
経営発達支援計画の概要 

実施者名 高森町商工会（法人番号 ４３３０００５００５１６４） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

（１）観光産業の振興（運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工業）

①観光振興につながる新商品・サービスの開発支援

・新たな特産品の開発

・新たな観光サービスの開発

②観光振興につながる新商品・サービスの販売開拓支援

・町外へ向けた情報発信の強化

・ＢtoＣ取引に係る支援

③観光振興につながる地域内連携

・複数の小規模事業者の連携による商品開発および販路開拓

・農商工連携、町内各種団体とのによる商品開発および販路開拓

・行政機関や各種団体との連携による商品開発および販路開拓

（２）後継者の育成

①青年経営者支援事業による後継者育成支援

・青年経営者研修および異業種交流活動への支援

・地域内でのリーダー企業の育成

②事業承継の支援

・事業承継計画の作成支援

・親族内承継、親族外承継に対する経営、税務、法務、労務に係る支援

事業内容 

（１）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

・町内経済動向調査分析、各種調査の周知

②経営状況の分析に関すること

・経営資源、経営機能等強み弱み、商品力、販売力、生産力、管理力など分析

・収益性、安定性、生産性、将来性など財務分析

③経営計画策定支援に関すること

・営業戦略や生産戦略の構築および収支計画、資金計画等の支援

・短期経営計画、中長期経営計画の策定への支援

④事業計画策定後の実施支援に関すること

・進捗管理、日常の営業活動のチェックフォロー、資金繰り、人材育成の支援

・計画の見直しに係る支援

⑤需要動向調査に関すること

・町外からの観光客への満足度調査

⑥新たな需要の開拓支援

・地域の特色ある商品についての販路開拓支援

（２）地域経済活性化に資する取り組み

（３）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

連絡先 

高森町商工会 

(郵便番号)869-1602 

(所在地)熊本県阿蘇郡高森町高森 1614-3 

(電話)0967-62-0274  (ﾌｧｯｸｽ)0967-62-0782  

(Eメール)takamori-shoko@wine.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 高森町の概要 

（１）位置と地勢 

高森町の歴史は、神武天皇の皇孫である健磐龍命（たけいわたつのみこと）が九州鎮護のために下向

し、代々その子孫である阿蘇家一族の統治に始まったとされる。天正年間（1570 年代）に入ると国内

では兵乱が相次ぎ、強大を誇った阿蘇氏も薩摩の島津氏により攻略され、豊臣秀吉の天下統一後はその

家臣である佐々成政、加藤清正の領地化、徳川時代は細川家の所領となり、その統治は明治初年にまで

及んだ。この細川藩政では各郡に郡代（郡奉行）が置かれ、本町は南郷郡代の管下となり、郡は数区の

手永に分割され、本町管内は高森手永と野尻手永の支配下に置かれた。明治 22年、市町村制の施行に

より、1町 13村の行政区画が統合され、高森町、色見村、草部村、野尻村の 1町 3村となり、昭和 28

年、町村合併促進法が制定され、昭和 30年 4月、高森町、色見村、草部村が合併。続いて、昭和 32年

8月に野尻村が編入合併し、現在の高森町が誕生した。 

高森町は、世界最大規模の阿蘇カルデラを形成す

る外輪山と、その内側に山々が寄り添った形で存在

する阿蘇五岳の南側との間に位置する、熊本県の最

東端（北緯 32度 45 分～32 度 54 分、東経 131度 06

分～131 度 20分）の町で、面積 175.06ｋ㎡（2015.3

面積値改正）、東部は宮崎県西臼杵郡、東北部は大分

県直入郡と竹田市に隣接している。この五岳の一つ

である中岳は、現在も噴煙を上げ、平穏時は火口を

見学することができる。これらは、日本を代表する

活火山として、2009 年には、阿蘇地域の 8市町村を

阿蘇ジオパークとして日本ジオパークに登録され、

その後 2014 年 9 月に、世界ジオパークにも登録さ

れた。町のシンボルである五岳の一つ、根子岳は、

標高 1,408メートル、尾根は鋸の刃のように東西に

重なり、中央には巨大な天狗岩がそびえ、豊かな自然を満喫できるスポットとして、例年多くの登山客

が訪れている。 

また、山間地域であることから、夏場の避暑地として別荘地需要も高く、特に夏場の観光スポットと

して人気が高いのが、高森湧水トンネル公園である。湧水トンネル公園は終着駅である高森駅の南側、

歩いて 10分のところにある。出来た経緯は、旧国鉄高森線と高千穂線を結ぶ工事が昭和 48年 12月か

ら着手されたが、昭和 50年 2月、突然トンネル工事で大量の出水に見舞われ、その後も度重なる出水

事故が発生し中断となり、その結果、今は高森町の貴重な水源地となっている。トンネルの長さは 2,055

メートル、常時、毎分 32トンの湧水量があり、通年気温が 17℃程度、トンネル内には歩道が整備され、

水玉が不思議な動きをする仕掛け噴水ウォーターパールも見どころの一つである。毎年７月には「七夕

まつり」、11月中旬～12月には「クリスマスファンタジー」がトンネル内で催され、トンネル上部には

このトンネルのことを詳しく説明した資料館「湧水館」も併設している。 

その他にも、ウェスタン乗馬ブルーグラス、木郷滝自然つりセンター、奥阿蘇キャンプ場、高森殿の

杉、阿蘇野草園、登山など、数多くの豊かな自然を楽しめる場所として、例年多くの観光客が訪れる観

光地である。 
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（２）人口の現状 

人口推移は、昭和 30 年の 13,792 人（国勢調査より）をピークに年々減少の一途を辿り、直近の国

政調査資料（図１参照）では 6,325 人となり△7,467 人の大幅な減少となった。また、高森町の高齢化

率は 38.3％（平成 27 年 10 月 1 日現在）で、県内 45 市町村の中では 11 番目に高く、熊本県平均 28.8％
を大きく上回っている。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（図２参照）によると、高森町

の人口は今後も減少し続け、約 8 年後である 2025 年（平成 37 年）には、5,501 人になり、人口形成

に関しても年少人口（0～14 歳）・生産人口（15～64 歳）の割合が減少していく中で、老年人口（65 歳

以上）の占める割合が増加することが予想されている。 
 
図１） 高森町年代別人口一覧表（H27 年国勢調査より） 

 

年代 
町全体 

人口 ％ 

10代未満 467 7.4 

10代 413 6.5 

20代 396 6.3 

30代 528 8.4 

40代 582 9.2 

50代 886 14.0 

60代 1,179 18.6 
70代以上 1,874 29.6 

計 6,325 100 

      

 図２）高森町の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所 平成 25年 3月推計より） 

年齢階層 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 

年少人口（0～14才） 758 676 574 488 422 381 350 

生産年齢人口１（15～39才） 1,237 1,126 1,034 964 905 814 735 

生産年齢人口２（40～64才） 2,394 2,106 1,802 1,545 1,355 1,246 1,147 

高齢者人口（65才以上） 2,327 2,426 2,517 2,504 2,393 2,246 2,060 

後期高齢者人口（75才以上＝再掲） 1,343 1,461 1,398 1,451 1,514 1,522 1,435 

総人口 6,716 6,334 5,927 5,501 5,075 4,687 4,292 

 

 

２ 高森町の産業の現状 

（１）産業構造 

高森町の事業所数並びに従業員数は、平成 18 年 407 件・2,562 人（H18 年事業所・企業統計調査）

が、平成 26 年度経済センサス調査（図３参照）によると町内の事業所数は 380 件になり△27 件の減

少、また、従業員数も 2,451人になり△111人の減少となっている。また、業種構造としては、卸小売

業が 27％と一番多く、次いで宿泊・飲食サービス業 16％、建設業 12％と続く。同調査での、熊本県の

業種別割合は、卸小売業 27％、宿泊・飲食サービス業 12％、建設業 10％となっており、全国の業種別

割合卸小売業 25％、宿泊・飲食サービス業 13％、建設業 9％とも比較してもあまり差がない業種構成

となっている。 
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図３）高森町（旧町村別 ）業種別事業所数及び従業員数並びに売上試算値一覧表 

（H26 年経済センサスより） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）観光産業の状況 

高森湧水トンネル公園のトンネルや伝統芸能である神楽、風鎮祭などの歴史や文化等の他では見ら

れない特徴的な観光資産を活かした高森町の観光産業については、毎年約 70万人の観光客があるが、

熊本地震発生後は、交通網の分断等により、平成 28年度は約 48万人まで落ち込んでいる。このうち日

帰り客が約 9割を占めており（図４参照）、天然温泉のある高森温泉館、根子岳を望む冷涼な高原にあ

る、１万坪の大広場やゴーカートなどのレジャー施設、食事処、宿泊施設も兼ね備えた月廻り温泉館を

はじめとする旅館、ペンション等の宿泊施設やキャンプ場の活用、当町への主要交通網である南阿蘇鉄

道の終着駅である高森駅とのネットワーク、さらに釣り堀、乗馬体験、神社、パワースポットなど、阿

蘇のならではの自然を満喫できる施設との連携を図ることにより、来訪機会を増加させ、滞在時間をの

ばす取り組みを強化する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 
高森町 

 
事業所数 

 
従業 
員数 

売上 
試算値  

(単位：百万円) 
農林漁業 14 85 513 

鉱業・採石業・砂利採取業 1 6 - 

建設業 44 250 2,924 

製造業 29 403 6,111 

電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 1 3 - 

情報通信業 1 2 - 

運輸業，郵便業 9 80 378 

卸売業，小売業 101 602 6,915 

金融業，保険業 3 27 608 

不動産業，物品賃貸業 7 9 20 

学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ 10 24 145 

宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業 59 262 1,120 

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業 30 122 1,568 

教育，学習支援業 10 111 50 

医療，福祉 26 377 1,590 

複合ｻｰﾋﾞｽ業 4 16 - 

ｻｰﾋﾞｽ業に分類されないもの 31 72 225 

小計 380 2,451 22,167 
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図４）高森町への観光客数の推移（町観光統計より）           単位：人 

 
 

（３）小規模事業者の状況 

 高森町における商工業者数および小規模事業者数は、平成 26 年度事業所統計によると商工業者数

366 事業者、小規模事業者数 317 事業者となっている。人口減少と合わせて事業者数も減少傾向にあ

り、小規模事業者を主体として構成される商工会員数（図５参照）についても次のとおり推移してい

る。平成 29 年度会員数 233 名における業種別会員数（うち小規模事業者数）は、卸売・小売業 60 名

（55名）、サービス業 51名（49名）、飲食・宿泊業 37名（35名）、建設業 45名（36名）、製造業 18名

（9 名）、その他業種 6 名（5 名）、定款会員 16 名となっており卸・小売が占める割合 25.7％と最も多

く、全業種とも小規模事業者がほとんどであり、特にサービス業では小規模事業者が 98％を占める。 

       

図５）高森町商工会 会員数の推移               単位：人 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 
会員数 241 237 233 231 233 

 

 

（４）後継者の状況 

 高森町の後継者年齢は、商工会基幹システム（図６参照）によると平均年齢が 36～40歳となってお

り、業種については、卸売・小売業が占める割合が多い。 

 

 

 

 

 

区分 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

宿泊客 

県内客（Ａ） 12,287  12,503  15,393  11,601  13,388  

県外客（Ｂ） 44,986  60,073  56,432  57,842  43,836  

 （うち外国人：Ｃ） 3,872  11,802  14,865  16,014  15,908  

小計（Ａ＋Ｂ） 57,273  72,576  71,825  69,443  57,224  

日帰客 

県内客（Ｄ） 375,461  426,320  435,382  366,198  213,733  

県外客（Ｅ） 234,968  276,817  253,426  259,120  208,106  

 （うち外国人：Ｆ） 0  0  0  0  0  

小計（Ｄ＋Ｅ） 610,429  703,137  688,808  625,318  421,839  

総入込客数 

県内客（Ａ＋Ｄ） 387,748  438,823  450,775  377,799  227,121  

県外客（Ｂ＋Ｅ） 279,954  336,890  309,858  316,962  251,942  

 （うち外国人：Ｃ＋Ｆ） 3,872  11,802  14,865  16,014  15,908  

合計 667,702  775,713  760,633  694,761  479,063  
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       図６）高森町後継者年齢別一覧表（平成 29年商工会基幹システムより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）創業と廃業の状況 

 本町の事業所数は、平成 18 年の 407 件（H18 年事業所・企業統計）から、平成 26 年は 380 件（H26

年度経済センサス調査）となり、8年間で 27件減少している。 

 高森町商工会員においては、過去 3年間での加入者 24件のうち創業者は 8件であり、廃業者に伴う

脱退者数 15件を下回っている。（図７参照） 

創業者、廃業者とも様々な業種にわたっており、創業者 8件のうち宿泊・飲食以外でのサービス業が

5件と最も多い。 

       

   図７）高森町商工会 加入脱退者数の推移           単位：人 

 H27 年度 H28 年度 H29 年度 計 

加入者数 6 9 9 24 

うち創業者数 3 3 2 8 

脱退者数 6 11 7 24 

うち廃業者数 6 4 5 15 

 

 

３ 高森町の産業振興への取り組み 

（１）高森町行政の取り組み 

 高森町行政において、平成 25 年 6月に制定された「高森町観光立町推進基本条例」に基づき、平成

26年 3月には「高森町観光立町推進計画」が策定された。本町のまちづくりの考え方として、「町民が

一体となって楽しみながらまちづくり」ということを基本理念に掲げ、観光を取り巻く現状が厳しくな

り、町内への観光旅行者数が伸び悩んでいる中、本町の有する景観、歴史、食など、多くの観光資源を

活用し、地域活性化を目指している。この恵まれた観光資源を活用した施策を「選択と集中」により効

果的に実施するとともに、観光業、商業、農林業などの業種を超えて町民が一体となり観光振興に取り

組む必要があるとし、一人ひとりが力を合わせて、子供たちが住み続けることができる、豊かで活力あ

る高森町の実現を目指し、施策の総合的かつ計画的な推進を図るとしている。 

そこで、次の 4つを基本目標（政策）として 8年計画で取り組みが進められることになっている。 

 

①観光立町を実現する高森町 

  ➢競争力の高い、選ばれる観光地の形成 

  ➢観光客の多様なニーズに対応できる環境づくり 

  ➢「おもてなし力」を高める人材育成 

 

②新たな食・農産業をめざす高森町 

  ➢矜持力-高森町の農業に誇りを持つ 

  ➢稼得力-稼げる農業の実現 

年齢 
高森町 

人数 割合（％） 

20～25歳 2 5.4 

26～30歳 4 10.8 

31～35歳 9 24.3 

36～40歳 15 40.5 

40～45歳 7 19.0 

   計 37 100 
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  ➢持続力-持続可能な農業の実現 

  ➢交流力-地域内外・異分野との連携   

  ➢文化力-農村の歴史や食文化を守り、育む 

 

③健康いきいき＆子育て楽しい高森町 

  ➢健康づくり-いつまでも健康で、いきいきと暮らすことができる環境づくり 

  ➢高齢者と介護-高齢者に優しい、支え合える地域社会づくり 

  ➢子ども・子育て-子ども・子育て世代に優しい環境づくり 

  ➢仕事ができる環境を整え、移住・定住者が増える地域づくり 

 

④「誇り」と「夢」と「元気」を教育で生み出す高森町 

  ➢高森町の地域力を生かした「首長部局との連携による新たな学校モデルの構築」 

   -学校運営協議会制度を活かした地域とともにある学校づくり- 

  ➢高森の子どもたちに「確かな学力」を-小・中一貫教育 

  ➢高森に誇りを持ち「豊かな心」を醸成する-ふるさと教育 

  ➢高森町行政と連携し、充実した教育環境を整える 

  ➢健康で心豊かな暮らしが送れる「町民総スポーツ社会」の実現 

 

（２）高森町商工会の取り組み 

高森町商工会では、これまでに巡回および窓口指導を中心とした小規模事業者に対する経営改善普

及事業を行うとともに、高森町行政、高森町観光協会、その他団体との連携を取りながら、次のような

事業を実施し本町の産業振興に努めてきた。 

 

①観光客誘致への取り組み 

高森町の代表的祭事である「風鎮祭」イベントを毎年行っており、商工会を事務局とした実行委員会

組織のもと、町外観光客の誘致に取り組んでいる。 

また、町外からの宿泊客を誘致し滞在時間を延ばす取り組みとして、「宿泊限定おもてなしプレミア

ム付き商品券」の発行事業を実施した。 

その他、熊本地震後に大きな被害を受けた南阿蘇鉄道の復旧と復興を目指し、行政と連携して商工会

長を会長とした「南阿蘇鉄道復興支援実行委員会」を立ち上げ、イベントの開催によるＰＲ活動に取り

組んでいる。 

 

②特産品開発や販路開拓など新事業展開に対する取り組み 

新事業展開のため経営計画作成支援についても重点的に実施し、小規模事業者が、持続的な経営に向

け、経営計画に基づいて取り組む、創意工夫を凝らした地道な販路開拓を支援する国の補助金である小

規模事業者持続化補助金は、平成 26年度から平成 29年度にかけて 75件が当商工会の支援のもとで採

択された。 

 

４ 高森町の地域産業等の強み・弱みと機会分析による産業振興戦略の検討 

 上記で考察した現状等から、強み・弱みと機会等の分析により今後の産業振興戦略の検討結果を整理

し以下に一覧表として示す。 
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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 

・基幹産業である農林漁業等の振興（農林資源を

活かした産業振興、地域ブランド化・６次産業

化の推進 
・地域資源を活用した観光立町の推進 
・にぎわいのある観光地の創出・形成計画 
・6 次産業化等農林生産物への付加価値化支援 
・住みやすい街づくり、空き家空き店舗対策及び

定住化・移住化計画がある 
・安全安心・本物志向の消費傾向 
 

強み 

・移住者をメインターゲットとした住宅関連の

悩みを一手に請け負う組織の設立。（商工会組

織「暮らしのことならおまかせ隊」） 
・阿蘇ブランド（ジオパーク、世界農業遺産の認

定） 
・月廻り公園から望む阿蘇五岳や根子岳の景観

が「21 世紀に残したいふるさと百景」（新・ふ

るさと百景）で１位に選出 
・空港からのアクセスが良い（約３０分） 
・日本三大下り宮（社殿が鳥居より百数十段下）

として有名な草部吉見神社がある 
・食が豊富（あか牛、田楽、地鶏、ヤマメなど） 
・体験型プログラムが豊富 
・南阿蘇鉄道の終着駅（始発駅）がある 
・公共施設において無料 Wi-Fi が整備されてい

る 
・地元と地域活性化グループが活発に活動して

いる 
・農林業が盛んで豊富な農産物が豊富である 
・宿泊施設が多くある（特にペンションが多い） 
・町と観光協会等による特産品、土産品等の商品 
開発の取り組み推進中 

・地域特産品の付加価値化を図る酒醸造、農産品

加工等６次産業化の取組み事業者がある 
・「青経塾」イベントの主催、出店など商工会青

年部活動が活発 
・商工会女性部が特産品開発・ブラッシュアップ

事業に取り組んでいる 
・外国人観光客の増加 
・インバウンドに対応するノウハウ取に積極的

な関与 
 
 
 
 

強みを活かした積極的産業振興戦略 

・住民の衣食住サービスを提供する生活支援関連

企業の商品力・販売力アップによる企業・店舗

力の強化。 
・阿蘇ブランドを主軸に地域資源を活かした体験

型・交流型・滞在型の複合観光産業の振興 
・点から線、線から面への観光産業の振興 
・農商工連携・6 次産業化等による業種関連携の

促進 
・差別化が図れる特産品の付加価値化・販売促進 
・観光新商品・サービスの開発による地域経済活

性化 
・地域生産と消費の商品力・販売力の機能的強化

による地産地消のビジネスモデルの再構築 
・行政主導により開発された特産品の販路開拓 
・若手経営者・後継者の意欲を伸ばす、個別企業

の企業力にあった経営改革、後継者・人材育成

及び地域のリーデイング・モデル企業の創出 
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弱み 

・圏内に商店街組織があり一部商業集積はある

が、町外資本の大型店舗の進出や購買の圏外

へ流出が進み衰退傾向 
・高齢化が急速に進行し、H32 年（2020 年）に

は高齢化率が 40％を超える 
・宿泊施設の多くが老朽化（ペンション需要の衰

退） 
・若い世代が転出してしまう 
・労働需要は高いが、労働者不足である 
・農業後継者不足  
・計画的・戦略的支援の不足 
・販売力不足 
・知名度が低い 
・現代の観光客が求めるような観光の目玉が無 
 い 
・外国人観光客向けの案内表示不足 
・主力となる特産品、土産物が無い 
・物産館が遠い 

弱みを克服した堅実な産業振興戦略 

・農商工連携・6 次産業化等による業種間連携に

よる顧客視点での商品開発 
・経済動向・需要動向に沿った計画・戦略的経営 
・６次産業化等による商品開発・加工の効率的分

業・専門化及びそれらの複合化・連携の取組み 
・地域外への情報発信や販売チャネルを創出する

地域商社的機能を有する拠点づくりとチャネ

ル開発 
・商工会を核とした行政、ＪＡ等の地域内連携と

周辺商工団体との地域外連携 
・商工振興と農業振興、福祉・医療、教育、国際

交流などの行政の施策連携・部門連携、コミュ

ニティ・ソーシャルビジネスの創出と経営の自

立化 
 

 

５ 高森町の産業振興の課題 

上記の「４ 地域産業等の強み・弱みと機会分析による産業振興戦略の検討」より、解決が望まれる

地域産業振興及び地域経済活性化の課題を以下に示す。 

 

（１）地域産業振興の課題 

高森町の産業構造として、急速な高齢化と後継者不足、売上低迷などの理由から全業種において廃業

が増えることが予想されている。 

 高森町行政は、産業振興に関する様々な施策について、条例化された高森町観光立町推進基本条例に

基づき、観光や商業、地場産業の振興にもより多くの施策を推進するとともに、行政機関としての機能

充実や住民参画、地域の人材育成についての課題を解決する必要がある。 

 高森町商工会としても、新たな特産品開発や販路開拓については、町観光協会や役場政策推進課など

が中心となり積極的に取り組んでおり、これからも連携して取り組んでいかなければならない。また、

商店街活性化についても、高森商店会組織との連携を密にしなければならない。 

 

（２）地域経済活性化の課題 

 高森町には、毎年約 70万人程度の観光客があるが、そのうち約 9割が日帰りを占めており、町観光

協会や観光関連企業、農業者等の地域住民との連携により来訪機会を増加させ、滞在時間をのばす取り

組みを強化する必要がある。また、観光客を受け入れる宿泊施設の多くが老朽化しており、効率的な修

繕計画が求められている。 

高森町商工会では、観光対策の事業として、祭事イベントの開催や国の補助事業を活用しての特産品

開発や販路支援を積極的に実施し、観光関連企業における商品力、販売力の強化を行ってきた。しか

し、未だ地域の名産品としては成り得ていないのが実情にある。 

 その他の課題として、今後、高齢化が急速に進行し、H32 年（2020 年）には高齢化率が 40％を超え

ると予測されており、有効な定住化対策を講じることが急務である。町外に対して、地域の情報発信に

乏しい現状にあることから様々な媒体により積極的に情報提供するなど、熱意を持って定住支援に取

り組む必要がある。 
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６ 経営発達支援事業の振興のあり方 

地域産業振興及び地域経済活性化の課題の解決を図る経営発達支援計画の中長期的な振興のあり方

として、「観光産業の振興」と「後継者の育成」の２つの柱を定め重点的に支援事業を進めていく。 

（１）観光産業の振興 

南阿蘇鉄道の復旧・全線開通、国道 57号線の新ルート開通を見据え、観光産業振興に係る小規模事

業者（観光関連業種：運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工販売業）の視点から、観光客へ向け

た地域の特色ある取り組みを基本とする。 

① 観光振興につながる新商品・サービスの開発支援 

・新たな特産品の開発 

・新たな観光サービスの開発 

② 観光振興につながる新商品・サービスの販売開拓支援 

・町外へ向けた情報発信の強化 

・ＢtoＣ取引に係る支援 

③ 観光振興につながる地域内連携 

・複数の小規模事業者の連携による商品開発および販路開拓 

・農商工連携による商品開発および販路開拓 

・行政機関や各種団体との連携による商品開発および販路開拓 

（２）後継者の育成 

 廃業者の増加により商工業者の減少が続く中で、事業の継続や事業拡大のためには、特に優先して取

り組まなければならないのが後継者の育成支援である。経営者が後継者の決定とその環境作りを円滑

に行えるような支援を基本として事業を行う。 

① 青年経営者支援事業による後継者育成支援 

・青年経営者研修への支援 

・異業種交流活動への支援 

・地域内でのリーダー企業の育成 

② 事業承継の支援 

・事業承継計画の作成支援 

・親族内承継、親族外承継（従業員等、第三者）に対する経営、税務、法務、労務に係る支援 

 

７ 経営発達支援事業の振興の目標 

「観光産業の振興」と「後継者の育成」を重点的に事業展開し、今後 5年間で地域の人口減少や高齢

化など直面する課題に対応して、活力ある小規模事業者を育成することにより、観光振興等の地域活性

化事業を実施し、観光客を増加していくことを目標とし、次の 5年間につなげていく。 

このようにして、観光振興に資する事業の実施による観光客の増加や地域特産品の開発、販路拡大等

を強化することにより小規模事業者の成長発展ひいては地域全体の活性化を図っていくものとする。 

 

８ 経営発達支援事業の方針 

経営発達支援計画の目標を達成するための、次の 7つの方針を定める。 

（１） 町内の経済動向や消費動向・産業連関分析や広域的な経済動向調査に基づき調査・分析するこ

とにより小規模事業者支援に向けたデータ蓄積、情報収集、分析、提供を行う。 

 

（２） 個別の経営分析を行うことで現状把握を行い、経営改善に向けてきめ細かな支援を行う。 

 

（３） 地域の経済状況、経営分析、需要動向データ等を基にして、各機関との連携による事業計画策

定支援を行う。 

 

（４） 新商品やサービスについて、顧客開拓や販売促進の支援を重点的に行う。 
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（５） 後継者に対する事業承継支援について、青年経営者や各事業者の資質向上を図り、小規模事業

者からの視点に立った長期戦略に基づき支援を行う。 

 

（６） 関係機関との地域活性化に向けた連携体制を構築して、支援ノウハウや地域情報の共有など情

報交換を行いながら、支援に向けた取り組みを連携して実施する。 

 

（７） 経験ノウハウ等による個人能力に依存しない商工会職員全体の能力標準化にむけた取り組みを

行うことにより支援の実効性を向上させるとともに、経営発達支援事業について客観的に評価・

修正する仕組みづくりを行う。 
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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 31年度）～平成 36年 3月 31日の 5年間（平成 35年度） 

 

（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】 

（調査目的） 

これまで、様々な経済動向に関する調査が行われているが、事業者数に対してエリアが広域的なた

め、町内の経済動向を把握するまでには至っていない。 

今回の計画において、町内外の経済動向の調査並びに分析を経営指導員が主となり他の外部業者等

と連携を図り実施することにより、支援を行う事業者および地域状況を明確に把握し支援できる環境

を整え、重点支援先とする観光産業に関するデータの収集を行うことを目的とする。 

（調査項目） 

・町内経済動向調査（業況、売上、利益、在庫、雇用、賃金） 

・観光産業実態調査（売上、利益、来客者の状況） 

・県内経済動向分析（個人消費、生産活動、投資活動、景況、雇用、倒産） 

（調査対象者） 

町内経済動向調査…記帳代行事業所を中心とし、管内 100事業者（商業 40、工業 5、建設業 15、 

サービス業 40）への調査を行う。 

観光産業実態調査…観光事業者のうち物産品販売業者に対して調査を行う。 

（調査手段） 

町内経済動向調査については、記帳代行事業所を中心に該当事業者のリストアップを行い、基本的に

は、経営指導員等が商工会の窓口、または事業所への巡回においてヒアリングにより行う。観光産業実

態調査については、物産館および土産品店等を調査対象とし、観光客の来店人数推移、性別、年齢、グ

ループ人数や交通手段等の傾向からの来町観光客の動向を把握する。両調査ともに、高森町役場政策推

進課や高森町観光協会とも連携してデータの収集および調査を行う。【新規事業】 

県内経済動向分析については、熊本県景気動向指数、経済センサスのデータを基に、地域における課

題を抽出し、創業支援、巡回指導、窓口指導等で活用できる情報を選別し収集する。【既存事業の改善】 

（調査結果の活用方法） 

 小規模事業者への分析結果を対象事業所の経営者へ解説し、次の事業計画策定等に活かすとともに、

集計した総合結果をホームページにて公表する。 

（実施者） 

 経営指導員および経営支援員等。必要に応じて外部専門家に委託する。 

（数値目標） 

 

 

方法手段等 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

町内経済動向調

査（対象企業数） 

0 100 0 100 0 100 

観光産業実態調

査（対象企業数） 

0 10 10 10 10 10 

県内経済動向分

析（回） 

1 1 1 1 1 1 



- 12 - 
 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

（分析目的） 

 これまで経営状況分析については、融資の設備投資や条件変更、経営革新や持続化補助金の申請の際

など必要な場合にのみ支援を行ってきたが、その他の事業者に対して経営状況の分析及びそのデータ

の活用について十分出来ていない部分がある。 

当事業により、記帳代行事業者を中心として重点支援先である観光関連事業者および後継者を有す

る事業者等に対して、事業計画策定等の経営指導において経営力向上につながる効果的な経営状況の

分析を行うことを目的とする。 

（分析項目） 

・経営資源、経営機能等強み弱み分析（ＳＷＯＴ分析） 

・商品力分析 

・販売力分析 

・生産力分析 

・管理力分析 

・顧客満足達成度分析 

・収益性、安定性、生産性、将来性など財務分析 

（支援対象者） 

・観光関連事業者（運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工販売業） 

・後継者を有する事業者 

 

 

（分析の方法・手段） 

 記帳代行事業者のほか、セミナーや巡回指導により分析支援対象者の掘り起しを行い、ネットで記帳

システムおよび中小企業基盤整備機構「経営自己診断システム」などの経営分析ツールも活用しながら

分析する。【既存事業の改善】 

 また、経営指導員によるサポート体制を構築し、財務分析については、分析結果を、(株)日本政策金

融公庫やＴＫＣ等が開示している経営指標と比較することにより経営課題を抽出する。【既存事業の改

善】 

（分析の活用方法） 

分析結果について、分析対象の観光関連事業者へフィードバックし、おもてなし・サービスの質・生

産管理や店舗構成、月間販売計画等の日常的な業務の改善を図ると共に、分析結果をもとに、中長期的

な事業計画策定等にも活用していく。 

（実施者） 

 経営指導員および経営支援員等。必要に応じて外部専門家を活用する。 

（数値目標） 

 

 

 

 

 

方法手段等 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

経営分析件数 

（事業者数） 

10 15 

 

20 

 

25 

 

30 35 

うち観光関連

事業者数 
  5 8 12 16 20 24 

うち後継者有

する事業者数 
  5 7 8 

 

9 10 11 
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３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（支援目標） 

これまで経営計画策定については、融資の設備投資や条件変更、経営革新や持続化補助金の申請の際

など必要な場合にのみ事業計画の策定支援を行ってきた。しかし、事業を持続的に継続していく上で、

あるいは新たな事業展開を進めていく際など、あらゆる場面で適切な事業計画を策定することが必要

となる。 

事業計画は、地域の経済動向調査、経営状況の分析、需要動向調査を踏まえて計画策定を行なうこと

が重要となる。また、創業者は創業計画の策定は必須であり、創業（予定）者に対しては特に積極的な

支援を行わなければならない。 

当商工会では事業計画策定の支援にあたっては、高森町、熊本県商工会連合会、地域金融機関などと

連携しながら支援を行う。 

（支援項目） 

・事業計画策定に向けた営業戦略や生産戦略の構築および収支計画、資金計画等の支援 

・短期経営計画、中長期経営計画の策定への支援 

（支援対象者） 

・観光関連事業者（運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工販売業） 

・後継者を有する事業者 

・創業予定者 

（支援の方法、手段） 

・経営分析を行った観光関連産業（観光関連業種：運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工販売

業）の事業者に対して、巡回および窓口指導を通じて、事業計画策定の必要性を促し、策定支援を

行う。【新規事業】 

・後継者に対する事業承継計画についても、青年経営者への研修事業等を通じてＰＲを行い、積極的

に策定支援を実施する。【既存事業の改善】 

・事業計画策定に関する講習会を開催し、受講者に対して経営計画策定への支援を行う。 

【既存事業の改善】 

・創業予定者については、高森町の創業支援事業計画に基づき、町行政や金融機関との連携により、

広報活動や創業セミナーの開催を実施し、当商工会による事業計画策定の支援対象としていく。

【既存事業の改善】 

（実施者） 

 経営指導員および経営支援員等。必要に応じて外部専門家を活用する。 

（数値目標） 

 

 

 

方法手段等 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

セミナー開催回数 
1 1 1 1 1 1 

セミナー参加者数 10 12 14 16 18 20 

事業計画策定事業者数 10 11 12 13 14 15 

うち観光関連事業者数 4 5 5 6 6 7 

うち後継者有する事

業者数 3 3 4 4 5 5 

うち創業計画策定数 1 2    2 2 2 2 
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４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（支援目的） 

 事業計画を策定した事業者に対し、これまでは必要に応じて不定期的にフォローアップを行ってき

た。しかし、その経営計画をＰＤＣＡサイクルに乗せて、定期的に計画の進捗状況を把握し、その状況

に応じて計画の見直し・変更なども重要となる。そのため、これまで以上に支援体制を充実させ、定期

的にフォローアップ支援を行う。 

（支援項目） 

・マイルストーンによる進捗管理・日々の営業活動（接客、陳列等）のチェック、フォロー 

・資金繰り・人材育成・計画の見直し 

（支援対象者） 

当商工会の支援を受けて事業計画を策定した全ての事業者を対象とする。 

（支援方法・手段） 

事業計画を策定した事業所に、経営指導員が、定期的（４半期ごと１回）に巡回し、進捗管理により

資金繰りや人材育成等の必要な指導・助言によるフォローアップを実施する。【既存事業の改善】 

創業者に対しては、事業計画の進捗状況に係る支援だけでなく、経理や税務、労務などの経営全般に

関しての綿密なフォローアップを行う。【既存事業の改善】 

（実施者） 

 経営指導員および経営支援員等。必要に応じて外部専門家を活用する。 

（数値目標） 

 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

（調査目的） 

今後、熊本地震からの鉄道及び国道の、当町への主要交通網の復旧に伴い観光客の増加が見込まれる

ため、重点支援する対象業種である観光関連産業（運輸業、宿泊業、小売業、飲食業、食品加工販売業）

のうち特に地域の特産品を生産している製造業、食品加工販売業の方向性を探るため、関連事業者を通

じて観光客への需要動向調査を行うことによりニーズを把握する。 

（調査項目） 

・町外からの観光客の個店でのニーズ、満足度の調査（年齢、性別、住所地、訪問地、宿泊有無、観

光評価等） 

・町外からの観光客の物産品など個店での購入内容、食料品の場合は、見た目、味、大きさ等、非食

料品の場合は、見た目、大きさ、珍しさ、種類等の調査（事業所名、商品名、購入数量、購入金額、

頻度、サービス度）、購入者属性（年齢、性別、世帯種別、居住地域等） 

（調査対象者） 

町外からの観光客に対して行う。 

（調査方法・手段） 

 町内において、比較的町外からの来訪者が多い高森町観光協会、高森湧水トンネル公園、飲食店への

来客者に対して、高森町と連携しアンケート調査を行い需要動向について把握する。【新規事業】 

 

方法手段等 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回数 40 44 48 52 56 60 

うち観光関連事業者数 5 6 6 7 7 8 

うち後継者有する事業

者数 
4 4 4 4 5 5 

うち創業計画策定者数  1   1     2 2 2 2 
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（活用方法） 

 調査で収集された情報について、観光客が求める商品、売れる商品とは何かという視点から分析を行

い、その結果については、観光関連事業者に対して情報提供するとともに、特に、食品製造業者や菓子

製造業者などの新商品・サービスの開発や販路開拓に積極的に活用していく。また、高森町観光協会な

どの各種団体とも結果については共有し、それぞれの事業の実施のために役立てる。 

（実施者） 

 経営指導員および経営支援員。必要に応じて外部専門家に委託する。 

（数値目標） 

  

６ 新たな需要の開拓支援に関すること【指針④】 

（支援目的） 

これまで、物産展への出展などによる販路開拓支援などの取り組みを行ってきたが、関連事業者への

更なる売上増を目指した販路開拓・顧客開拓が課題となっている。 

また、商品開発については、町役場政策推進課や町観光協会などの連携により、町内の様々なところ

で新たな特産品開発の取り組みが進められている。 

今後については、熊本地震からの鉄道及び国道の、当町への主要交通網の復旧に伴う観光客の増加が

見込まれ、観光客向けの特産品開発の必要性は増しており、当商工会も連携して支援していく必要があ

るが、集団による商品開発については観光協会等の事業に委ねることとし、地域における商工会の役割

としては販路支援に重点をおいた支援を行う。 

（支援項目） 

・地域の特色ある商品についての販路開拓支援 

・食品製造業および飲食業の事業者に対する個別の新商品開発支援 

（支援対象者） 

需要動向調査を行い、事業計画策定支援や事業計画策定後の実施支援を行った観光関連事業者のう

ち食品製造業および飲食業の事業者を対象とする。 

（支援の方法・手段） 

・経営指導員および経営支援員等による巡回指導、窓口指導を通じて、これまで商品開発を支援した

商品およびその他の特産品等の商品を絞り込み、見た目・味・価格・パッケージデザイン等など商

品の高付加価値化を目指したブラッシュアップ支援を行う。【既存事業の改善】 

・町内の優れた特産品でありながら地域外には認知されていない隠れた特産品を広くＰＲしていく。

ＰＲに当たっては、パンフレットを作成し県内商工会等に配布また WEB ページも活用して製品特

徴や生産者の顔を含めて情報発信を行い、新規取引先の開拓に向けた販路支援に取り組む。【新規

事業】 

・全国商工会連合会公式のサイトである「ニッポンセレクト」は、農商工連携や地域資源の活用など

により開発した商品等や、魅力ある隠れた地域産品等を紹介・普及を行うことができるよう、自社

で販売 WEB サイトを開設することなく小規模事業者が全国に向けて販売できるシステムである。

一定の審査はあるものの、大きな販路開拓につながる可能性があり積極的に域内の事業者が出展

できるよう積極的に登録申請手続きなど支援することで同サイト上の BtoC取引ばかりでなく発信

された情報が BtoB取引につながるよう積極的に支援していく。【既存事業の改善】 

・熊本県内最大級の物産展である「くまもと物産フェア」（主催：熊本県商工会連合会）は、県下商

方法手段等 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

支援対象事業者数 

（人） 
  0 5  5     7  7     8 

観光客商品ニーズ

調査対象者数（人） 
  0 100 100    100 100    100 
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工会・農業団体・物産振興団体等と協同して開催されている。県下の消費者のみでなくバイヤーも

多く、新規取引先への販路開拓にむけて出展案内および出展費の一部助成を行い支援していく。                       

【既存事業の改善】 

（実施者） 

 経営指導員および経営支援員等。必要に応じて外部専門家を活用する。 

（数値目標） 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

１ 地域経済活性化に関すること 

（課題） 

高森町の人口推移は、年々減少の一途を辿り、少子高齢化が急激に進んでいる。町では定住対策が

行われているが、統計では、最近５年間で４００名超の減少があり今後も人口減少が予想される。地

域の経済を活性化させるためには、観光客を中心に地域産業に波及させる必要がある。しかし、昨年

の熊本地震により南阿蘇鉄道が甚大な被害を受け立野駅～中松駅間が不通となりまた、阿蘇大橋の崩

落により、幹線道路が寸断され観光客が激減し地域経済が疲弊してしまった。最近になって、国道５

７号線の立野までの道路が開通し、徐々にではあるが、観光客が戻りつつあるが、現状では、イベン

トの開催による集客など商工業者への波及効果については限定的なところがあり、今後の地域振興事

業への関わり方については商工業者の売上・収益増などの波及効果について検証し、改善して取り組

まなければならない。 

（これまでの取り組み） 

① 風鎮祭…８月中旬に開催される五穀豊穣祈願の伝統的な祭りで、高森町商店街一帯で開催される。

祭りの目玉は、造り物が街中を回る「山引き」、や各種団体の総踊り、花火大会、各向上会による

「にわかコンクール」などがある。実行委員会事務局として祭りの運営を行っている。 

② 高森湧水トンネル七夕まつり…町役場主催で、７月上旬に毎年、高森湧水トンネルで開催され、地

元商業者の出店、各種団体により作成されたトンネル内の七夕飾り、商工会青年部によるヤマメの

つかみ取り、商工会女性部による出店が行われる。 

③ 秋の味まつり…毎年、１０月下旬に、町観光協会主催で高森町観光交流センター広場にて開催され、

地元商業者による高森名物のおいしい食べ物が堪能でき、特産品の販売もある。 

④ 新酒とふるさとの味まつり…町観光協会主催で、２月中旬から１ヶ月間にわたり開催され、地元飲

食店、旅館等のみでの新酒を販売する。期間最後の日曜日には、町観光交流センター広場にて地元

商業者、商工会青年部・女性部による出店がある。 

⑤ 初市…毎年 3月 20 日、21 日に高森商店街で開催し、花、苗木、陶器などの商品が販売される。商

工会の事務委託団体「高森商店会」が事務局として催しの運営を行っている。 

⑥ プレミアム付き宿泊商品券発行…宿泊限定「きてはいよ！おもてなし宿泊商品券」５，０００円の

商品券を３，０００円で販売し、３５０枚を平成２９年３月１２日から独自に発行した。 

方法手段等 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

商品開発支援

対象者数 
（うち新規成約） 

  1 

（0） 

  2 

（1） 

  2 

（1） 

   2 

（1） 

3 

（1） 

3 

（1） 

ニッポンセレ

クト販売者 
（うち新規成約） 

0 

（0） 

1 

（1） 

2 

（1） 

 2 

（1） 

3 

（1） 

3 

（1） 

くまもと物産

フェア出展者 
（うち新規成約） 

6 

（1） 

6 

（1） 

7 

（0） 

7  

（0） 

8 

（1） 

8 

（1） 

新規成約者 
1 3 2 2 3 3 
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⑦ プレミアム付き商品券発行…国の緊急経済対策に伴い、平成２７年度、プレミアム２０％の商品券

を販売した。商工会は、事務運営を行った。 

 

（事業内容） 

（１）既存事業の改善事業 

前述のこれまでの取り組み事業のうち①～⑤については、これまでの取り組みを検証・評価し、地域

のイベント等を通じて町内の観光地や特産品のＰＲを行い、町内外の来客者の賑わいが、地域全体に広

がる賑いに貢献するとともに、商工業者の振興につながるように事業を改善していく。そのために、各

イベントについて当商工会と連携して事業に取り組んできた、高森町、高森町観光協会、阿蘇農業協同

組合、阿蘇森林組合などと今後も連携しながら継続的に取り組んでいくなかで、各機関の役割を明確化

していく。 

（２）新たに取り組む事業 

地域経済の活性化に向けては、人口減少する反面、今後増加が予想される観光客を地域産業に波及さ

せなければならないが、観光振興への取り組みは商工業者の力だけでは達成が困難であるため、行政や

町内の各種団体など連携・協力の仕組みとして次の組織を新設し、地域経営の視点で、提言し活動して

いくこととする。 

・高森町地域活性化協議会（仮称）…高森町内の地域活性化事業について、高森町・高森町観光協会・

阿蘇農業協同組合・阿蘇森林組合・高森町商工会により組織する。定例会は、各機関の持つ情報や

支援ノウハウや事業の進捗状況を共有する場として年１回開催する。また、定例会では、交流人

口、イベントの集客数、観光施設の来場数や観光関連産業である飲食、特産品等の販売状況などの

観光関連事業者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事業が地区内小

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。併せて、協議会メンバーの連携を強化

して地域イベント等に取り組むことで、地域のブランド化を図り、町外からの観光客を増やし、地

域経済への波及効果の拡大を目指す。 

 

 

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 

（目的） 

これまで、阿蘇郡市内の商工会との間では連絡協議会及び南阿蘇地区商工会広域連携があり支援力

向上に向けた連携体制がとられているものの、高森町商工会と地元金融機関の間については、案件ごと

に連携して経営支援することはあったが、金融や事業者支援の情報交換を目的としての連携体制は出

来ておらず、その仕組みを作ることが必要となっている。 

（実施内容） 

・阿蘇郡市内にある阿蘇市商工会、南小国町商工会、小国町商工会、高森町商工会、産山村商工会、

南阿蘇村商工会、西原村商工会で組織する阿蘇地区商工会連絡協議会における経営指導員部会及

び経営支援員等部会の研修(経営指導員部会 年 2回～3回、経営支援員等部会 年 1回～2回)に

おいて地域の動向、支援体制、支援の現状、事業の実施について情報交換をする。特に、上部団体

である熊本県商工会連合会には方策等について随時指導を受けながら事業を進めるとともに、熊

本県商工会連合会に登録されているエキスパートバンクの外部専門家を積極的に行い、より専門

性の高い支援ノウハウの習得に努める。【既存事業の改善】 

・高森町商工会、肥後銀行高森支店、熊本県信用組合高森支店等の支援機関による金融懇談会を年 1

回開催し、地域内の経済動向や金融動向について情報交換を実施する。その際、会議には各支援機

関の所属長のみではなく支援担当者が出席し、事業所の資金需要に対応するための情報、事業計画

策定、地域の創業の状況等など情報共有により、事業者への経営支援がスムーズに実施できる体制

を構築する。【新規事業】 

（実施者） 

 全職員（経営指導員、経営支援員、記帳指導員） 
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２ 経営指導員等の資質向上に関すること 

（目的） 

これまで経営指導員や経営支援員の経験ノウハウや指導スキルなど属人的に依存する体質であった

が、熊本県商工会連合会での専門研修会や WEB 研修など充実が図られ全体的なスキルの均一化とスキ

ルアップに向けた取り組みがなされている。 

また、以前は、金融・記帳指導が支援業務の中心だったものが、経営革新や事業承継など、支援内容

がさらに専門化してきており、事業所の持続的発展に向け、伴走型支援の充実を図るための Off‐JTと

OJT を組み合わせた更なる戦略的・計画的な資質向上を行うとともに、経営指導員のみならず、その他

職員との経営支援の詳細な情報の共有化をさらに強化し、組織全体の支援能力の向上を図る。 

（実施項目） 

① 熊本県商工会連合会主催の研修 

毎年、経営指導員が参加する専門スタッフ研修会「一般研修・特別研修」および経営支援員が参加す

る「基本能力研修」については、受講対象となる全ての職員が参加し、職種に応じた支援ノウハウの習

得に努める。 

②阿蘇地区商工会職員の資質向上研修 

阿蘇郡市内にある商工会の職員で組織する熊本県商工会職員協議会阿蘇支部で開催する経営指導員

部会研修・経営支援員等部会研修に参加する。この研修会は、業務に必要なテーマを一つに絞り専門

的で自主的な研修会として開催されており、積極的に受講することにより支援に必要な知識を習得す

る。 

③全国商工会連合会の経営指導員等ＷＥＢ研修  

研修クラウド型 eラーニングである経営指導員等ＷＥＢ研修について、経営指導員だけでなく全ての

経営支援員も参加して各職員が日頃から自主学習を行うことにより職員全体の支援力向上を図る。 

④職員研究会 

職員で、四半期ごとに研究会を開催し、支援先の進捗状況や自らが出席した研修会等の内容報告を行

い、支援情報・知識の共有化を図り、事業者への支援力の向上を実行していく。 

⑤専門家指導における同伴訪問指導などＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上 

熊本県商工会連合会エキスパートバンクによる専門家相談に同行することで、実際の支援現場にお

ける支援手法を体得することにより、支援能力の向上を図る。また、日常的な業務である巡回指導、窓

口指導の際に、若手職員がベテラン職員に同伴することにより、実践的な支援能力の向上を図る。 

⑥全国商工会連合会基幹システムによる経営支援情報の蓄積 

経営指導員等に属人的に集積しがちな支援ノウハウや成功事例、小規模事業者の経営分析結果など

の情報を共有するため、全国商工会連合会の基幹システム（会員情報）上の経営カルテ上に巡回、窓口

相談の都度、その支援内容を記録し、経営指導員、経営支援員等が各事業所に対する支援内容を把握し

共有する。また、調査データ等についても全職員が閲覧できるよう共有フォルダ上に保存する。 

 

（実施の方法・手段） 

・経営指導員、経営支援員に支援能力向上のため Oｆｆ-JT と OJT とを連動させながら強化してい

く。 

特に、熊本県商工会連合会の専門家派遣事業により多くの専門家に帯同し経験を積むことで実

践的なアドバイスが出来る体制につなげていく。【既存事業の改善】 

・熊本県商工会連合会や外部団体等の研修に参加する。今後も積極的に受講し支援能力向上を進め

るとともに、Ｗeb 研修や中小企業基盤整備機構が配信するインターネット支援サービスを積極的

に活用しながら各自の資質向上を図る。【既存事業の改善】 

・支援内容の共有化を図るためのツールとして、電子カルテである全国商工会連合会基幹システム

に経営指導員および経営支援員が入力した支援情報を更に活用し、指導・助言内容、情報収集方法

を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を行う。【既存事業の改善】 
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（実施者） 

 全職員（経営指導員、経営支援員、記帳指導員）必要に応じて外部専門家に委託する。 

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 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況成果について、ＰＤＣＡサイクルに基づき評価・検証及び見

直しを行う。 

なお、評価・検証を行う資料として年度ごとに報告書を作成し、新設する経営発達支援事業評価委員

会が担当者や事業者等へのヒアリングなどにより評価を行う。 

評価は、原則１年に１回とするが、計画の大幅な変更などが生じた場合などはその都度行う。 

なお、評価および見直しに関する手順はつぎのとおりとする。 

① 職員会議により事業の進捗管理・検証を行う。 

② 正副会長会議および総務委員会により本事業の内部評価を行う。 

③ 行政商工担当者、金融機関担当者や中小企業診断士等の外部有識者を交えて経営発達支援事業評価

委員会（外部評価）を実施し、事業の実施状況評価、成果の見直し案の提示を行う。 

④ 理事会において、評価結果を基に、目標・計画の見直しの方針を決定する。 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果については、総会へ報告し、承認を受ける。 

⑥ ⑤事業の成果・評価・見直しの結果を高森町商工会ホームページで公表する。 
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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 

（令和２年４月現在） 
（１）組織体制  

                                         

【事務局体制】 

  経営指導員２名 経営支援員２名 記帳指導員１名  (合計) ５名 

（２）連絡先 

所在地 熊本県阿蘇郡高森町大字高森１６１４‐３ 
 電 話 ０９６７－６２－０２７４ 

  ＦＡＸ ０９６７－６２－０７８２ 

 Ｅﾒｰﾙ  takamori-shoko@wine.ocn.ne.jp 

【事業計画・報告承認】総会

会員２３３名

【内部評価】

正副会長会議および総務委員会

会 長１名

副会長２名

総務委員（理事）７名

【事業計画・報告審議】理事会

会 長１名

副会長２名

理事１５名

【外部評価】

経営発達支援事業評価委員会 

外部有識者 

（高森町役場、中小企業診断

士など）

【事業計画立案・事業実施】事務局

経営指導員２名・経営支援員２名

記帳指導員１名

※事業実施は、高森町管内区域において

経営指導員…主担当  

経営支援員・記帳指導員…副担当

【事業実施に関わる内部協力】 
青年部 37名、女性部 71名、業種別正副委員長

（商業.観光 2名、工業 2名）…業承継、セミナー 

商業・観光委員会 9名 

  …調査事業、地域振興 

工業委員会名 

  …調査事業、地域振興 
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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 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 400 400 400 400 400 

 

 

経済動向調査 

 

経営分析・需要

動向調査 

 

事業計画策定 

 

販路開拓支援 

 

地域活性化事

業 

 

地域活性化連

絡会議 

 

経営指導員等

の資質向上 

 

事業評価見直

し 

 

 

50 

 

40 

 

 

30 

 

100 

 

50 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

40 

 

 

30 

 

100 

 

50 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

40 

 

 

30 

 

100 

 

50 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

40 

 

 

30 

 

100 

 

50 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

40 

 

 

30 

 

100 

 

50 

 

 

30 

 

 

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 

会費、手数料収入、事業受託料、繰入金収入、雑収入 

※各種共済推進等に取り組み手数料収入をはじめとして財源を確保する。 

 

 

（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）地域経済動向調査に関すること（内容：Ｐ24 のとおり） 

高森町、熊本県商工会連合会、高森町観光協会、阿蘇農業協同組合、阿蘇森林組合 
  日本政策金融公庫熊本支店、肥後銀行高森支店、熊本県信用組合高森支店 
 
（２）需要動向調査に関すること（内容：Ｐ24 のとおり） 
 高森町、熊本県商工会連合会、高森町観光協会、阿蘇農業協同組合、阿蘇森林組合 
  熊本県立高森高等学校 
 
（３）新たな需要の開拓支援に関すること（内容：Ｐ24 のとおり） 

熊本県、高森町、熊本県商工会連合会、高森町観光協会、阿蘇農業協同組合 
阿蘇森林組合、熊本県立高森高等学校 

 
（４）経営状況の分析に関すること（内容：Ｐ25 のとおり） 

熊本県、熊本県商工会連合会 
 
（５）事業計画策定に関すること（内容：Ｐ25・Ｐ26 のとおり） 

高森町、熊本県商工会連合会、肥後銀行高森支店、熊本県信用組合高森支店 
 
（６）事業計画策定後の実施支援に関すること（内容：Ｐ26 のとおり） 
熊本県、高森町、熊本県商工会連合会、日本政策金融公庫熊本支店、肥後銀行高森

支店、熊本県信用組合高森支店 
 
（７）地域活性化に資する取り組み（内容：Ｐ26 のとおり） 
高森町、高森町観光協会、阿蘇農業協同組合、阿蘇森林組合、肥後銀行高森支店、

熊本県信用組合高森支店、熊本県立高森高等学校 
 
（８）経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取り組み（内容：Ｐ26 のとお

り） 
 高森町、熊本県商工会連合会、高森町観光協会、阿蘇農業協同組合、阿蘇森林組合

肥後銀行高森支店、熊本県信用組合高森支店、熊本県立高森高等学校 
 

連携者及びその役割 
 

熊本県 
 知事 蒲島 郁夫 
 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号   TEL096-383-1111 
 担当 ：熊本県商工観光労働部商工振興金融課 
高森町 
 町長 草村 大成 
 熊本県阿蘇郡高森町高森２１６８番地      TEL0967-62-1111 
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  担当 ：高森町政策推進課         
熊本県商工会連合会 
 会長 笠 愛一郎   
 熊本県熊本市中央区南熊本５-１-１        TEL096-372-2500 
 担当 ：熊本県商工会連合会 経営支援課 
一般社団法人高森町観光協会    
 会長 後藤 巌 
熊本県阿蘇郡高森町高森１６１４-３       TEL0967-62-2233 

 担当 ：高森町観光協会事務局                
阿蘇農業協同組合 
 組合長 原山 寅雄 
 熊本県阿蘇市一の宮町宮地３８７番地５      TEL0967-22-6111 
 担当   ：高森中央支所            
阿蘇森林組合 
 組合長 阿南 忠治 
 熊本県阿蘇市蔵原８８５‐１          TEL0967-34-0335 
 担当  ：高森支所 
(株)日本政策金融公庫 熊本支店 
 国民生活事業統括 山藤 泰之 
 熊本県熊本市中央区安政町４-２２         TEL096-353-6182 
 担当   ：国民生活事業      
(株)肥後銀行 高森支店 
 支店長 冨森 将 
 熊本県阿蘇郡高森町高森１６５０‐１        TEL0967-62-0621 
 担当   ：高森支店               
熊本県信用組合 高森支店 
 支店長 藤原 康浩 
熊本県阿蘇郡高森町高森１６２１-１             TEL0967-62-0721 
担当   ：高森支店             

熊本県立高森高等学校 
 校 長  光永 幸生 
 熊本県阿蘇郡高森町高森１５５７        TEL0967-62-0185 
 担当  ：高森高校 

 
連携体制図等 
別頁のとおり 

（団体連携図 P24～P26 および連携体系図 P27） 
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経営発達支援事業 団体連携図 

 
 
 
 

経済動向調査 需要動向調査 

ヒアリング調査事業 アンケート調査事業 

専門家派遣 周 知 専門家派遣 周 知 
NO 団体名 

1 熊本県     
2 高森町  ○  ○ 
3 熊本県商工会連合会 ○  ○  
4 高森町観光協会  ○  ○ 
5 阿蘇農業協同組合  ○  ○ 
6 阿蘇森林組合  ○  ○ 
7 日本政策金融公庫熊本支店  ○   

8 肥後銀行 高森支店  ○   

9 熊本県信用組合 高森支店  ○   

10 熊本県立高森高等学校    ○ 
 

 
 需要開拓支援 

個別指導事業 販路開拓事業 

専門家派遣 助言・指導 専門家派遣 周 知 
NO 団体名 

1 熊本県   ○ ○ 
2 高森町  ○  ○ 
3 熊本県商工会連合会 ○ ○ ○ ○ 
4 高森町観光協会  ○  ○ 
5 阿蘇農業協同組合  ○  ○ 
6 阿蘇森林組合  ○  ○ 
7 日本政策金融公庫熊本支店     
8 肥後銀行 高森支店     

9 熊本県信用組合 高森支店     

10 熊本県立高森高等学校      ○ 
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経営発達支援事業 団体連携図 

 
 経営分析支援 事業計画の策定・実施支援 

個別指導事業 セミナー開催 事業計画書策定 
・実施支援 

専門家

派遣 
助言・

指導 
講師

紹介 周知 
事業計画

書策定専

門家派遣 
事業計画フォ

ローアップ NO 団体名 
1 熊本県  ○     
2 高森町    ○   
3 熊本県商工会連合会 ○ ○ ○  ○ ○ 
4 高森町観光協会       
5 阿蘇農業協同組合       
6 阿蘇森林組合       
7 日本政策金融公庫熊本支店       
8 肥後銀行 高森支店    ○   
9 熊本県信用組合 高森支店    ○   

10 熊本県立高森高等学校       

 
 

 後継者育成、事業承継支援 
後継者育成 
個別集団指導 事業承継対策 

専門家派遣 指導・助言 融資・補助金 指導・助言 NO 団体名 
1 熊本県   ○  
2 高森町  ○ ○ ○ 
3 熊本県商工会連合会 ○ ○  ○ 
4 高森町観光協会     
5 阿蘇農業協同組合     
6 阿蘇森林組合     
7 日本政策金融公庫熊本支店   ○  
8 肥後銀行 高森支店   ○  
9 熊本県信用組合 高森支店   ○  

10 熊本県立高森高等学校     
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経営発達支援事業 団体連携図 

 
 経営革新（第２創業共）、創業支援 

経営革新（第２創業共） 創業 

融資・ 
補助金 

専門家派遣

等指導・助

言 

融資・ 
補助金 

専門家派遣

等指導・助

言 NO 団体名 

1 熊本県 ○  ○  
2 高森町   ○  
3 熊本県商工会連合会  ○  ○ 
4 高森町観光協会     
5 阿蘇農業協同組合     
6 阿蘇森林組合     
7 日本政策金融公庫熊本支店 ○ ○ ○ ○ 
8 肥後銀行 高森支店 ○ ○ ○ ○ 
9 熊本県信用組合 高森支店 ○ ○ ○ ○ 
10 熊本県立高森高等学校     

 
 

 
地域経済活性化事業 支援力向上 

イベント開

催 
高森町地域活性

化協議会（仮

称） 
情報交換 事業評価 NO 団体名 

1 熊本県     
2 高森町 ○ ○ ○ ○ 
3 熊本県商工会連合会   ○ ○ 
4 高森町観光協会 ○ ○ ○ ○ 
5 阿蘇農業協同組合 ○ ○ ○ ○ 
6 阿蘇森林組合 ○ ○ ○ ○ 
7 日本政策金融公庫熊本支店     

8 肥後銀行 高森支店 ○ ○ ○ ○ 
9 熊本県信用組合 高森支店 ○ ○ ○ ○ 

10 熊本県立高森高等学校 ○ ○ ○ ○ 
 
 



- 27 - 
 

 

連 携 体 制 図 
 

経営分析・需要動向調査 
高森町、熊本県商工会連合会、高森町観光協会、阿蘇農業協同組合、阿蘇森林組

合、日本政策金融公庫熊本支店、肥後銀行高森支店、熊本県信用組合 高森支店 
熊本県立高森高等学校 

 
 
 

需要開拓支援  
      

経営分析・事業計画の策定・実施支

援 
熊本県、高森町、熊本県商工会連合会、高森町観光協会、阿

蘇農業協同組合、阿蘇森林組合、熊本県立高森高等学校 
熊本県、高森町、熊本県商工会連合会、高森町観光協会、肥後銀行 高森支

店、熊本県信用組合 高森支店 

 
 
 
 
                        
              
 

 

高森町商工会 
 

 
 
 
                                
 
 
 
 

事業計画策定・後継者育成・事業承継・経営革新・創業支援  
 

地域経済活性化・支援力向上 
熊本県、山都町、熊本県商工会連合会、日本政策金融公庫熊本支店、肥後銀行 高森支店、熊本県信

用組合 高森支店 
高森町、熊本県商工会連合会、高森町観光協会、阿蘇農業協同組合、

阿蘇森林組合、肥後銀行 高森支店、熊本県信用組合 高森支店、熊本

県立高森高等学校 
 

連

携 

連

携 
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