また、創業希望者は相談先が分からないなどの声もある。 

これらの問題を改善するには、今後、新規創業及び第二創業の支援にも積極

的に取り組む必要がある。そのためには、新たに創業塾を開催し、行政手続

き等の開業準備行為から事業実施に至るまで密着した支援をすることで、地

域内における円滑な創業に繋げることができる。また、南関町、熊本県、地

域金融機関、地元税理士等と協力、連携を図ることに加え、第二創業を目指

す事業者にも個別の相談会を案内、専門家の派遣を行い、円滑な事業転換を

目指す。 

 

事業内容 

（１） 創業塾の開催（新規） 

 

南関町と連携し、創業希望者及び創業後 3 年以内の方や第二創業を目指す方を対象

とした創業塾（全 2 回）を開催する。この創業塾では、事業経営に必要な知識の習

得、向上を目指す。具体的には、創業計画書の策定支援、労務、財務、販路開拓、

ビジネスマナーなどを学ぶ場を設ける。 

また、創業を経験した当会の青年部員、女性部員等地域で頑張っている方を講師と

して招聘し、創業に関する体験談を聞くことができる場を設ける。【指針②】 

 

（２） 意見交換会の実施（既存拡充） 

 

当会の商業部会、工業部会に所属している経営経験豊富な経営者との意見交換 

会、賀詞交歓会を開催し、積極的に創業者の参加を呼びかけ、交流の場として活用

してもらう。【指針②】 

 

（３） 第二創業に係わる相談会、研修会の広報活動を強化（既存拡充） 

 

当会会員向けの情報発信を活用し、熊本県商工会連合会や他の機関が実施する第二

創業に関する個別相談会及び研修会を案内する。それにより、相談会等に参加した
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方が円滑な第二創業が実現できるよう計画策定から実行、その後のフォローアップ

まで中長期的に継続支援する。【指針②】 

 

【数値目標】 

南関町内における創業の支援を充実し、5 年後の創業者数計５名を目指すことに 

加え、創業後の商工会加入を推進し商工会組織率 60％を目指す。 

 

方法手段等 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

創業塾開催回数 未実施 1 1 1 1 1 

創業塾参加者数 未実施 3 3 5 5 5 

創業計画策定支援 未実施 1 1 2 2 2 

創業者支援者数 未実施 1 1 2 2 2 

第二創業支援者数 未実施 1 1 2 2 2 

広報案内回数 未実施 3 4 5 5 5 

 

期待できる効果 

関係機関と連携することにより、創業及び第二創業を目指す事業者へ密着した支援が可

能となり、創業後のフォローアップを含め継続した事業支援ができる。 

また、他市町村から南関町に移り住み、創業を希望する事業者へ円滑な事業開始に向け

た支援ができ開業率の増加に寄与できる。 

 

③ 経営革新計画認定支援【指針②】 

 

現  状：当会では、熊本県内の商工会における県下統一目標（経営革新認定企業推薦

件数）の達成を目指し、町内の各地区を積極的に巡回訪問している。また、

巡回以外にも窓口相談において経営革新の推進をしているが、現状では経営

革新計画の策定まで取り組む事業者数は数件に留まっている。これは、いま

だ多くの小規模事業者は、新商品、新サービスの開発等に取り組める環境に

ありながら、経営革新計画の認知不足や、認定によるメリットが周知されて

いないため、経営革新計画の策定に至っていないと推測される。このため、

経営革新に該当するものについて積極的に提案し支援する。 

 

事業内容 

（１） 経営革新計画申請企業の掘り起こし（既存拡充） 

 

巡回相談及び窓口相談において、経営革新の要件である新商品開発、新役務の提 

供等に該当する場合は、経営革新計画策定に向けて積極的に提案し策定支援す 

る。 

また、ものづくり・商業・サービス革新補助金等の各種補助金を活用した設備投資

や新規事業を検討している場合、要件への該当が見込めれば、経営革新計画の提案、

推進を行い、より多くの事業者が認定に向けて取り組むことを目指す。【指針②】 
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（２） 経営革新計画策定へ充実した支援（既存拡充） 

 

前述（１）の申請企業掘り起こしにより、申請に向けて取り組む企業の支援として、

熊本県商工会連合会の専門家派遣事業を活用し、実現性の高い計画策定に取り組

む。 

なお、派遣には、当会職員が同行し、経営革新認定支援のスキルを磨き、ノウハウ

を蓄積する。【指針②】 

 

（３） 経営革新に係る広報活動の強化（既存拡充） 

 

当会会員向け情報発信にて、経営革新計画の概要や取得によるメリットを紹介す

る。この他、経営革新認定企業の事例紹介として、経営革新の取り組みの経緯や取

り組み内容等を発信する。また、広報なんかんやチラシによる経営革新事業のＰＲ

を行い、新たに取り組む企業の掘り起こしを狙う。【指針②】 

 

【数値目標】 

方法手段等 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営革新申請支援 未実施 2 2 2 2 2 

経営革新認定申請 未実施 1 1 1 1 1 

広報案内回数 未実施 1 1 2 2 2 

 

期待できる効果 

小規模事業者に経営革新への取り組みを積極的に提案することで、経営の改善や事 

業の再構築を図ることができる。なお、申請にあたっては伴走型支援で事業者と共に 

経営革新計画を策定し認定を目指す。 

 

４．事業計画策定支援後の実施支援に関すること【指針②】（既存・拡充・新規） 

 

（１）経営力向上事業、（２）地域力向上事業、（３）創業・事業承継支援事業【共通】 

上記３で作成した事業計画の実現を支援するため、経営指導員が３か月に１度巡回訪問

し進捗状況を確認する。また、資金調達が必要な場合には、一定の要件を満たした小規

模事業者に対し、日本政策金融公庫が事業の持続的発展のための取組に必要な設備資金

及びそれに付随する運転資金を低利で融資する『小規模事業者経営発達支援融資制度』

の活用を積極的に推進する。推進にあたっては、融資制度利用のための計画作成につい

ても支援し、融資実行後は、返済状況についてもフォローし事業計画の実現を目指す。 

 

① 事業計画策定後の実施支援【指針②】 

 

現  状：事業計画策定後の現状は、小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業･

サービス革新補助金における採択後のモニタリングなど進捗確認に留まっ
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ており、継続した事業策定に取り組めていない。このため、本事業において

事業計画の推進、実行支援、その後のフォローアップ、必要に応じた計画の

修正まで伴走型支援により、安定した事業活動に繋がると考えている。 

 

事業内容 

（１） 事業計画策定支援をＰＤＣＡによる管理、支援の充実化（新規） 

 

上記３．事業計画策定支援により、新たに事業計画策定に取り組む小規模事業者をＰ

ＤＣＡにより管理し、策定までの支援に留まらず、巡回等により定期的な進捗状況の

確認（年 3 回）、フォローアップ、成果のフィードバック、そして、計画達成状況に

応じて、事業計画の見直し、修正まで一貫して支援する。 

また、事業の実施や修正にあたり必要に応じて、熊本県よろず支援拠点、地域金融機

関、税理士、中小企業診断士、熊本県商工会連合会と連携し支援する。【指針②】 

 

ア 事業計画策定後に、国、県、南関町の行う支援策や活用についての情報提供を  

行なう。【指針②】（既存） 

 

イ 経営指導員が３か月に１回巡回訪問し進捗管理（当初の事業計画等と実績との 

差異の確認）を実施すること、及び計画との差異の原因と対策を共に伴走しながら

考え、未達の項目の実行を促し、計画の修正・変更等も含めた指導・助言を行う。 

特に、創業者には、営業実績、経営管理、労務及び税務面の支援も併せて実施し、

商工会の一番の強みである伴走型支援を行う。【指針②】（既存） 

 

ウ 計画の修正・変更等が必要になった場合において、経営指導員で対応しきれな い

専門的な課題については、熊本県商工会連合会所属の中小企業診断士等専門家に指

導・助言を依頼し支援する。【指針②】（拡充） 

 

エ フォローアップ中に資金需要が発生した場合は、当初の事業計画に変更を加え 

るとともに、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用できるよう積極的に支

援する。【指針②】（新規） 

 

目 標 

経営指導員の巡回訪問及び窓口により、フォローアップを行い事業計画実現に向けて

支援する。 

 

【活動及び成果目標】 

方法手段等 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ延べ回数 未実施 40 60 60 60 60 

専門家派遣回数 未実施 10 10 15 15 15 

経営発達支援融資 未実施 1 1 1 1 1 
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５．需要動向調査に関する事【指針③】 

 

現状と課題 

 これまでは、相談内容によって需要動向調査依頼があった場合だけ、ネット等を活用

して必要なデータを提供するのみであった。依頼件数も少なく、調査した場合について

も消費者ニーズの抽出や消費者行動の分析など売上拡大につながる分析には至っていな

い。 

目 標 

 当町の地域資源を対象とした消費者動向調査や、アクセス解析による消費者行動や消

費者動向の調査を実施し、潜在的消費者ニーズの把握、分析結果を整理し、需要情報と

して小規模事業者に提供することによって売上及び収益の増加、さらには、商圏の拡大

を図る。 

 

事業内容 

（１） 需要動向に関する統計情報の収集・分析（新規） 

 

需要が多い地域を把握するために下記の手法により消費者需要動向を調査する。 

収集した情報は、「商品改良・新商品開発の方向性」「ターゲットの特定（性別・

世代）」「価格設定」に活用し、個社の商品開発等の支援に利用する。 

また、創業予定者へは、地域の商圏分析を詳細に行える「市場情報評価ナビ（MieNa/

ミーナ）」を利用し商圏状況の予測と出店場所の選定に利用する。 

【指針③】 

 

ア. 商品企画や開発を行う小規模事業者に対して、「日経テレコン POSEYES」を活用 

した調査分析を行い、売れ筋商品等の情報を提供し、経営支援に役立てる。 

 

イ.新規出店先の検討を行う創業者や商圏確認のため地域特性を必要とする小規模 

事業者に対して、㈱日本統計センターの「市場情報評価ナビ（MieNa/ミーナ）」

で所在地から５００ｍ・１ｋｍ・３ｋｍ圏内での商圏情報が詳細に把握できるた

め町内の個店への支援に利用する。人口分析も詳細に行え、商圏内の年齢別人口

と商品別購買力をレポートにし、分析へ役立てる。創業者へは商圏別ランキング

を参考にしながら、出店場所の検討などの支援ができる。 

 

  ウ.「総務省統計局・全国消費動向調査」で対象マーケットでの動向を収集する。 

 

調査項目：売れ筋 トレンド マーケット動向 商圏内の年齢別人口 

     商品別購買力 

 

支援対象：新商品開発事業所、創業予定者、地域資源製造・小売業者（南関そうめ

ん・南関あげ等） 
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成果の活用：収集した情報を各業種別、品目別に分類し対象の事業所へ情報提供を

行い経営計画作成時の資料として活用する。 

     商品の方向性、ターゲット設定、価格設定に利用する。 

     創業者等の出店場所の検討と出店後の商圏範囲の拡大を支援する。 

 

（２）地域外需要動向調査（広域連携実施）（新規） 

地域外需要動向においては他商工会と共通することから平成 23 年度より実施している

玉名地区 3町(長洲町・南関町・玉東町)広域連携体制においてチームを編成し実施する。 

 

① バイヤーへのヒアリングによる地域外需要動向調査 

 

地域外への商品流通を検討している事業所においては商談会・展示会等への積極的な

参加を促すが、その商談会へ職員も同行して直接バイヤーからの意見を聞き現在のト

レンドを調査する。実施した各職員が情報を持ち帰り情報の共有をして報告書を作成

する。 

 

調査項目：トレンド・パッケージデザイン・価格帯・量・規格等 

調査対象：小売・卸売・サービス・飲食業のバイヤー 

調査方法：九州食の展示商談会でのヒアリング調査 

調査結果の分析と活用：広域連携商工会にてチームを編成してワークショップによる分

析を行い、報告書を作成する。また分析した結果は対象事業所

へ巡回等により配布を行う。 

 

②各種外部データ等を活用した地域外需要動向調査 

 

バイヤーからのヒアリングによる調査はだけでは主観的な要素が入る可能性ある。

情報よりを正確なものにするために日経テレコンや国等が開示している情報を抽出し

て客観的なデータを活用して分析を行う。 

 

調査項目：購買動向・消費動向・売れ筋商品等 

調査対象：小売・卸売・サービス・飲食業の動向 

調査方法：日経テレコン・内閣府「消費動向調査」等の外部データの抽出 

調査結果の分析と活用：抽出したデータを基に広域連携商工会にてチームを編成し 

て、専門家等からアドバイスを受けながら分析を行い、報告書

を作成する。また分析した結果は対象事業所へ巡回等により配

布を行う。 

 

期待できる効果 

統計情報を把握することで、幅広い目線での経営計画策定に利用できる。 

今後、商圏拡大を検討する際に、自社商品・サービスを見直す場合、新商品開発を行う

場合などに情報を活用できる。 

さらには、小規模事業者の経営意識の向上が図られ、技術の向上、新たな事業分野の開
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拓、創業・第二創業（新事業展開）への支援等の小規模事業者の持続的発展に繋がるこ

とに期待ができる。 

 

【数値目標】 

方法手段等 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

統計情報調査回数 未実施 4 4 4 4 4 

統計情報調査結果提供事

業所数 
未実施 10 10 10 10 10 

バイヤーへのヒアリング

地域外需要動向調査回数 
未実施 1 1 1 1 1 

バイヤーへのヒアリング

地域外需要動向調査情報

提供事業所数 

未実施 10 10 10 10 10 

各種外部データ等を活用

した地域外需要動向調査

回数 

未実施 4 4 4 4 4 

各種外部データ等を活用

した地域外需要動向調査

情報提供事業所数 

未実施 10 10 10 10 10 

 

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】 

 

現状と課題 

今まで需要開拓支援としてセミナーや商談会等の開催案内等を行ってきたが、該当する

事業所がほとんどないため、一方的に情報を提供するだけになっている。 

また、販路拡大を求めている事業所がいても出展に対する財源不足や不安等の理由など

で商談会等の出展は厳しい状況である。 

 課題として、商品の強化支援、展示会等への積極的な出展支援を継続的に行っていく

必要がある。 

 

目 的 

小規模事業者の販路開拓事業として、地域における小規模事業者の新たな需要の開拓を

支援していくために、新たな市場の開拓や販路開拓に取組んでいく。地域イベントへの

出展や物産館等への出展等の機会を増やし、観光客への販路開拓と地域住民への商品認

知度向上を図っていく。また、全国商工会連合会や熊本県商工会連合会が実施するイベ

ントや事業での出展、ＰＲ活動等を行っていく。 

また、新聞・ＴＶ等のマスコミや商工会のホームページを活用した広報活動、「ＳＨＩ

ＦＴ」や「ニッポンセレクト．com」を使用した商品の紹介・販売等を小規模事業者に

寄り添って支援していく。併せて、支援対象事業者を中小企業庁の「ミラサポ」へ登録

し、商品を全国的規模で販路開拓できるように支援する。 
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支援対象：地域資源を活用して商品を開発する事業者 

      独自の商品を開発する事業者 

 

事業内容 

(1) 販路開拓支援（拡充） 

 

①熊本県商工会連合会が開催または参加する展示会・商談会等への観光（関連）産業分

野を中心とした小規模事業者の出展支援を行い、域外に対する認知度の向上とバイヤ

ーとのマッチング機会の提供により新たな販路開拓とともにニーズの把握やバイヤ

ー等との交渉力の向上を図る。なお、出展する小規模事業者とは出展前に陳列方法、

商品コンセプトの整理等を行い、他の商品との差別化を具体化する。 

 

② 都市圏で開催される各種展示会、商談会に南関町と連携し、観光（関連）産業分野

を中心とした小規模事業者の出展支援を行い、域外に対する認知度の向上とバイヤ

ーとのマッチング機会の提供により新たな販路開拓とともにニーズの把握やバイ

ヤー等との交渉力の向上を図る。また、出展に当たっては、小規模事業者とは出展

前に陳列方法、商品コンセプトの整理等を行い、他の商品との差別化を具体化する。 

 

③展示商談会等における陳列方法、チラシ作成方法、バイヤーとの交渉方法等について

は、熊本県商工会連合会等が実施する専門家派遣等を活用し、有効な陳列方法、チラ

シ作成方法等の出展支援を行うことで提供する商品等の魅力度を高める。また、交渉

スキルの向上を図り、商談会、展示会の成果を高める。 

 

④展示商談会等のフォローアップとして、バイヤーからの評価情報を収集してフィード

バックを行い商品等のブラッシュアップに繋げていく。 

 

期待できる効果 

上記の取組から各事業者の商圏拡大による売り上げ・利益の増加が期待できる。 

展示会、商談会に出展することで、各事業者の商品開発意欲の高揚と商談力の向上も図

られる。 

 

【数値目標】 

方法手段等 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

展示・商談会出展企業 未実施 5 5 5 5 5 

展示・商談会出展回数 未実施 2 2 2 2 2 

商談件数 未実施 5 5 5 5 5 

成約件数 未実施 2 2 3 3 3 

出展者支援回数 未実施 10 10 10 10 10 

フォローアップ回数 未実施 10 10 10 10 10 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域経済活性化事業 

 

これまでは、地域内のイベントにおける連携協力を中心に経済活性化の取組みを行って

きた。 

そこで今回は商工会が主体となって、地域が抱えている課題の掘り起こしと、その対策

について検討を行うことを目的とした「地域問題懇談会」を毎年 1 回開催する。構成

メンバーには、南関町、南関町議会の他、テーマに応じてＪＡ等の地域経済団体や地域

の各種団体等を招聘し、経営発達支援事業内容で実施した調査結果も踏まえながら協議

を行う。また、その検討結果を踏まえて各組織（南関町、南関町議会、ＪＡ等）が連携

し、地域経済活性化の取組みに繋げる。 

 

事業内容 

(１) 地域経済活性化に必要な「南関町ブランド」を明確にするために、南関町の協力 

を得ながら、県内の大学等と連携して、南関町ブランドを明確にするような販路開拓ツ

ールとして使えるデザイン（商談会等において活用する南関町の統一デザイン等）の作

成を目指す。 

 

(２)農業者の高齢化、後継者不足、そこでこの課題を解決するために、企業・農林業者・

町当局・ＪＡ・商工会等が連携してコミュニティービジネスの起業を目指す取り組み

を行う。創業後には、経営指導員等が主体となって経営・経理・金融など多面的に伴

走型の支援を行う。 

 

目 標 

コミュニティービジネスの起業により、新たに商工業者と農林産業者が連携する仕組み

を構築される。その効果は、地域の商工業・農業といった経済面の活性化にとどまらず、

農家の高齢化による耕作放棄地の拡大の懸念の抑制につながり、農山村景観の保全や、

新しい雇用の場の創出に繋がり、南関町全体の経済活性化に繋げることが出来る。 

なお、コミュニティービジネス創出により期待される効果は下記のとおりである。 

①農山村景観の保全による南関町のブランドとしてのイメージアップ 

②地域小規模事業者の安定した地域資源の確保 

③観光農園の開設による観光客の増加による賑わいの創出 

④新しい雇用創出によるＩターン・Ｕターン人口増加 

 

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り組み 

 

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に関すること 

 

県連や指導員協議会等が主催する研修会に参加することで資質向上に努めてきたが基礎

的知識の習得が多く、支援スキルに関する資質向上はなかなか実施することができなか



- 24 - 
 

った。また小さな商工会においては職員数も少ないことから様々な業務を抱えており、

他の職員の支援方法のチェックまでできないため職場内での OJT による資質向上はでき

なかった。今後は様々な支援スキルが求められることから、これまでどおり他団体が主

催する研修会に積極的に参加すると伴に、支援スキル向上のため広域連携体制にて下記

のとおり実施する。 

 

①金融機関等との連携及び情報交換 

日本政策金融公庫熊本支店が主催する「小規模事業者経営改善貸付連絡協議会」にお

いて参加商工会及び商工会議所と県内地域経済動向や金融情勢について情報交換を

行う。また年に 1回広域連携商工会の主催により日本政策金融公庫を招いて実施する

3商工会（南関・長洲・玉東）広域連携地区金融懇談会を実施して地区内の経済情勢

や金融情勢及び金融指導のノウハウについて意見交換を行う。 

 

②3商工会（南関・長洲・玉東）広域連携体制による情報交換 

3商工会（南関・長洲・玉東）広域連携事業において、新たに情報交換の場を設定し

て 3ヶ月に 1回定期報告会を実施する。その報告会の中で支援事例発表を行い小規模

事業者に対する需要の動向や支援ノウハウ、支援体制等について情報交換を行う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 小規模事業者の利益確保に資する支援ノウハウの習得を図り、習得したノウハウ及び

小規模事業者の分析結果等を組織内で共有する体制構築のため、次の事項を実施する。 

 

①支援手法等の共有 

巡回・窓口相談は、経営指導員と支援員等がペアとなるなど、小規模事業者の経営分

析結果等の共有とそれに基づく助言指導を行うことにより、経営発達支援事業の円滑な

推進を行う。支援員等は経営指導員の支援手法・助言内容、情報収集方法等を学び伴走

型支援能力の向上を図る。 

 

②支援内容のデータベース化 

巡回・窓口相談おける支援内容を経営カルテに入力し、データベース化する。商工会内

部においてはこれらの支援内容・ノウハウを共有し、職員全体の支援スキルを高める。 

 

③専門家の支援手法習得 

専門家派遣による支援を行う際は経営指導員等が同席し、高度専門的な財務分析や小規

模事業者の利益の確保に資するマーケティング手法、販路開拓支援等のスキルを習得す

る。 

 

④3商工会（南関・長洲・玉東）広域連携体制による資質向上研修会の実施 

3商工会（南関・長洲・玉東）広域連携体制において経営指導員・経営支援員等ごと

に部会を作り四半期ごとに部会研修会を実施する。専門家派遣等を通じて研修を実施

し、単に座学になるのではなくワークショップ形式においてディスカッションをしな
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がら支援スキル向上に努める。 

 

⑤チーム支援体制による OJTの実施 

単独商工会では職員は少ないが、広域連携商工会で実施することで職員の幅も広くな

り、経験年数の浅い職員とベテラン職員でチームを組み特定の小規模事業者をチーム

で支援することで、指導方法等を OJTにより学ぶことで支援能力の向上を図る。チー

ムで支援を実施した事業所においては四半期ごとに開催する定期報告会等において

支援方法や内容等の事例発表を行う。 

 

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 1回、「仮称：南関町経営発達支援計画検討委員会」で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、南関町商工担当課等の外部有識者と商工業者代表により、 

事業検討会を組織し、事業の実施状況、成果の評価・見直しの方針を決定する。 

特に次の事項の進捗については、最新の情報を保ちいつでも開示できるようにしてお

く。 

・地区内の小規模事業者に関する基礎的なデータを収集・整理データベースの整備状

況（事業者数、業種、規模、従業員数、売上げ等） 

・事業者支援件数（巡回訪問数、経営分析件数、事業計画策定数） 

・地域支援件数（地域経済動向調査件数、展示会、商談会の参加支援件数等） 

・施策利用数（持続化補助金、マル経融資等の申請・採択件数等） 

 

②事業の成果・評価・見直しの結果については、商工会理事会へ報告し、承認を受ける。 

 

③事業の成果・評価・見直しの結果を南関町商工会のホームページ及び広報誌「広域連

携たより」で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１０月現在） 

（１）組織体制 

  ○役 員 １８名 会長１名 副会長２名 理事１３名 監事２名 

  ○事務局  ４名 事務局長１名 経営指導員１名 経営支援員２名 

  ○部 会 青年部 女性部 商業部会 工業部会 

  ○委員会 TMOなんかん委員会 宅配サービス事業委員会 

 

  事業実施体制 

   事務局長１名 経営指導員１名 経営支援員２名 

 

 

          １名 

 

                  １名 経営改善事業 

 

 

 

                  ２名 経営支援業務 補助的業務 

 

    経営指導員が事業に対応し、経営支援員がサポートする。 

    事務局長は、各事業の進捗状況を確認・把握し的確な人員配置を行う。 

 

 

 

（２）連絡先 

  南関町商工会 

   〒861-0803 熊本県玉名郡南関町大字関町 1500-1 

    TEL 0968-53-0120 FAX 0968-53-0305 

    ホームページ http：//www.kumashoko.or.jp/nankan/ 

      E-mail nankan@lime.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

経営指導員 

経営支援員 
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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） 

 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 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

調査事業 

イベント事業 

会議開催費 

広報事業 

セミナー事業 

300 

200 

200 

200 

200 

300 

200 

200 

100 

200 

300 

200 

200 

100 

200 

300 

200 

200 

100 

200 

300 

200 

200 

100 

200 

（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 手数料等収入 国・県補助金 町補助金 事業受託費 

 

 

（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 

小規模事業者の経営、事業計画策定、販路開拓支援に関する専門家の情報提供及び派遣

依頼、販路開拓支援における商談会・展示会等の情報共有及び出展等の連携を行う。 

各組織が連携し、南関町ブランドの立ち上げと PRに取り組み、町内外に南関町の認知度

向上を図りながら販路開拓につなげることと各々の売上増加をみちびき、地域の活性化

を支援していく。 

連携者及びその役割 

①南関町 

住所：熊本県玉名郡南関町大字関町 1316 

代表：町長 佐藤安彦 

役割：販路開拓支援、地域活性化事業支援での連携 

 

②熊本県商工観光労働部商工振興金融課 

住所：熊本県熊本市中央区水前寺 6-18-1 

代表：熊本県知事 蒲島郁夫 

役割：経営革新・創業・事業承継、資金調達等県施策について連携して地域中小企業・

小規模事業者への周知徹底及び専門分野の指導員研修の開催 

 

③熊本県商工会連合会 

住所：熊本県熊本市中央区南熊本 5-1-1 

代表：会長 笠 愛一郎 

役割：専門家の情報提供や派遣、展示即売会等の情報提供や出展支援、経営指導員等の

資質の向上で連携 

 

④全国商工会連合会 

住所：東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 19階 

代表：会長 石澤義文 

役割：販路開拓支援につながる展示即売会等の情報提供や出展に向けた支援で連携 

 

⑤熊本県よろず支援拠点 

住所：熊本県上益城郡益城町田原 2081-10 

代表：コーディネーター 鹿子木 康 

役割：第二創業・経営革新・事業承継等高度専門的な経営課題に対する専門化派遣、 

セミナー情報及び支援ノウハウ共有を図るための情報交換 
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⑥日本政策金融公庫 熊本支店 

住所：熊本県熊本市中央区安政町 4－22 

代表：国民生活事業統括 山藤泰之 

役割：小規模事業者経営発達支援融資を含む資金調達支援及びセミナーへの職員派遣等 

 

⑦熊本県信用保証協会 

住所：熊本県熊本市中央区南熊本 4 丁目 1－ 1 

代表：会長 真崎伸一 

役割：熊本県創業者支援資金について申込み前の情報交換、融資後のフォローについて

当所と連携して支援 

 

⑧株式会社肥後銀行(南関支店) 

住所：熊本県熊本市中央区練兵町 1 番地(本店) 

代表：取締役頭取 甲斐隆博 

役割：県・市制度融資を活用した資金調達支援、セミナーへの講師派遣、創業等事業計

画作成について情報を共有するための勉強会の開催 

 

⑨株式会社熊本銀行(南関支店) 

住所：熊本県熊本市中央区水前寺 6-29-20(本店) 

代表：取締役頭取 竹下 英 

役割：県・市制度融資を活用した資金調達支援、セミナーへの講師派遣、創業等事業 計

画作成について情報を共有するための勉強会の開催 

 

⑩一般社団法人くまもと事業承継支援センター 

住所：熊本県熊本市中央区花畑町 1-7 ＭＹ熊本ビル８Ｆ(三藤法律事務所内) 

代表：理事長 三藤省三 

役割：高度、専門的課題に対する専門化の派遣、事業承継分野における経営指導員に対

する研修会の開催及経営指導員のサポート 

 

⑪玉名農業協同組合（南関総合支所) 

住所：熊本県玉名市六田 7-1 

代表：組合長 橋本明利 

役割：生産者の情報交換 

 

⑫（一社）南関ふるさと応援団 

住所：熊本県玉名郡南関町関町 419-1 

代表：理事長 山﨑清登 

役割：地元の特産品等を町外に PRするために連携して販路の拡大と地域の活性化につな

げる。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小

規

模

事
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者 

南

関

町
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工

会 

①南関町 
②熊本県商工観光労働部商工振興金融課 
③熊本県商工会連合会 
④全国商工会連合会 
⑤熊本県よろず支援拠点 
⑥日本政策金融公庫 熊本支店 
⑦熊本県信用保証協会 
⑧株式会社肥後銀行(南関支店) 
⑨株式会社熊本銀行(南関支店) 
⑩一般社団法人くまもと事業承継支援センター 
⑪玉名農業協同組合（南関総合支所) 
⑫南関ふるさと応援団 
 

・長洲町商工会 
 ・玉東町商工会 
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広域連携事業体制図 
 

 
（広域連携事業は 2班に分け各事業について企画立案を行い職員全員で事業を実施する。） 

 

 

・調査班…地域外需要動向調査に関すること 

・研修班…支援ノウハウ等の情報交換及び資質向上研修に関すること 
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