
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

熊本市植木町商工会 

（法人番号 ６３３０００５００３４７１） 

実施期間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日 

目  標 「外貨獲得産業経営支援」及び「地域生活支援産業経営支援」をテーマに掲げ、そのテーマの実現

に向けた具体策として以下の３点を目標として掲げ、５年間で１５０件のモデル事業者を育てる。 

具体的には、モデル事業者の付加価値（営業利益＋人件費＋減価償却費）の年間５％の向上を目

指す。 

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 

 (1)地区経済動向の情報収集の手段 

マクロ環境…景気動向、業界動向 ミクロ環境…小規模事業者実態調査、競合状況調査 

統計情報 

(2)地域内小規模事業者への実態調査の実施 

  小規模事業者の実態調査による現状把握（50事業所） 

(3)情報の提供・活用…地域経済動向の情報収集、小規模事業者実態調査の結果に 

ついて、専門家と共に情報の分析・整理を行い課題を抽出する。 

２ 経営状況の分析に関すること 

   小規模事業者の定量・定性分析を行い、経営分析を実施する。上記の地域動向調査の結 

果を織り交ぜ、業種毎の特性を踏まえた改善策を示す。 

３ 事業計画策定支援に関すること 

  地域経済動向の情報収集、小規模事業者の経営分析と融合させた実行可能な収支計画・ 

  売上計画などの事業計画策定を支援する。事業計画策定セミナー、創業セミナー、個別 

  相談会の開催 

４ 事業策定後の実施支援に関すること 

   四半期ごとのフォローアップ支援体制を整え伴走型の指導体制を強化する 

５ 需要動向調査に関すること 

   観光客に関する属性、動向、消費行動を明らかにするために観光客ニ―ズや観光客満足 

度調査を実施し、今後の販路開拓へ繫がる支援に活用する。 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   新商品開発支援、販路開拓支援による販売力向上支援 

Ⅱ 地域経済活性化に資する取組み 

１ 既存事業の改善…検証・評価し更なる賑わいの創出へ 

２ 新たに取組む事業…町内在住の人を地域資源として捉え、着地型観光開発への取組む  

Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力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 

連絡先 〒8610-0132 熊本県熊本市北区植木町植木４８６ 

(TEL)096-272-0236 （FAX）096-273-3243 

（HP）http：//ueki-shoko.jp  (e-mail) ksueki@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 地域の概要と現状 

１）概要 

当商工会が対象とする植木町は、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）のうち最も北側に位置する北区にあり、熊本市のベッドタウンとなっている。 

植木町の中心部は台地になっており、その台地を避ける形で町域の西側を JR鹿児島本線が通る。 

町中心部を九州の大動脈である国道３号が縦貫し、中心部付近には国道２０８号との合流点もある。 

町域の北西から東へ九州自動車道が通り、植木インターチェンジは、政令指定都市である熊本市の 

「北の玄関口」となっている。  

植木町の東部に隣接した合志市（人口 61,417人）は、県下でも人口増加地域（県下１位前年比 1.68％） 

であり、平成３１年春に売上高年間 100億円予想大型複合施設がオープン予定である。 

植木町の北部に隣接した山鹿市（人口53,184人）は、県内で一番古い歴史を持ち県下一の湧出量を誇る

温泉地である。江戸時代の参勤交代路の豊前街道沿いには、明治の芝居小屋「八千代座」（国指定重要文

化財）があり、また和紙だけで作られる「山鹿灯籠」は国指定伝統的工芸品として指定を受けるなど、多くの

史跡等を有している。 

植木町の西部に隣接した玉東町（人口 5,133 人）は、田原坂を挟んで西南の役で１７日間の激戦を繰り広

げられた地域であることから、植木町の観光開発では、玉東町と一体となって観光客誘致を繰り広げている。

なお、熊本市には商工支援団体として当商工会をはじめ、北部、託麻、天明、飽田、城南、河内、富合の８

つの商工会と熊本商工会議所が並存しており、その中にあって、北区に属する植木町・北部町２つの商工会

で「植木・北部広域連携」を形成し、熊本市北部の商工業者の支援を行っている。 
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熊本市託麻商工会 

熊本商工会議所 

熊本市城南商工会 

熊本市富合商工会 

熊本市天明商工会 

熊本市飽田商工会 

熊本市河内商工会 

熊本市北部商工会 
熊本市植木町商工会 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%933%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%93208%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E6%9C%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B8


－2－ 

 

２） 人口と推移 

人口の推移については、政令指定都市熊本市 5区の中で、交通の便が良い中央区、南区に住民の増加 

がみられるものの、主要幹線道路の整備が遅れている北区の人口は、次表のとおり年々減少傾向にあり、人

口減少幅も一番大きくなっている。中でも旧植木町の減少傾向は大きく地元消費の伸び悩みが危惧されて

いる。 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  北区 うち旧植木町 中央区 東区 西区 南区 熊本市全体 

平成２４年 145,489 30,491 185,840 189,603 93,161 124,585 734,361 

平成３０年 142,634 29,480 187,412 188,069 91,419 129,468 738,407 

３０/２４対比 98.0% 96.6% 100.8% 99.1% 98.1% 103.9% 100.5% 

資料：熊本市住民基本台帳（各年とも４月１日現在）より   

 

３）地域資源の現状 

（１）農産物資源 

１次産業として、県北で生産される米については、平成２４年産全国米の食味ランキングにおいて県産米３

品種（銘柄は、森のくまさん、ヒノヒカリ、くまさんの力）は最高評価の特Ａのランクを取得し、特に「森のくまさ

ん」は、最高得点で日本一になった。 

全国生産量日本一であるスイカは緻密な果肉と濃厚な甘さを特徴としており「植木スイカ」のブランド化に

成功している。 

また、熊本県伝統野菜にも認証されている植木の長茄子も市場の中で高い地位を占めており、上から下

まで同じ大きさで、どこで切っても使いやすく、アクのない、甘い果肉の柔らかな長茄子は、味、使い勝手、共

に好評を得ている。その他の野菜・果物等についても豊富に収穫することが出来る。 

それを象徴するのが、流通拠点である青果市場がＪＡの集荷場 2 ヶ所と町内に２業者（山田青果市場・植

木青果市場）が存在することである。 

問題点としては、１次生産品を利用した商品、加工品、地域特産品（お土産品）等が少ないことが挙げら

れ、それらの問題解決の一つとして、平成２５年より町内の飲食店が協力しあってＢ級グルメの「田原坂やき

そば街道」を実施しているが、飲食店店主の高齢化による廃業など、協力店が減ってしまい、あまり効果が出

ていない。（田原坂やきそばの定義 町内で取れた茄子と豚肉を材料の基本とし、個店毎に特色を出す） 
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（２）観光資源 

当地域の観光資源には、 

① 「小野の泉水」・・・世界三大美女の一人と言われている平安時代の女流歌人「小野小町」の生誕地にあ

る湧水池。 

② 「味取観音堂」・・・行乞流転の種田山頭火が堂守を務め放浪の旅の出発点となったお堂。 

③ 「田原坂・田原坂資料館」…西郷隆盛率いる薩摩軍と官軍との間で行われた西南戦争で最大の激戦地。 

④ 「植木温泉」・・・・一軒一軒が、少しずつ違うアルカリ性の自家源泉を持つ温泉地。「玉の肌」「美人の湯」

と呼ばれ、福岡市など県外客が大半である。（温泉旅館１５件） 

⑤ 「植木学校」・・・・熊本における自由民権運動のさきがけをなした学校。 

⑥ 「道の駅すいかの里植木」…熊本市の北の玄関口として、熊本市内の観光情報、またスイカをはじめとす

る地域の豊富な農産物ブランドの発信拠点にもなっている。 

※平成２８年１１月２１日オ―プン、平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

までの１年間延べ２２６，５５２人利用（一日平均約６２０人） 

⑦ ゆうかファミリーロード…熊本市中央区から山鹿市に至る一般県道（自転車道）で、正式には「熊本県道３

３０号熊本山鹿自転車道（サイクリングロード）」という。この道路には熊本と山鹿

を結ぶ意味を込めて「ゆうか（熊鹿）ファミリーロード」の愛称が付けられている。 

（路線延長３２.６㎞） 

主な観光施設入園者数（平成２８年熊本市観光統計）   単位：人 

入園者数 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年度 

田原坂資料館 30,164 25,522 26,744 55,441 

植木温泉 125,553 133,889 128,801 113,160 

 

 

 

 

 

 

 

明治 10年(1877年）の西南戦争で、最大の戦闘が繰り広げら

れた大激戦地「田原坂」 写真は民謡田原坂に出てくる美少

年像 

平安時代の絶世の美女、小野小町が産湯に使ったと言

い伝えられている小野泉水は、 小町伝説の他にホタル

の生息地としても親しまれている。 
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(３)交通インフラ資源 

①九州自動車道の植木インターは、福岡―鹿児島間のほぼ真ん中に位置し九州の物流拠点である鳥栖イ

ンターチェンジまで４０分程度で移動出来ることから、南九州の物流業界の拠点として発展を遂げつつある。 

②JR 九州鹿児島本線は、当商工会地区内に植木駅と田原坂駅の２つの駅があり、ＪＲ九州ウォークラリー

「西郷（せご）どん」ゆかりの西南戦争遺跡とふれあいの丘交流祭を訪ねて」の企画の出発駅になっている。 

③当町中央を縦断する国道３号線は、福岡県北九州市門司区から、福岡市を経て福岡県西部・熊本県西部

を縦貫し、熊本市を経て九州西岸部を南下し、鹿児島県鹿児島市へ至る一般国道である。 

 

交通インフラの利用状況（平成２７年熊本市観光統計などより） 

年度 Ｈ２５年 Ｈ２６年 Ｈ２７年 

高速道植木 IC年間利用台数（台） 3,968,268 3,831,580 3,750,667 

ＪＲ植木駅乗車人数(降車客含まず) ７０８人/日 H２８年 

田原坂駅乗車人数(降車客含まず) ２４人/日 H２６年 

国道 3号線の自動車通行量（台） 
２８，４６０台/日 H２７年 

（全国道路・街路交通情報調査） 

また、政令指定都市となり当商工会地区にも都市計画の網がかかり、国道３号線沿い周辺以外は市街化 

調整区域となり、土地確保が困難で事業所の出店や新規事業者の参入を拒んでいる。 

 

４）地域の小規模事業者の現状と課題 

 （１）小規模事業者数・業種割合 

商工業者の業種別内訳【定款会員になりうる事業所を含む（平成３０年４月１日現在）】 

商工業者

等合計

（者) 

計 建設業 製造業 卸小売業 小売業 飲食・宿泊業 サービス業 農林漁業 

1,036 208 95 55 228 202 245 ３ 

100% 19.7% 9.0% 5.2% 23.3% 21.6% 23.2% 0.2% 

 
小規模   

事業者数

(者) 

計 建設業 製造業 卸小売業 小売業 飲食店  宿泊業 サービス業 その他 

994 173 90 54 226 180 １２ 242 3 

100% 17.7% 9.2% 5.5% 23.1% 18.3% 1.22 24.7% 0.3% 

会員 500 99 51 25 123 88 12 100 2 

商工会加入率 ４８．２％ （商工業者数１，０３６者 商工会会員５００者）平成３０年３月末  

資料：全国商工会連合会 平成３０年度商工業実態調査より（熊本市植木町抜粋） 

 

（２）地域の産業構造 

①第１次産業 

熊本市北区の第１次産業の就業者人口は、５区の中で最も多く、植木地区で生産されるスイカ等の農産

品は全国的に高い知名度と競争力をもち、地域の重要な産業であるが、就業者の高齢化により就業人口と

作付面積は断続的に減少している。 

（スイカの作付面積：平成２７年度１，４９０ｈａで、前年比２０ｈａ（１％）減少：九州農政局統計部 統計調査

チームより） 

管内の農業規模等は、次表のとおり 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%80%E5%8F%B8%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%9B%BD%E9%81%93
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農産物販売金額規模別農家数（旧植木町） 平成 22年                          単位：戸 

 

経営耕地面積規模別、農区別農家数 （旧植木町）                             単位：戸 

面積 

規模 
0.3ha 0.3～0.5 0.5～1 1～1.5 1.5～２ 2～３ 3～５ ５～10 10～20 計 

農家数 12 157 394 330 207 174 55 19 1 1,349 

※資料：平成 22年農林業センサス 

第１次産業に関連する事業者が多いのが特徴であり、農業関係の生産高の低下と高齢化、後継者不足が

今最大の問題となっている。 

 

②第２次産業 

第２次産業のうち製造業については、生産設備、システム関係、バイオテクノロジー関係、食品関係などの

有力なリーディング企業となる地場企業と東証一部上場企業が存在する。 

【有力なリーディング企業】 

㈱平田機工         資本金２６億３３百万円、売上高（連結３８１億円、単体２８１億円）、 

従業員連結２，１８５名（うち正社員１，７７３名） 

単体１，３６０名（うち正社員１，０２１名）２０１８年３月現在 

リバテープ製薬㈱     資本金１億円、社員数２７０名  

リョ―ユーパン熊本工場 資本金１億３，５００万円（リョ―ユーパングループ）、年商４５５億４，３００万円、 

従業員３，８６０名（うち正社員１，３８１名）２０１７年１月現在 

    熊本市北区植木町の大半が、都市計画の調整区域のために工場の拡張や下請け企業等の進出が困 

    難となっており他の市町村への工場や事務所の流失が課題となっている。 

 

③第３次産業 

第３次産業は小売商店数と従事者数が熊本市５区の内３番目である。これまで商業集積である共同店舗 

の整備やまちづくり会社による中心市街地の再開発など、日常生活の利便性向上や地域の賑わいづくり等

を支援する小売・飲食・サービス業等の活性化を商工会としても支援を行っているが、最近では国道３号線の

ロードサイドへの大規模小売店舗の進出等により地元小規模事業者は苦戦を強いられている状況にある。 

 

④観光関連産業 

植木温泉観光旅館組合・・・・町北部にある熊本市唯一の宿泊可能な温泉地で１０の旅館で組織化。 

「道の駅すいかの里植木」・・・熊本市の北の玄関口として熊本市内の観光情報発信の拠点、並びに 

スイカをはじめとする地域の豊富な農産物ブランドの発信拠点。 

観光運輸業者・・・・・・観光バス（２社）、レンタカー（４社）、タクシー（４社） 

観光農園・・・・・・・・いちご・ぶどう・りんご・梨・柿・みかん狩り等の体験（３社） 

土産品加工販売・・・・・いきなり団子・栗団子など（５社）、長茄子・スイカ等の漬物（４社） 

熊本市への合併前は、旧植木町の観光協会が主体となり植木町をメインとした観光客誘致に力を入れ

てきたが、合併に伴い旧植木町観光協会が廃止となり、熊本城を中心とした市内中心部への観光客誘致

販売 

金額 

販売 

なし 

50万

未満 

50 

～ 

100 

100 

～ 

200 

200 

～ 

300 

300 

～ 

500 

500 

～ 

700 

700 

～ 

1,000 

1,000 

～ 

1,500 

1,500 

～ 

2,000 

2,000 

3,000 

3,000 

5,000 

5,000 

～ 

1億円 

1億 

～ 

3億円 

 

計 

農家数 236 1,106 896 758 420 512 460 509 516 245 188 76 23 6 5,951 
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に力をいれている熊本市観光協会が管轄することになったため、植木地区に重点を置いた誘致があまり

出来ていない。今後、熊本城を起点とした観光コースの見直しを行っていくことが課題である。 

  熊本城の入園者数（熊本市観光統計資料より抜粋）                         単位：人 

 H２９年 Ｈ２８年 Ｈ２７年 

熊本城 ２，０７２，９３６ １，４４４，１０１ １，７１５，６４２ 

   

⑤商工業者の業種構成及び産業別人口・生産額 

以下に植木町の商工業者の業種構成データ及び産業別就業人口・生産額を示す。当商工会内には小

規模事業者数が商工業者の割合は９２％と高い比率を示している。  

 

 

 

 

 

⑥第７次熊本市総合計画 （熊本市と熊本市北区の総合計画） 

１．熊本市としての振興計画 

資料：市町村民所得推計 

資料：国勢調査 
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熊本市においては、平成２７年度の第７次熊本市新総合計画（平成２８年から平成３５年）で経済の発展

と熊本の魅力の創造・発信を図ると計画された。 その中で、大きく３つにまとめられている。 

・地場産業の競争力の強化や地場産品の販路拡大、生産力の向上 

・後継者等の人材育成等を支援 

・社機能の熊本への移転を促進し、新たな活力を生み出す企業誘致を推進 

 

２．熊本市北区の行政の取組み 

植木町が位置する北区の中長期的なまちづくりビジョン 「めざす区の姿 ず～っと住みたい“わがまち

北区”」 における基本方針と目標は以下のとおり（アンダーラインが産業振興、地域経済活性化関連） 

・基本方針 １  健康と暮らしの安全・安心の向上 

・基本方針 ２  住みやすい住環境の整備 

・基本方針 ３  まちの賑わいと産業の振興 

【産業振興】 北区の重要産業である農業を振興するため、多様な担い手の育成・

確保・生産基盤の整備に取組むとともに、農商工連携、生産者と消費者の交流な

どの取組みを促進し、地場農産物の消費拡大を目指す。また、活力ある地域経済

を実現するために、地場企業や商工業の関係団体、地域等と連携した取組みを推

進するとともに、関係部署との連携を密にし、企業誘致による新たな雇用を目指す。 

【観光振興】 フードパル熊本、田原坂、植木温泉などの観光資源を活用し、観光

の振興に取組むとともに、人の交流の活性化、まちの賑わいの創出に努める。 

・基本方針 ４  地域資源の継承と活用 

北区には歴史的な文化遺産等が数多く点在しており、これらの歴史的文化遺産や史

実等を大切に受け継ぎ、それを学び・親しむことで、様々なまちづくりにつないでいく。 

また、北区には「やすらぎと潤いを与える水や緑豊かな自然や農地」が数多く残っており、

この貴重な自然を改めて確認し、次世代へ引き継いでいけるように一人ひとりの環境保全意

識の高揚を図りながら地域一体となった保全活動に取組むとともに、市民の憩いの場や環境

教育の場として、さらに地域の絆や人のつながりを築く場として適切な活用を進める。 

・基本方針 ５ 住民自治と協働の推進 

 

５）商工会のこれまでの取り組み 

（１）商工会の現状 

 
計 建設業 製造業 卸小売業 小売業 飲食店  宿泊業 サービス業 その他 

会員数 500 99 51 25 123 88 12 100 2 

会員構成比（％） 100 19.8 10.2 5.0 24.6 17.6 2.4 20 0.4 

資料：平成３０年度熊本市植木町商工会通常総会資料より抜粋（平成３０年３月３１日現在） 

 

 

 

 

商工会員数推移（過去５年間） 

年 度 Ｈ２５年度末 Ｈ２６年度末 Ｈ２７年度末 Ｈ２８年度末 Ｈ２９年度末 
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商工業者数 １，０４８人 １，０５３人 １，０５５人 １，０５８人 １，０３６人 

会員数 ５０８人 ５０６人 ４９７人 ４９７人 ５００人 

組織率 ４８．５％ ４８．１％ ４７．１人 ４６．９％ ４８．２% 

熊本市植木町商工会通常総会資料より抜粋 

 

（２）経営改善普及事業の内容 

小規模事業者を対象に金融、税務、経営、労働、取引、創業など多岐にわたり様々な支援を行ってきた。 

近年の補助金等の採択実績は以下のとおり 

①小規模事業者持続化補助金： 採択小規模事業者数 ４年間合計 ６０件申請 

（４５件採択：採択率６１．５％） 

平成２６年度   ２件 

平成２７年度  １４件（補正１次：３件、補正２次：７件、追加：４件） 

平成２８年度  ２６件（一 般 型：６件、熊本地震型予備費１次：５件、２次：１件、 

２次補正１次締切分：７件、２次締切分：５件、一般型：２件） 

      平成２９年度   ９件（一般型：５件） 

   平成３０年度   ５件（一般型） 

②経営革新申請 平成２７年度 １件採択 

 

（３）当商工会における主な地域活性化支援 

① 植木町観光産業戦略事業（平成１８、１９、２０年度） 

特産品開発・地域資源開発・おもてなし・サイン計画等に関する資源調査/実現化 他。 

平成１８年２月に「史跡 田原坂さくら、つつじ」のぼり旗で、『史跡 田原坂』をＰＲし、さらには旧植木町

のシンボルとして「たばる君」、「コマチ姫」（小野泉水公園は、小野小町が産湯として使った水であると言

われている）のキャラクターシールを作成した。 

また、西南の役１３０周年記念事業として『西南の役田原坂において、官軍・薩軍の陣中食を現代に再

現！』と銘打って、和食の達人「道場六三郎先生」をお招きし、地域おこしの熱き想いを多くの人に伝えた。 

この他、平成１８年度より商工会に「植木町観光産業戦略会議」を設置し、その中に、地域資源開発隊、 

特産開発隊、おもてなし隊の３つの専門部会を編成し観光振興と文化遺産である「田原坂」のＰＲに務めた。 

なお、毎年、「６月１０日の商工会の日」事業として、田原坂公園一帯の草取り・清掃作業を平成１９年度

から引き続き実施している。 

② 中心市街地活性化ＴＭＯ事業（平成１２年～平成２８年） 

植木まちづくり株式会社（事務局は商工会内）にて運営 

 

（４）広域商工会連携事業 

熊本市にある商工支援団体のうち北部に位置する熊本市植木町商工会、熊本市北部商工会の２つの商

会は、平成２３年７月１日に地域内の小規模事業者へより高度な経営支援と経営指導員・経営支援員等の

意識と資質の向上を図るために「植木・北部商工会広域連携」をスタートした。 

 

 

【職員の資質向上研修等これまでに実施した主な事業】 

労働保険関係事務の効率化 
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消費税転嫁講習会 

日本政策金融公庫国民生活事業並びに熊本県信用保証協会との金融懇談会及び金融審査会研修会 

事務局長、経営指導員事務局会議開催（随時） 

消費税軽減税率講習会 

「課題解決」経営セミナー 

北部・植木町商工会広域連携記念観光物産フェアの開催 

 

６）小規模事業者支援の中長期的な振興のあり方 

当地区の産業・小規模事業者等の強み・弱み等から今後の課題の整理及び産業振興などの目標の検

討を行った。 

 

                      インフラ整備 

                      産業振興施策等 

経営環境の状況 

 

 

地域特性       

産業特性・産業構造等 

地域の企業経営及び地域経営の状況 

機 会 

・まち中心地の区画整理事業も最終段階に入り、中

心市街地が整備された綺麗なまちへと変貌 

・町内を通る九州自動車に新たに熊本北スマートイ

ンターチェンジが供用開始（30年予定） 

・NHK 大河ドラマ「西郷どん」放映による西南戦争の

激戦地「田原坂」がクローズアップ 

・来年の大河ドラマ「いだてん」で熊本県近隣の和水

町、玉名市が舞台となることで、観光の誘致が可

能となる 

強み 

・農業が盛んで果実・野菜等の豊富な農産物が生産

され、青果市場が町内に 2 ヶ所、ＪＡの集荷場が２ヶ

所ある 

・町内外からの一定の集客力を有する植木温泉及び

戦跡田原坂等の観光資源 

・東証 1部上場の地元企業と関連企業の存在 

・国道 3号線が町中心を縦断し交通渋滞が問題であ

ったが、熊本西環状線・熊本北バイパス道路の開

通による混雑解消化 

・九州自動車道植木インターチェンジがまちの中心

地に位置し、南九州の物流拠点である 

・道の駅「すいかの里うえき」が出来、植木町のアンテ

ナショップとしての位置付けが可能となった 

・「植木・北部商工会広域連携」の組織の存在と広域

連携事業の展開 

・「生鮮食品」「一般食品」の地元購買率が８割前後と

高く、生活必需品も概ね町内で購入しており、日用

雑貨品の地元購買率が７１％とかなり高い 

強みを活かし弱みを克服する地域産業・企業振興の

課題及び地域産業・企業振興の課題解決の方法 

 

「地域生活支援産業経営支援」 

定住推進のための地域生活支援企業の経営力強化 

・リーディングモデル企業の育成支援による経営力・

企業力のボトムアップ 

・農商工連携・６次化産業化等、差別化が図れる地

域特産品の付加価値化モデル事業の展開による関

連企業の育成 

・地域の消費力把握による地域生活支援企業の商

品力・販売力の機能的強化・地産地消のビジネスモ

デルの再構築 

・経営動向・需要動向に沿った地域生活支援企業の

戦略的経営展開のための経営計画策定及び計画

推進 

・商工会広域連携を核とした行政、ＪＡ等の地域内連

携と熊本市以外の商工会等との地域外連携 
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弱み 

・政令指定都市で市街化調整区域内に指定され集

落内開発が困難 

・国道３号線沿線も政令指定都市になり市街化調整

区域内に指定され事業開発が困難 

・計画的・戦略的支援の不足 

・地域内観光ルートの整備不足及び周辺市町との連

携・協力不足による広域観光ルートの整備不足 

・宿泊施設（植木温泉組合）との連携不足 

・ＪＡをはじめとした農業との連携不足 

「外貨獲得産業経営支援」 

観光資源を活かし、産業連携・地域連携による着地

型体験観光事業の展開 

・温泉旅館業やタクシー業等を核とした連携による観

光産業の面的ビジネスモデルの構築及び市行政の

植木まちづくりセンターとの連携 

・地元茄子と地元畜産農家からの豚肉を使ったＢ級

グルメ「田原坂焼そば」の町内飲食店の拡大展開 

・地域観光資源を活用した農商工連携・６次産業化

等業種連携による土産品等の商品開発推進 

・サイクリングロードなど地域観光資源のブラッシュア

ップと多面的活用による回遊コース等観光商品の

開発及び情報発信 

 

７）熊本市植木町商工会の経営発達支援事業の取組み 

（１）中長期的な振興のあり方 

以上の現状と課題を踏まえ当会における今後１０年先を見越した振興のあり方 

①「地域生活支援産業経営支援」：定住推進のための地域生活支援企業の経営力強化 

・リーディングモデル企業の育成支援による経営力・企業力のボトムアップ 

・農商工連携・６次化産業化等、差別化が図れる地域特産品の付加価値化モデル事業の展開による関連企

業の育成 

・地域の消費力把握による地域生活支援企業の商品力・販売力の機能的強化・地産地消のビジネスモデル

の再構築 

・経営動向・需要動向に沿った地域生活支援企業の戦略的経営展開のための経営計画策定及び計画推進 

・商工会広域連携を核とした行政、ＪＡ等の地域内連携と熊本市以外の商工会等との地域外連携 

②「外貨獲得産業経営支援」:観光資源を活かし、産業連携・地域連携による着地型体験観光事業の展開 

・温泉旅館業やタクシー業等を核とした連携による観光産業の面的ビジネスモデルの構築及び市行政の植

木まちづくりセンターとの連携 

・地元茄子と地元畜産農家からの豚肉を使ったＢ級グルメ「田原坂焼そば」の町内飲食店の拡大展開 

・地域観光資源を活用した農商工連携・６次産業化等業種連携による土産品等の商品開発推進 

・サイクリングロードなど地域観光資源のブラッシュアップと多面的活用による回遊コース等観光商品の開発

及び情報発信 

 

（２）本計画の目標 

「外貨獲得産業」及び「地域生活支援産業」関連等の事業者を中心に事業計画作成に取組んだ事業者の 

「付加価値（営業利益+人件費+減価償却）の年間５％の向上」を５年間で１００事業者を達成する。 

中長期的な視野に立った植木町管内の小規模事業者の振興のあり方として「外貨獲得産業経営支援」及 

び「地域生活支援産業経営支援」をテーマに、その実現に向けた具体策として以下の４項目を目標として掲

げ、５年間で１００件のモデル事業者を育てる。 

 この５年間の目標達成へ向けて下記の取組みを強化して行く 

①伴走型により個別支援強化による小規模事業者の経営力を図ることを目標とする。 
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②これまでの創業支援に加えて、熊本市の「創業支援事業」の特定創業支援事業に参画し、他の支援機関

との連携で、関連情報の提供や創業しやすい環境づくりを図ることを目標とする。 

③農商工連携・６次化産業、差別化が図れる地域特産品の付加価値化モデル事業の展開等により地域の

食品製造業、飲食業、小売業等の商品力・販売力及び経営力向上を図ることを図ることを目標とする。 

④地域の観光資源を活かした特産品や回遊ルート等の観光商品の創出により、管内の入れ込み客数を５か

年間で１０％の増加を目指す。 

（３）目標達成へ向けた取組み方針 

「地域資源を活かした着地型体験観光関連産業振興及び関連企業の経営力強化」支援 

①町外からの外貨獲得のため植木温泉の宿泊者や田原坂資料館利用客等に対し、町内への滞在時間を

確保するため、旅館業、交通運輸業及び地域資源を活用した農商工連携・６次産業化の取り組みで

物品加工販売や飲食等のサービスを提供する事業者の経営を支援する。 

②農産物の加工販売や収穫体験事業を展開する農産物加工事業者や観光農園事業者への自社経営計

画の策定や計画に基づく観光物産・回遊コース等の観光商品などの商品開発や需要開拓を推進する。 

③小規模事業者の事業内容（専門知識やプロならではのコツなど）や業界の仕組み等、消費者に対し

生産・加工等の体験型の見学会、説明会等の実施による、生産者の顔が見え消費者との距離を縮め

る体験メニューやそれらの回遊コース等の観光商品の開発及び販促活動を推進する。  

④大河ドラマ「西郷どん」・「いだてん」効果を狙って、西南戦争関連施設の観光ツアーを町内の旅行代

理店や温泉旅館、飲食店、土産品店、タクシー業者（町内 1 社、営業所２社）と企画を組み、町内の滞在

時間の長期化や地域での観光消費の増加を目指す。 

⑤地域生活支援産業経営支援 

定住推進のための地域生活支援企業の経営力強化  

町内の生活者に対し、居住の利便性や快適性等を提供する衣食住の生活関連商品の加工販売や飲

食等のサービスを提供する事業者の経営を支援する。 

北区のスローガンである「ず～っと住みたい わがまち北区」をソフト面でサポートして行くために、行政

を始めとする市内の諸団体、金融機関、他の支援機関等と連携を図り、定住推進のための便利で快適な

衣食住を提供する地域生活支援企業の経営力を強化する。 

⑥コミュニティ・ビジネスの展開 

地域のコミュニティ―センターを核とし塾に通えない子供達への補習並びに職人技や住民の特技を活   

かした体験学習など、各自治体や教育関係者等と連携し学びの場を提供する「植木寺子屋」事業を実施

することにより定住推進のソフト部分の一部を担い、地域経済活性化の一翼を担うコミニティビジネスの展

開を図る。 

⑦経営力の強化支援 

経済動向調査・需要動向調査等により外部環境を把握することで、小規模事業者の経営課題と支援   

ニ―ズを明確化にし、リーディングモデル企業の育成支援、地場企業の経営力強化等による雇用の創出   

を目指し、商工会全職員による窓口・巡回支援や専門家派遣の活用による伴走型支援を行い小規模事

業者の経営力の強化を支援する。 

創業予定者を対象にした創業支援や既存事業者に対する経営革新支援などにおいても、経営分析に

基づく経営計画作成やフォローアップなどの個別支援を通じて、外部環境の変化に強く、安定した成長が

できるよう小規模事業者の経営機能など経営力の強化を支援する。 
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⑧商品力の強化支援 

需要動向調査等により高付加価値商品の開発や既存商品の高付加価値化などを検討し、小規模事業者

の商品力の強化を支援する。 

農商工連携・６次産業化による商品開発・加工の効率的分業化・専門化の取組みなど小規模事業者の商

品力の強化を支援する。 

⑧販売力強化支援 

需要動向調査等による商品開発並びに展示会・商談会など、需要開拓・販路開拓・販売促進に取組む小

規模事業者の販売力強化を支援する。 

⑨事業承継支援強化 

事業承継については、企業運営の多くの部分を経営者の経営能力、意欲に依存する中小企業・小規

模事業者にとって、経営者の高齢化と後継者難は業績悪化や廃業に直結する問題である。 

このようなことから、中小企業・小規模事業者が有する技術やノウハウ等の貴重な経営資源を喪失さ

せないためにも、後継者の確保はもちろん、円滑な事業承継に向けて後継者の養成や資産・負債の引

継ぎ等中長期にわたる準備に早期から計画的に取り組めるよう、事業継承を支援し、専門機関につな

いでいく。 

⑩金融機関や他の支援機関などとの連携 

管内の金融機関や他の支援団体との連携強化を図り、情報の共有化を図りながら事業承継や創業などの

事業者支援を行っていく。 

⑪地域経済活性化のための情報発信 

上記①から⑥の目標達成を図るため、ホームページ・SNS などの情報ツールやパンフレット・チラシなどの

紙媒体ツール、熊本市北の玄関口である道の駅「すいかの里植木」など多様な手段を通じて、観光客や地

域消費者のニーズに応じた情報や事業者の取組み、物産、イベント等の情報を正確に分かりやすくタイムリ

ーに地域内外へ発信することで、交流人口の拡大及び地域コミュニティの活性化などによる需要開拓・販路

拡大を図る。 

⑫支援力強化 

経営発達支援事業推進の主体である商工会内部体制・組織の整備や外部関係団体等との連携強化によ

り管内の小規模事業者に対する経営力支援をより強固なものにするとともに、商工会職員の資質向上を図

り、支援の実効性を向上させる。 

支援事業の目標に対する成果のＰＤＣＡに基づく客観的な評価・修正に関する仕組みづくり及び仕組み

の確実な運用を行う。 
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Ⅰ  経営発達支援事業の内容 

 

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  

 １ 地域経済動向調査に関すること 

【現状と課題】 

これまでは巡回・窓口相談時に、ヒアリングを通じて小規模事業者の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時の通知・活用するに留まっ

ていた。また、経済動向調査結果については、一部の小規模事業者に対して指導時通知を行う程

度であり、 有効に活用することが出来ていなかった。 

【目 標】 

今回からは、地域内の経済動向調査を小規模事業者に向け経営実態調査を実施し、その調査結

果と外部有識者・専門家と連携しながら各種経済データとの照合・分析を行い、それらを基に事業者

の課題・問題点の把握、解決策の提案等の支援を行うことにより経営力を向上させ持続的発展を推

進する。 

【事業内容】 

（１）地域経済動向の情報収集の手段 

①調査分析の項目・内容 

地域経済動向に関連するマクロ環境と地域内のミクロ環境における以下の項目について経済動

向の情報収集分析を実施する。 

マクロ環境 ミクロ環境 

・トレンドウォッチ 

（県・金融機関の経済動向調査） 

・景気動向・業界動向 

・マーケット評価 

（市場規模・成長度・地性・消費購買力）など 

・地元小規模事業者実態調査 

・農業生産高・販売高 

・すいかの里植木道の駅の来客数 

・幹線道路交通量（国道・県道） 

・競合状況調査（地域間・業種間）など 

 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 
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②統計情報  

情報区分 全国 熊本県 熊本市 

１）人口動態等地域社

会に関する情報 

地域経済分析システム：RESAS 

 統計年報 

交通センサス 

市の統計情報 

商業統計調査 

２）景気動向に関する

情報 

経済センサス、商業統計  

国の経済動向調査 

業種別景況調査 

民間機関の経済レポート 

県の経済動向調査 

（地方経済総合研究

所・熊本日日新聞社） 

商工会景況調査 

３）情報区分 業界・市場調査 

農業センサス 

交流人口調査 農林業センサス 

ＪＡ統計 

 熊本市 

４）消費動向・重要に関

する情報 

 

 

家計調査燃費 統計年報  

消費動向調査、 

需要動向情報 

消費者購買動向調査  

観光動向調査 観光統計 観光動向調査 

現在のトレンド情報 

新商品情報 

 消費者アンケート 

５）企業経営全般の統

計情報 

中小企業の経営等に

関する調査 

統計年報 事業所・企業統計調

査 

③成果の活用方法 

マクロ環境の経済動向については、経済要覧・商業統計などのデータ資料をマーケッティング強

化ソフト（日本統計センター）やインターネットを活用して、収集・調査・分析を行う。 

地域内のミクロ環境の経済動向については、県内の金融機関等の経済動向調査報告を活用し

て収集・調査・分析を行う。 

定期的に発行される上記の調査誌、レポート報告書、上記統計情報の活用により「現在の業況・

懸念される事項・今後の見通し」について情報を収集し業務別景気動向を調査する。 

調査の実施にて得られた情報を重点支援業種ごとに、外部有識者・専門家と共に分析・課題の

抽出・整理を行う。 

④実施者 

熊本市植木町商工会（経営指導員・経営支援員）・外部有識者・調査機関 

 

（２）地域内小規模事業者への実態調査の実施 

①調査分析の項目・内容 

熊本市植木町の小規模事業者を対象とし売上・受注・仕入れ・利益、設備投資、資金調達、雇用 

状況について調査を行う。 
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②調査対象 

下記に示す重点支援業種の地域内小規模事業者数９８０事業所の５％にあたる約５０社を対象と 

して実施する。 

・卸・商業・サービス業（７１４業者の内３６事業所）・建設業（１７３業者の内９事業所） 

・製造業（９０業者の内５事業所） 

③実施手段 

調査票を作成し経営指導員・経営支援員の巡回訪問時にヒアリングにて実施し、調査の実施にて 

得られた情報を重点支援業種ごとに、外部有識者・専門家と共に分析・課題の抽出・整理を行う。 

④実施者 

熊本市植木町商工会（経営指導員・経営支援員） 

 

（３）情報の提供・活用 

①成果の活用 

上述の（１）地域経済動向の情報収集（２）地域小規模事業者への実態調査の実施にて得られた

情報は、実態調査を実施した事業所へ報告書を配付するとともに、商工会のホームページにて小

規模事業者に公開する。 

さらに経営分析・需要動向調査及び事業計画の策定に活用する。 

②実施者 

熊本市植木町商工会（経営指導員・経営支援員）・外部有識者・専門家 

【目標】 経済動向調査については、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 

地域経済動向情報収集 未実施 １ １ １ １ １ 

小規模事業者実態調査 

（事業所数） 
未実施 ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

情報の分析整理 未実施 １ １ １ １ １ 

地域経済動向の報告 未実施 １ １ １ １ １ 

 

２ 経営状況の分析に関すること 

【現状と課題】 

これまで、小規模事業者への経営分析については、税務申告支援時や融資が必要な新たな取組

み時のみで、財務諸表を使った経営指標が中心となった経営分析・説明のみであった。 

当商工会では、記帳指導業務をおこなっているが確定申告時期に受託事業者の帳票の出力が集

中して、収支の説明が中心となり、資金繰り表や財務分析が後回しとなっている。 

【方針】 

今回からは、経営分析に需要動向調査及び地域経済動向調査の結果を織り交ぜるとともに、観光

関連業及び地域生活支援関連業の商業、旅館等のサービス業、運送業、飲食業、製造業、建設業 
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等、小規模事業者の業種ごとの特性を踏まえた改善策を具体的でわかりやすく経営指導員・支援員

の巡回・窓口相談等で示すことで事業者の持続的発展を支援する。 

個人事業主向けの記帳指導、確定申告時の決算指導の際に、決算は単なる集計ではなく財務分

析など経営方針決定に必要な事項であること、また経営環境に対応するためには、事業計画の策定

が必要性であることを説明し、小規模事業者の事業計画取組みの掘り起こしを行う。 

【事業内容】 

（１）経営分析項目 

次表の定量分析（財務分析等）と定性分析（SWOT 分析、競合分析等） に分けた項目等につい

て、小規模事業者の経営分析を実施する。製造業、建設業については、製造原価計算分析や生産

性分析を追加して実施する。 

定量分析 定性分析 

・支払能力：「流動比率」 

・資金力・財務体質：「自己資本比率」 

・経営効率性「総資本回転率」 

・収益性：「売上高総利益率」「売上高営業利益率」 

・「売上高営業利益率」 

・採算性：「損益分岐点」など 

・労働生産性：「労働分配率」 

・生産性分析 

（主に製造業・建設業の製造原価計算等） 

・SWOT 分析：経営資源・経営機能等の内部

環境や機会、脅威等外部環境分析 

・ポジショニング分析 得意分野を探す 

・競合分析 他社との差別化を図る 

・PEST分析 社会の変化に対応 

 

 

(２)経営分析対象 

観光関連業及び地域生活支援関連業の商業、旅館等のサービス業、運送業、製造業、建設

業の小規模事業者。特に、現在行っている記帳サービスサポート２０事業所、確定申告指導

８１事業者や金融斡旋・補助金申請・セミナー受講者を対象とする。 

 

(３)実施手段 

経営支援員による数値入力・指数分析後、経営指導員同席のもと小規模事業者の聴き取り

において SWOT分析等により強み弱みを抽出し、ローカルベンチマーク手法等による経営分析

の結果を事業計画策定に活かし、具体的な改善策を作成し提案する。 

 

(４)成果の活用 

経営分析を行った事業所に対しては、巡回指導、窓口指導を通してフィードバックを行い、経営分

析の結果を事業計画策定に活かし、具体的な改善策を作成し提案する。 

 

 

(５)実施者 
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熊本市植木町商工会（経営指導員・経営支援員）、専門家、外部有識者 

(６)情報の提供 

巡回訪問及び本会相談室にて専門家を交えて説明・提案する。 

  【目標】 

経営分析について、次表を目標とする。 

経営分析支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

定量（財務）定性（SWOT）

分析（事業所数） 
未実施 ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ 

セミナー開催数 未実施 2 2 2 2 2 

セミナー受講者数 未実施 ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ 

専門家個別相談 未実施 2 2 2 2 2 

 

３ 事業計画策定支援に関すること 

【現状と課題】 

これまで、小規模事業者への事業計画策定については、融資申込時や補助金・助成金申請時に

職員主導で作成したものが多く、事業主との意思疎通が図られず実行可能性が低い計画書であると

いう課題があった。 

【方針】 

今回からは、地域の経済動向・需要動向調査を行い、小規模事業者の経営状況の分析と融合さ

せた実現可能な事業計画を、外部有識者や各種支援機関の協力を仰ぎながら作成する。 

策定する事業計画書の期間を短期・中期間とし顧客ニーズの把握・マーケッティング、販路開拓、

設備投資・更新、事業継承を支援し、将来に向けた小規模事業者の持続的発展な経営方針を示す

とともに取組みの進捗状況や成果が確認できるスケジュールの設定などのアクションプランとしての

事業計画の策定を個社ごとに伴走型の支援を行う。 

【事業内容】 

（１）事業項目 

地域の経済動向調査・需要動向調査及び小規模事業者の経営状況の分析に基づき、実行可能

な収支計画・売上計画・資金計画などの事業計画を短期・中期間で作成する。 

（２）事業対象者 

熊本市植木町商工会管内の観光関連業及び地域生活支援関連業の商業・旅館等のサービス

業、運送業、製造業。建設業等の経営分析を行った小規模事業者。 

（３）実施手段 

①個別相談会の開催…小規模事業者の中には、一堂に集めた講習会等の参加が少ないために専

門家を招聘し、専門家と同行し事業計画策定を目指し小規模事業者の掘り

起こしを行う。 

②創業セミナーの開催…創業予定者を対象にした創業セミナーの開催（女性、高齢者、コミュニティ
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ビジネス、農業者を対象にした六次化）により、創業者の掘り起こしを行う。 

 

③個別創業塾の開催…創業セミナー開催により掘り起こされた創業を目指す事業者を対象として個

別創業塾を開催し、創業計画書の完成を目指す。  

  

（４）実施者 

熊本市植木町商工会（経営指導員・経営支援員）、専門家、外部有識者 

【目標】 

事業計画策定支援について、次表の事業者数を目標とする。 

事業計画策定支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

個別相談会の開催（回） 未実施 年 5回 年 5回 年 5回 年 5回 年 5回 

参加事業者数  30 30 30 30 30 

創業セミナーの開催（回） 未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

参加事業者数  ６ ６ ６ ６ ６ 

個別創業塾の開催（回） 未実施 １ １ １ １ １ 

参加事業者数  ３ ３ ３ ３ ３ 

 

事業計画策定事業者数 未実施 20 20 20 20 20 

 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

【現状と課題】 

これまで、事業計画策定後のフォローアップについては、不定期に必要な都度で行うなど計画的に

実施できなかった。 

事業計画策定後のフォローアップを計画的に実施するための事前計画が課題となる。 

【方針】 

今回からは、四半期毎に巡回訪問により策定した事業計画を着実に実行するためのフォローアップ

体制を整え伴走型の指導体制を強化する。 

また、個別創業塾を受講された創業支援対象者及び創業後 5 年未満の創業者を対象に、フォロー

アップ支援事業を強化する。 

【事業内容】 

（１）事業項目 

事業計画を策定した事業者の実施支援のために、四半期毎に事業計画進捗状況の確認を行うとと

もに地域の経済動向に関する情報や、需要動向に関する情報を提供し、策定した事業計画の売上・

利益など数値計画の実績との差異や需要開拓や資金調達計画など取組みの進捗状況の確認及び

販売管理・顧客管理・労務管理などの経営管理力アップ支援を行いフォロ―体制を整備する。 

創業者については、創業計画の進捗状況の把握、ブラッシュアップ、創業に必要な税務・労務・諸
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手続きのアドバイス、経営改善等、進捗状況に併せて見直しなど伴走型の指導助言を行う。 

（２）事業対象者 

事業計画を策定した小規模事業者及び個別創業塾を受講された創業支援対象者及び創業５年未

満の創業者 

 

（３）実施手段 

①巡回訪問・窓口相談・・・事業計画策定後 1 年間は四半期ごとに巡回訪問・窓口相談を行い進

捗状況の確認を行うとともに、策定した経営目標の達成のために必要な指導・助言を行う。 

②専門家派遣・・・熊本県商工会連合会・ミラサポの専門家派遣事業を活用し、専門家の協力のも

と計画達成に向けた支援を実施する。 

③認定支援機関との連携・・・事業計画策定後に、国・熊本県・熊本市、熊本県商工会連会・ミラサ

ポ、よろず支援センターなどの補助事業・支援策等を商工会の広報誌、巡回指導時、当商工会

のホームページを活用して積極的に周知し活用を促す。 

④支援頻度・・・年目は１事業所につき四半期ごとのフォローアップ支援を行うが、３年目からは計

画の進捗状況に応じて、半年に１回、４年目から１年に１回のフォローアップ支援に切り替えていく。 

【目標】 

事業計画策定の支援について、次表を目標とする。 

         事業策定進捗状況                 単位：回 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

進捗状況 

確認（回数） 
０ ８０ １６０ ２００ ２２０ ２２０ 

 （内訳） 

事業計画策定 事業者数 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ５年計 

３１年度策定 ２０ ８０ ８０ ４０ ２０  ２２０ 

３２年度策定 ２０  ８０ ８０ ４０ ２０ ２２０ 

３３年度策定 ２０   ８０ ８０ ４０ ２００ 

３４年度策定 ２０    ８０ ８０ １６０ 

３５年度策定 ２０     ８０ ８０ 

年度計 延べ 100 ８０ １６０ ２００ ２２０ ２２０ ８８０ 

※事業計画策定事業所    １年目～２年目２０事業者×四半期に１回 

※フォローアップ支援回数   ３年目から半年に１回、４年目から年１回 
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５ 需要動向調査に関すること 

【現状と課題】 

「観光関連」需要動向の情報については、以前は、植木町観光協会が実施したデータが存在した

が、熊本市合併後に観光協会がなくなり、需要調査が行われていない状況にある。 

「消費者関連」の需要動向調査等は、地域生活者の衣食住や生活サービス等の需要動向の情報

は行ってこなかった。 

小規模事業者の経営力向上を支援するためには、改めて観光客や地元生活者の需要動向調査

により、ターゲットとなる顧客のニーズ等の需要動向を把握する必要がある。 

 

【方針】 

・「観光関連」需要動向の情報については、今回からは、植木温泉旅館組合による宿泊者や田原坂

資料館の入館者、道の駅すいかの里植木の利用者に対しアンケート調査・満足度調査と分析を

行い、植木温泉旅館組合、観光関連産業の小規模事業者への経営計画作成や需要開拓、新商

品開発等の経営支援に活かす。 

・「消費者関連」需要動向の情報については、今回からは、地元消費者に対しアンケート調査・満足

度調査と分析を行い、地域生活を支援する衣食住や生活サービスを提供する小規模事業者への

経営計画作成や需要開拓、新商品開発等の経営支援に活かす。 

・九州の外国人入込数及び宿泊数共に、熊本地震後の２ヵ年に比べ大幅な回復・増加が見られ、 

地震によって知名度が向上し、期間経過と共に観光地として認識された。さらに、熊本では、２０１

９年に女子ハンドボール世界選手権大会、ラクビ―ワールドカップの２つ国際スポーツ大会の開催

が予定されていることから、スポーツ選手関係者（＝家族など）をターゲットとし、温泉やフルーツ狩

りなどを楽しめるアクティビティ（「温泉」体験、「和室」体験、「フルーツ狩り」体験などの提案を熊本

国際観光コンベーション協会と協力して行う。 

外国人観光客入込及び宿泊者数の推移                       （人） 

 H29 H２８ H２７ 

外国人入込数 656,240 480,134 582,507 

外国人宿泊客数 182,353 104,404 108,033 

     資料：平成２９年熊本市観光統計より 

 

【事業内容】 

(１）観光関連の需要動向調査 

①調査分析の内容 

国・九州・熊本県の観光客のマクロ的な需要動向と共に、植木温泉旅館組合の宿泊者、道の駅

すいかの里植木の利用者、田原坂資料館の入館者を対象として、属性、動向や土産品、飲食等に

関する消費行動を把握する。また土産品に関しては味・価格・パッケージ、宿泊者と観光施設等に

ついては評価や観光客のニ―ズなど、観光客満足度調査を実施。（調査項目については、専門家

を交えて検討、実施する。） 
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②調査項目 

・属性、起点、来られた目的、交通手段、消費動向と消費金額（昼食・夕食、土産等）、土産品につ

いては、欲しい価格帯、個数、選定ポイント、購入ツール、購入動機など 

・宿泊先と宿泊者の満足度、観光客のニーズなど 

（調査項目については、国土交通省 観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課の観光客満

足度調査のススメと専門家を交えて検討、実施する。）    

③調査対象者 

・植木温泉旅館組合利用者 

・道の駅すいかの里植木利用者 

・田原坂資料館入館者       ※各施設毎の利用者１００名計３００名を対象に調査する。 

④実施手段 

熊本県が行っている観光施設への観光客入込み客消費動向調査やＲＥＳAS（まち・ひと・しごと

創生本部が提供する地域経済分析システム）の地域内外の人口流入・流出数など調査報告のデー

タの収集分析・調査票を作成し経営指導員、経営支援員、植木温泉旅館組合事務員、道の駅すい

かの里植木のスタッフに対し調査依頼を行い、ニーズ調査、意識調査及び指摘事項についてアン

ケート調査を行う。 

⑤支援対象者 

観光関連産業（宿泊、運輸業、商業、サービス業）の小規模事業者 

⑥実施者 

植木温泉旅館組合（事務員）、道の駅すいかの里植木（スタッフ）、熊本市植木町商工会 （経営

指導員、経営支援員）、外部有識者、専門家 

 

(２）地域生活者の衣食住や生活サービス等の需要動向 

①調査分析の内容 

国・九州等の生活者のマクロ的な需要動向と共に熊本県消費者動向調査を利用し、熊本市北区

の消費者ニーズや動向等をアンケート等により把握し、新商品開発、商品の見直し、需要開拓を目

指す「小売業・飲食業・生活サービス業等」の課題抽出を行う。 

②調査項目 

性別、年代、居住地、家族構成、所得層、不動産所有状況（自家、賃貸）、購入品目、販売員の対

応、購入頻度、来店頻度など調査対象者植木町内の小売店・飲食店や生活サービス店など消費行

動を行う町内の消費者（３００名対象） 

③実施手段 

マクロ的な需要動向については、「日経テレコムシステムＰＯＳＥＹＥＳ」、㈱日本統計センターの

「市場情報評価サービス(Mina／ミーナ)」等のデータを活用し、売れ筋商品等の情報や商圏分析に

必要な情報を収集する。 

町内の消費需要動向については、調査票を作成し専門家に調査依頼を行い、ニーズ調査、意識

調査及び指摘事項についてのアンケート調査を実施する。 
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④支援対象者 

新商品開発や商品の見直し、需要開拓等を行う生活支援関連産業（小売業・飲食業・生活サービ

ス業等）の小規模事業者 

⑤実施者  

熊本市植木町商工会（経営指導員、経営支援員）、外部有識者、専門家 

 

（３）情報の提供・活用 

①成果の活用 

上述の（１）「観光関連の需要動向調査」（２）「地域生活者の衣食住や生活サービス等の需要調

査」の調査・分析にて得られた情報は、巡回訪問及び窓口相談、熊本市植木町商工会の広報誌・

ホームページにて地域内小規模事業者に公開・周知する。 

併せて、ニーズへ対応した新商品開発や商品の見直し、販路開拓等の需要の開拓をはじめ、経

営分析や事業計画の策定及び策定計画のフォローアップに活用する。 

②実施者 

熊本市植木町商工会（経営指導員・経営支援員）・外部有識者・専門家 

【目標】 

   需要動向調査については、次頁を目標とする。 

    （実施計画回数） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

観光施設来訪問者アンケート調査 未実施 １ ０ ０ １ １ 

観光関連小規模事業者への分析・ 

計画作成時の情報提供支援 
未実施 １ ０ ０ １ １ 

町内消費者アンケート調査 未実施 １ ０ ０ ０ １ 

生活支援県連小規模事業者への

分析・計画作成時の情報提供支援 
未実施 １ ０ ０ ０ １ 

町内消費者アンケート調査については、県内における消費者の購買行動の実態や商圏構造の変

化を把握し、今後の地域商業の振興を図るための基礎資料を得ることを目的に、3 年に一度、「熊本

県消費動向調査」を行っており、それを補完する目的で実施する。 

 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

【現状と課題】 

小規模事業者への需要開拓支援は、これまで会員に対して県、県連等が主催する商談会・物産展

が開催される都度、対象事業者へ案内を行ってきたが、既存の営業力や販売力の維持強化、新規顧

客・販路開拓等の営業力不足により改善する具体策が見出せないのが現状にある。 

【方針】 

事業計画策定支援、事業計画策定後の支援を行う小規模事業者並びに販路開拓を積極的に希望



－23－ 

 

する小規模事業者を中心に需要開拓を図るため以下の新規商品開発及び販路開拓支援を行う。 

【事業内容】 

(１）新規商品開発 

地域資源を活用した商品開発について行政や各種関係支援機関と連携協調して、鹿本農業協同

組合や管内の観光農園、道の駅すいかの里植木、食品加工業者を中心に食品加工業（特産の果実

等）の食品開発等（土産物・６次産業化）を支援する。 

 

【目標】 

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、商品のパッケージ作成・展示会等の

ブ―ス作成・陳列方法、チラシ作成を支援する。 

新商品開発支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

開発商品数（件数） 未実施 １ １ １ １ １ 

商品力向上（件数） 未実施 ３ ３ ３ ３ ３ 

 

(２）販路開拓 

既存事業の改善事業 

①展示会・商談会 

熊本県・熊本市や地域金融機関等が実施している「ビジネスマッチング」や熊本県商工会連合会主

催の展示会（くまもと物産フェア）及び当商工会や植木・北部広域連携を含めた近隣経済団体等が企

画する祭事・イベント、熊本市北区が開催する「北区こどもまつり」等への出店参加の呼びかけを積極

的に行う。 

専門家派遣を活用して、展示会等のブ―ス作成・陳列方法、チラシなど販促ツールの作成などを支

援する。 

【目標】 

販路開発支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 ３５年度 

物産展・展示会出展 

（出展回数） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

物産展参加 

（延べ事業者数） 

参加事業者数 

４ 

（４） 

８ 

（５） 

１５ 

（６） 

２４ 

（７） 

３０ 

（８） 

４８ 

（９） 

物産展での売上額（万円） ５７ ６３ ６６ ６９ ７２ ７６ 

商談会参加事業者数 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

商談成立事業者数 １ ２ ２ ２ ２ ２ 

セミナーの開催 ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

・展示会 ニッポン全国物産展、くまもと物産フェア、北部・植木町広域連携物産展など 

・商談会 くまもと逸品商談会、広域型販路開拓環境整備事業展示会・商談会型など 
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②ＩＴ活用 

インターネットやフェイスブック、その他 SNS の利用方法やマスメディアの露出度をたかめるためセミ

ナーを開催し、商品等の PR方法の支援を行う。 

観光関連産業（宿泊、運輸業、商業、サービス業）を中心とした小規模事業者が提供する商品、役

務等については、当商工会および、熊本県商工会連合会のホームページに掲載し、効果的な情報発

信を行うことで地域の外へ認知度を向上させていく。 

小規模事業者広域型販路開拓支援パッケージ事業 EC サイト「ニッポンセレクト.com」を活

用する。 

【目標】 

IT活用支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 ３５年度 

HＰ/FB情報発信（回数） １２ ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ 

 

 新たに取組む事業 

展示商談会参加時の商品説明書の作成研修や商談会後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のブラッシュアップに繫げて行く。 

  

Ⅱ  地域経済の活性化に資する取組み 

【現状】 

熊本市植木町商工会においては、これまで地域経済活性化のために熊本市北区や各関係機関と

一体になって様々な祭事やイベントを開催してきた。 

・植木町初市 （開催日 ３月の第１土日） 

熊本市植木町商工会が北区役所横の芝生公園にて、３月の第１土曜日曜で開催。 

延べ１万５千人の参加があり、町内の飲食業者など出店され、売上規模は、２日間で１，０５０万円

となる。 

・グランドゴルフ大会 （開催日 １０月第４土曜日） 

熊本市植木町商工会会員を対象にしたスポーツ大会を開催。６０名程の参加があり、町内の事

業所から賞品の提供や商品券の提供により地元購買を斡旋する。 

 事業名 開催時期 実施主体 集客数 売上規模 

植木温泉花火大会 ８月第１火曜日 植木温泉観光旅館組合 ３万人 1,500万円 

北区こども祭り １１月の土曜日 熊本市北区 ３千人 120万円 

地蔵祭り（植木地区内） ７月２４日 町内会/商工会後援 １千人 150万円 

秋の青空フリーマーケット １０月体育の日 植木まちづくり㈱ ２～３百人 45万円 

 

 

【課題】 

一過性の集客はある程度あるものの年間を通しての集客には繋がっていないのが現状である。 
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【方針】 

上記のこれまでの取組みを検証・評価し、改善しながら行政や関係団体との更なる連携により、

賑わいの創出に戦略的・計画性をもって継続的に取組んで行く。 

特に町内在住の人を地域資源として捉え、現在点として存在する地域資源を人的資源に変え、

線で繋ぎ着地型体験観光の面的拡大により、関連産業振興による地域経済の活性化を目指す。 

（次頁の各団体連携図参照） 

【事業内容】 

（１）着地型体験観光関連産業の振興 

下記の４項目の着地型観光を充実させて交流人口を増やし、町内を回遊できるような着地型観光 

事業を実施する。 

①国内最後の内戦で西南戦争から今年１４０年目にあたる激戦地「田原坂」を中心に「近代日本の 

夜明けを学び伝える歴史学習の伝承（ボランティアガイドとの協力） 

②植木町内にある史跡等や植木町の歴史や偉人の方々の説明（ボランティアガイドとの協力） 

③小規模事業者の事業内容（専門知識やプロならではのコツなど）や製造加工や流通業界の仕組

みが学べ、小規模事業者と消費者との距離を縮める学習型・体験型の着地型観光事業の展開。 

④地域の強みである農業を活かした、観光農園を中心に体験型農業及び農商行連携・６次産業 

化による農業者・小規模事業者の地域連携型の着地型観光事業の展開。 

⑤インバウント対応のため熊本国際観光コンベーション協会との連携。 

（２）既存事業の改善事業及び新たな取組む事業の推進 

現場と課題に示した既存事業の改善継続及び新たな取り組みを行う事業を推進するには、関係団

体の地域連携が不可欠であることから、「植木・北部広域連携」をはじめ周辺商工会等との積極的連

携体制構築と推進に努め事業の推進を図る。 

（３）地域経済活性化事業の検証方法 

イベント等の地域経済活性化事業について、交流人口・集客数や観光関連産業（宿泊、運輸業、

商業、サービス業）などの業種の収益などへの波及効果の調査結果を活用しながら、今後の地域経

済活性化が小規模事業者の持続的発展に繋がるための方向性を検討する。 

【目標】 

次表を目標とする。 

 

 

 

 

新規事業の取組支援内容 現状 ３１年 ３２年 ３３年 ３４年 ３５年 

着地型観光事業会議回数 未実施 ４ ６ ６ ６ ６ 

着地型観光の実施 未実施 １５ ２０ ２５ ３０ ３５ 

新着地型観光メニュー開発 未実施 ５ ５ ５ ５ ５ 
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（４）協賛観光振興事業 

 

       植木町内会         各団体連携図            北区区役所 

    （１丁目・２丁目）                                 こどもまつり  

   地蔵祭り出店協力      金融機関/各支援機関             出店協力 

  熊本国際観光本ンベンション協会熊本国際観光コンベンショ     植木寺子屋          

ン コンベーション協会会                                   コミュニティセンター 

                           事業承継     連携           自治体、教育関係者                 

田原坂資料館                創業者                    職人技、住民の特技                                     

観光農園                       熊本市植木町商工会          コミュニティビジネスの展開  

 飲食店                                         

タクシ―業者    観光関連産業振興                                                   

 土産品店                                           植木中心地 

                           ６次産業化                  秋の青空フリーマケット 

植木温泉観光旅館組合             農商行連携                    出店協力 

花火大会で協賛       ＪＡ鹿本        植木まちづくり㈱                             

                                         

 

 

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 

【現状と課題】 

現在、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の取組みは以下のとおり。 

①熊本市ビジネス支援センター主催の「熊本市中小企業支援機関連絡協議会」による情報交換 

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・熊本商工会議所、くまもと産業財団、中小企業団体中央会、熊本県信用保

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、日本政策金融公庫、日本中小企業

診断士協会）において、各支援の支援事例、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、事業資金を調達支援とし国・

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必要である。 

熊本市植木町商工会管内には、３行（肥後銀行、熊本銀行、熊本第一信用金庫）あり、その中で

金融機関からの小規模事業者の経営相談紹介も多く、相談者の掘り起こしにもつながっている。 

連携形態として、商工会が各金融機関の支店長及び融資担当者並びに熊本県信用保証協会の

       連携関係 

    協力関係  
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保証担当者を招き、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。 

③熊本市商工会経営指導員による「経営指導員連絡会議」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８つの商工会の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、熊本市議会議員及び担当部局と熊本市８つの商工会により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。 

⑤「植木・北部広域連携会議」開催による情報交換 

植木・北部の２商工会による、イベント開催情報の交換の他に、支援等が必要な事案等について

支援策を共同で協議する「植木・北部広域連携会議」を毎月第３水曜日に開催。 

（当事業における取組み） 

上記の現在取り組んでいる情報交換等の取り組みを継続すると共に、熊本県信用保証協会や金

融機関との協議をこれまでの年１回の開催を増やし、年２回開催する。 

 

（２）経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状】 

以下に示す熊本県並びに熊本県商工会連合会が主催する指導員研修（一般・特別コース）へ参

加し、研修等のＯＪＴなどによる資質向上を図っている。 

【課題】 

これまでＯＪＴ研修は随時取組んできたものの、戦略性・計画性に欠けることが多かった。 

①熊本県及び熊本県商工会連合会が主催する指導員研修（一般・特別コース）に参加し、売

上利益を確保することを重視した支援能力の向上。 

②中小企業大学校の主催する研修へ経営指導員・経営支援員ともに交替で２年に１度の割合

で参加し、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上。 

③経営支援員は、企業支援に不慣れであるため経営指導員とチームを組み小規模事業者の支

援についてＯＪＴにより指導・助言内容、情報収集方法を学ぶ伴走型支援の能力向上。 

④経営分析・事業計画策定によって得られた小規模事業者の支援ノウハウや成功事例また

経営分析結果等の情報については、既に活用している全国商工会連合会において標準化さ

れた事業所カルテ等がデータ―ベース化されている「基幹システム」の活用、それらの情

報の職員間での共有化。 
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【当事業における取組み】 

上記取り組みの継続と共に、以下の戦略性・計画性取組みにより、経営指導員及び経営支

援員の支援能力の向上を図る 

①指導ノウハウ等の情報共有化のための支援力強化勉強会の開催 

②OffJT研修成果の全員会議での発表・報告 

③データ―ベース化されている「基幹システム」情報を、事業計画策定後のフォローや販路

開拓支援、さらに職員同士の勉強会、配置転換等における円滑な業務継承などにも活用で

きるような情報管理を促進する。 

 

（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 

【現状】 

これまでは各種事業において、目標設定―計画―実施―成果報告のサイクルで取組んできた。 

【課題】 

第３者による目標達成度の評価・検証を行う PDCAサイクルでの取組みはなされていなかった。 

【当事業における取組み】 

本事業を計画的かつ成果が確認でき、ＰＤＣＡサイクルにより継続的に取り組むために、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内部監査 

熊本市植木町商工会正副会長・監事の５名に対し、毎年１０月に第２四半期までの事業の実施状

況を報告し、評価を行い、経営指導員にて見直し案の提示を行う。 

②外部監査 

中小企業診断士、行政担当課等の外部有識者及び熊本県商工会連合会、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、年度末に１回、事業の実施

状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

③「経営発達支援事業評価委員会（仮称）」で提示された成果の評価・見直し案について、合同会

議において協議・検討し、評価・見直しの方針を決定する。 

④合同会議での事業の成果・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。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果を、総会に報告するとともに熊本市植木町商工会のホームペ

ージで計画期間中公表する。（http://ueki-shokokai.jp） 
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ＰＤＣＡ サイクルによる評価図 

ＰＬＡＮ 

熊本市植木町商工会 

理事会・総会 

総務委員会・合同会議 

 

 

 

 

ＡＣＴ 

経営指導員会議        各年度、実施状況及び成果を総会    熊本市植木町商工会 

事務局会議           にて報告                     各種関係団体 

         ・事業の成果・評価・見直しを熊本        ＤＯ 

市植木町商工会ＨＰにて公表する。 

 

 

 

理事会 

 

 

合同会議 

外部有識者 

 

 

ＣＨＥＣＫ 

 

         

 

 

 ※合同会議は、総務委員会と経営発達支援事業評価委員とする。 
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事業の実施計画・評価イメージ図 

 

  
【計画】 

   

  
理事会・総会                      

（計画案の承認）    

   

  

 

   

  

合同会議                     

（企画案検討）    

    

 

   

経営指導員会議      

（企画案提案） 

 

 
 

 

総務委員会             

（企画案検討）   

             
  

 
【改  善】 

 

 

【実  行】 
  

事務局会議 
 

支援機関との連携・実施 

（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 

 
(熊本県・熊本市・熊本県商工会連合会 

・専門家・熊本県信用保証協会 

・管内金融機関・自治協議会等） 

  

  
  

          
  

 

  
 

 

  
【検 証】 

   

  
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、行政担当者） 

  

  
内部有識者（商工会関係者）、熊本県商工会連合会 

  
事業成果の検証・目標達成検証・見直し案 
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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３年３１日現在） 

１ 組織体制 

  会員数    ５１８名（但し特別会員を除く） 

  役員数     ３５名（会長１名、副会長２名、理事３０名、監事２名） 

  委員会   総務委員会９名、振興委員会１０名、工業委員会３名、観光委員会３名 

        福利厚生委員会７名 

  事務局   ７名（事務局長１名、経営指導員３名、経営支援員３名） 

  青年部   ３３名、女性部 ３７名 

  ※新設 経営発達事業評価委員会(仮称) 

 （事業実施体制）事務局長１名、経営指導員３名、経営支援員３名 
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(３名）

(３名）

（事務局長　１名）
（経営指導員３名）
(経営支援員３名）

（９名）

（１０名）

（７名）

観光委員会

工業委員会

経営発達支援事業
評価委員会(新）

青年部

女性部

熊本市植木町商工会組織図

観光部会

建設業部会

サービス業部会

事務局

商業部会

工業部会

総会 監査会 （監事２名）

理事会
（会長１名、副会長２名、理事３０名）

総務委員会

振興委員会

福利厚生委員会

 

 

 

会員５１７名 
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（別表３） 

 ２ 経営発達支援事業の実施体制 

    熊本市植木町商工会は、経営発達支援事業を次のように実施する。 

                支援体制・時期         

事業項目 

事
務
局
長 

経
営
指
導
員
Ａ 

経
営
指
導
員
Ｂ 

経
営
指
導
員
Ｃ 

経
営
支
援
員
Ａ 

経
営
支
援
員
Ｂ 

経
営
支
援
員
Ｃ 

各
部
会 

１ 地域経済動向の情報収集 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総務委員会 

２ 地域小規模事業者への実態調査（件） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総務委員会 

３ 情報の分析・整理・提供（文書・ＨＰ) ○ 
  

○ ○ 
 

○ 総務委員会 

４ 経営分析 
 
○ ○ ○ 

    

５ セミナーの開催（回） 
 
○ 

 
○ 

    

６ 事業計画個別相談会の開催 
 
○ ○ ○ 

    

７ 事業計画策定 
 
○ ○ ○ 

    

８ 事業計画進捗状況調査（回）   ○ ○ ○ 
    

９ 事業計画策定支援の専門家派遣 
 
○ ○ ○ 

    

１０ 観光客に対するアンケート ○ ○ ○ 
 

○ ○ ○ 観光部会 

１１ 一般消費者に対するアンケート ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 商業部会 

１２ 販路開拓支援 
 

○ ○ ○ 
    

１３ 経営発達支援評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
経営発達 

評価委員会 

 

３ 連絡先 

熊本市植木町商工会 

   〒861-0132 熊本県熊本市北区植木町植木４８６ 

   電話 ０９６-２７２－０２３６ ＦＡＸ ０９６-２７３－３２４３ 

   メール ksueki@lime.ocn.ne.jp 

      ＨＰ  http：//ueki-shoko.jp 
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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 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 ２，１５０ １，１５０ １，１５０ １，１５０ １，１５０ 

  

１ 地域経済動向調査 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

２ 事業者の経営実態調査 １００ １００ １００ １００ １００ 

３ 経営分析 

経営計画作成 

計画フォローアップ 

セミナー開催 3００ 3００ 3００ 3００ 3００ 

専門家派遣 3００ 3００ 3００ 3００ 3００ 

４ 販路開拓事業 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

５ 需要動向調査（アンケート等） １，０００ 
    

６ 地域活性化事業（イベント開催等） ２００ ５０ ５０ ５０ ５０ 

７ 支援ノウハウ等の情報交換 ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

８ 経営指導員等資質向上費 

（講習会開催等） 
５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

９ 会議費 ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

 
（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 

国補助金、県補助金、市補助金、助成金、手数料、雑収入 

 
（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 

 

外部有識者・専門家派遣 

経済動向調査分析 

事業計画策定・策定後支援・セミナー 

需要動向調査支援 

販路開拓支援 

商談会・展示会・物産展の開催 

地域イベント事業実施 

 

連携者及びその役割 

１ 熊本県知事 蒲島郁夫 

   住所  熊本県中央区水前寺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 笠 愛一郎 

   住所  熊本市中央区南熊本５丁目１番１号   電話０９６‐３７２‐２５００ 

       テルウエル熊本ビル３階 

４ （専門家）中小企業診断士 

５ 熊本県信用保証協会 

   住所  熊本市中央区南熊本４丁目１－１    電話０９６‐３７５‐２０００ 

６ 肥後銀行植木支店 支店長 西章文 

   住所 熊本市北区植木町岩野２３６-１      電話０９６‐２７２‐０７０１ 

７ 熊本銀行植木支店 支店長 江良安典 

   住所 熊本市北区植木町植木東２－２０５－１  電話０９６‐２７２‐０１０９ 

８ 熊本第一信用金庫 支店長 深水朋宏 

   住所 熊本市北区植木町植木東３－１６７       電話０９６‐２７２‐２２１１ 

９ 熊本市北区役所 北区長 野口恭子   

  住所 熊本市北区植木町岩野２３８－１         電話０９６‐２７２‐１１１０ 

１０ 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 

 

 

http://relocation-personnel.com/?s=西章文
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１１ 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 

１２ 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０９６‐３８４‐３１００ 

１３ 公益財団法人 地方経済総合研究所 

   住所 熊本市中央区紺屋今町 1-23 肥後商事ビル 4階  

電話０９６‐３２６‐８６３４ 

１４ 一般社団法人 熊本国際観光コンベーション協会 

   住所 熊本市中央区辛島町８-２３桜ビル辛島町３Ｆ 

                         電話０９６‐３５９‐１７８８ 

１５ 植木温泉旅館組合 

   住所 熊本市北区植木町米塚１２４－１    電話０９６‐２７４‐６８３０ 

 

１６ 熊本市田原坂西南戦争資料館 

     住所 熊本市北区植木町豊岡８５８-１   電話０９６‐２７２‐４９８２ 

 

１７ 熊本市管内の商工会 

   熊本市託麻商工会 会長 伊東昭正 

   住所 熊本市東区長嶺東７－９－８       電話０９６‐３８０‐００１４ 

   熊本市北部商工会 会長 加藤 修 

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

   熊本市河内商工会 会長 中村茂一 

   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 橋本敏男 

   住所 熊本市南区浜口町１２４          電話０９６‐２７６‐０３４２ 

   熊本市天明商工会 会長 岩上國男 

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

   熊本市富合商工会 会長 髙浜祐志 

   住所 熊本市南区富合町清藤９－２       電話０９６‐２２３‐２０２２ 

   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 
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連携して実施する経営発達支援事業と連携団体 

経営発達支援事業 

 

 

連携団体等 

経
済
動
向
調
査 

経
営
分
析 

事
業
計
画
策
定 

策
定
後
支
援 

需
要
動
向
調
査 

需
要
開
拓 

地
域
経
済
活
性
化 

支
援
力
強
化 

熊本県 ○    ○ ○ ○  

熊本市（北区役所含む） ○    ○ ○ ○  

熊本県信用保証協会 ○   ○ ○   ○ 

肥後銀行植木支店 ○   ○ ○ ○  ○ 

熊本銀行植木支店 ○   ○ ○ ○  ○ 

熊本第一信用金庫 ○   ○ ○   ○ 

熊本国際観光コンベーション協会 ○    ○    

（公財）地方経済総合研究所 ○    ○ ○   

熊本市ビジネス支援センター ○ ○ ○ ○ ○ ○   

熊本県よろず支援拠点 ○ ○ ○ ○ ○ ○   

（専門家）中小企業診断士・税理士

社会保険労務士等 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ＪＡ鹿本 ○    ○  ○  

植木温泉観光旅館組合 ○    ○  ○  

植木町内会 ○    ○  ○  

植木まちづくり㈱ ○    ○  ○  

 


