
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
西原村商工会（法人番号：７３３０００５００２５６３ ） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

地域の小規模事業者の熊本地震からの復興と持続的な発展のため、各

種調査・分析、事業計画策定等、経営力・商品力の強化に対する支援を

行う。また地域経済の活性化のため観光・物産等地域資源の掘り起こし、

新たな需要の開拓を図り、小規模事業者の持続的な発展のため伴走型支

援を行う。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域経済動向及び小規模事業の実態調査を行い、調査・分析の結果

を地域内小規模事業者に公表し小規模事業者の経営発達及び経営発達

支援に繋げる。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  小規模事業者の経営動向、内・外部環境、財務について経営分析を

行い経営計画策定に繫げる。 

３．経営計画策定に関すること【指針②】 

  調査・経営分析結果をもとに、経営革新・創業・事業承継・事業継

続計画等についての計画策定支援を実施し小規模事業者の持続的発展

に資する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  策定した事業計画の実現の為、策定以降も適切な期間伴走して支援

を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

商品・サービスの需要動向に関する調査を行い、顧客の求めるニー

ズを収集・調査・分析することで、売り手の主観に偏りがちな販路方

法等について、適切な情報を提供し販路拡大に繋げる。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  小規模事業者の販路開拓、知名度の向上を図るため、展示会・商談

会への参加とＩＴを活用した取り組みを推進する。 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取り組み 

 既存の地域活性化事業の取り組みの検証・評価を行うとともに、地域

資源を活用した観光・商品開発等の新たな取り組みとして、行政や地域

関連団体と連携して取り組む。 

連絡先 

西原村商工会  

住所：熊本県阿蘇郡西原村小森 3166-3 

電話：096-279-2295 ファクシミリ：096-279-2319 

E-mail：nisihara@jewel.ocn.ne.jp

http://nishiharashoko.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 概要 
⑴ 西原村の現状と動向 

 熊本県の中心部熊本市から東方 20 ㎞の地点に位置し、東西約 9 ㎞、南北 8.5 ㎞、総面積

77.23 ㎢で、東は阿蘇郡南阿蘇村に、北は菊池郡大津町、北西部は阿蘇くまもと空港に、南

は上益城郡御船町及び同郡山都町に接しています。村の東部は、阿蘇外輪山の一部である標

高 1,095ｍの俵山を中心とする広大な原野と山林からなり、面積は約 6,126ha で総面積の

80％を原野と山林が占めています。山麓と上益城郡益城町に接する台地は耕地として畑、ま

たは樹園地として利用されているほか、西流す

る鳥子川と木山川流域とその他の小河川流域で

は水田が拓けています。 
 中山間地域ではありますが、鳥子工業団地が

立地し、熊本市や熊本都市圏域への交通アクセ

スの利便性、「俵山」・「白糸の滝」に象徴される

豊かな自然と景観、農村の静けさ等の恵まれた

地域特性のため、近年熊本地震発生以前は人口

が増加傾向にありました。また空港、高速イン

ターに近く阿蘇観光への西の入り口に位置して

います。 
 
 
 

⑵ 人口の動き 
本村の人口は昭和 55 年の国勢調査時から増加を続け平成 7 年に 5,144 人であったものが

平成 27 年に 6,805 人と 20 年間で約 1.3 倍増加していました。しかし平成 28 年の熊本地震

の影響で平成 29 年 3 月末の人口は 6,752 人と 53 人減少しております。 
 
 

  
俵山 白糸の滝 



- 2 - 
 

人口の推移 
 

（資料）総務書「国勢調査」、西原村住民基本台帳 
 

項目  Ｈ7 年 Ｈ12 年 Ｈ17 年 Ｈ22 年 Ｈ27 

人
口
（
人
） 

総人口 5,144 5,728 6,352 6,792 6,802 
増減 － 584 624 440 10 

年少人口 
（0～14 歳） 913 917 944 1,034 1,041 

生産年齢人口 
（15～64 歳） 3,136 3,447 3,859 4,047 3,878 

老年人口 
（65 歳以上） 1,095 1,363 1,549 1,698 1,883 

割
合

（
％
） 

年少人口割合 17.7 16.0 14.9 15.2 15.3 
生産年齢人口割合 61.0 60.2 60.8 59.6 57.0 
老齢人口割合 21.3 23.8 24.4 25.0 27.7 

 老齢人口は一貫して増加しており平成 22 年は老齢人口割合が 25％となっておりますが、

熊本県平均 25.6%を下回っています。全国的に少子化が進行していますが、本村の 15 歳未

満人口の割合は、平成 12 年頃から横ばいで推移しております。 
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（資料）総務省「国税調査」、総務省「住民基本台帳人口移動報告」に基づきまち・ひと・しごと創生本部作成 

 
 

本村の人口増加の内容を見ると自然動態が人口減少傾向に対し、村外からの人口流入によ

る社会動態の人口増加が見られます。また人口移動の内容を見ますと 10～14 歳から 15～19
歳になるとき、15～19 歳から 20～24 歳になるときの転出超過が顕著で、これは就職や高校・

大学等への進学に伴う影響が大きいと考えられます。それ以上の年齢層は、転入超基調が継

続しており人口増加に至っています。 
 
 

２ 産業の現状 
 
 ⑴産業構造及び特性 
  従前より甘藷や米など農業を主産業としていますが、近年当地産の甘藷は糖度が高く、

近隣地域産と比し高評価を得ておりますが、農業従事者は次第に減少傾向にあります。 
誘致企業等が存する鳥子工業団地を有しており製造業従事者は増加傾向です。また阿蘇

観光の入り口として観光客をターゲットとする小売業、飲食業等も増加傾向にあり、地元

の農産物や農産加工品直売施設「萌の里」が小売施設の核となっています。宿泊施設は「風

の里キャンプ場」の他、民宿等小規模施設が数件、また温泉施設はないため通行客向けの

事業所が主となっています。その他ゴルフ場が３件、遊戯施設として「ミルク牧場」が存

しています。 
 
⑵産業別就業人口の推移 
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  当村の平成 27 年の就業人口は 3,679 人で増加傾向にあります。第 1 次産業の就業人数

（割合）は 583 人（15.9%）、第 2 次産業の就業人数（割合）は 953 人（26.9%）、第 3 次

産業の就業人数（割合）は 2,134 人（58.1%）で、近年は第 1 次産業就業比率が減少し第 3
次産業就業比率が上昇する傾向が進んでいます。業種別では①製造業②農業③卸売・小売

業④医療・福祉の順となっております。 
 

 
（資料）総務省「平成 27 年国勢調査」 

 
 ⑶小規模事業者の現状と課題 
 

 商工業者数 
（件） 

小規模事業者数 
（件） 

商工会員数 
（件） 

商工会加入率 
（％） 

Ｈ１８ ３０９ ２４０ ２２８ ９５ 
Ｈ２４ ３３４ ２６３ １７９ ６８．１ 

（出所）事業所統計調査・経済センサス・独自調査 
 

人口の増加に応じ、平成 18 年と平成 24 年を比較すると商工業者数は約 108％、小規模

事業者数も 109％と増加しております。商工会員数は同年比較で 49 件、79％程に減少しま

したが、平成 29 年度当初 221 件と増加傾向にあります。商工業者と小規模事業者を業種

毎に見てみると下記のとおりになります。 
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  建設業 製造業 卸・小売

業 
サービ

ス業 
飲食･宿

泊業 その他 合計 

Ｈ１８ 
商工業者数 ５７ ５０ ８４ ６２ ４２ １４ ３０９ 

小規模事業者数 ５７ ３２ ６７ ４４ ２８ １２ ２４０ 

Ｈ２４ 
商工業者数 ５１ ５０ ９０ ６３ ５１ ２９ ３３４ 

小規模事業者数 ５１ ３６ ６５ ４４ ４０ ２７ ２６３ 

H18/H24
増減率 

商工業者数（％） －１０．５ ０ ７．１ １．６ ２１．４ １０７．１ ８ ．１ 

小規模事業者数

（％） －１０．５ １２．５ －３．０ ０．０ ４２．９ １２５．０ ９．６ 

（出所）事業所統計調査・経済センサス・独自調査 
 
①建設業 
事業者は一人親方等の個人事業主が多く小規模事業者が占めています。 

 公共工事の減少とともに減少傾向にありましたが、阿蘇地域での風水害により減少率は

縮小し、また今後は熊本地震災害の復旧需要も続くと見込まれ、中期的に現状維持で推移

すると思われます。 
建設業全般で災害需要終了後の対応策、また建築業では県内外のハウスメーカーとの競

合との対応策として、技術・営業力の向上が求められます。 
 
②製造業 
 村内に鳥子工業団地を有し、近隣地域にも誘致企業が立地する工業集積地が存すること、

また空港・高速道路等交通アクセス面の利便性もあることから、製造業の事業所数は安定

的に推移、大手、中小企業からの独立、他地域からの移転により小規模事業者数も増加し

ています。観光客等向けに陶器類を製造する窯元や、地元農産品直売所「萌の里」等に出

品するため、菓子、惣菜、漬物などを製造する小規模事業者も存しますが、食品加工製品

の種類・特色が弱く新たな特産品開発が必要と思われます。また工業団地を有しながら部

品供給など小規模事業者との取引関係が弱く、企業間取引の強化の取り組みも重要です。 
 
③卸・小売業 
 村内に大型スーパーの進出がないため、各地区に小規模食料品・雑貨小売店が営業を続

けてきましたが、高齢化の進展で減少傾向にあります。地元資本のスーパーが 1 件、ホー

ムセンターが 2 店舗立地し、また地元の農産物や惣菜、土産品を扱う「萌の里」が地域小

売業の拠点として村外から顧客も多く、農産物加工品を製造・販売する地場小規模事業者

が出品しています。 
家電等の買い回り品を中心に、近隣の大型店や専門店へ購買力は流出、また「萌の里」

等観光者向け店舗も地震の影響等で来客減少が見込まれるため、商品力向上、販売方法な

ど新たな取り組みが重要となります。 
  
④サービス業 
 ゴルフ場が 3 件、遊戯施設「阿蘇ミルク牧場」が主に村外客を見込む観光施設として営
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業。生活関連サービスは人口の増加により、開廃業があるものの小規模事業者数は安定的

に推移しております。 
 観光客は夏季に集中しており、冬期の来村者の増加を図ることが観光関連サービス業の

業績向上に必須となっております。 
 
⑤飲食・宿泊業 
 豊かな景観など自然環境を活用し、阿蘇観光客をターゲットとした小規模店舗が主要道

路（県道 28 号線）沿いを主に、集落内・山間地にも立地しております。夏季の「風の里キ

ャンプ場」（村所有）は熊本市から近くの本格的施設として県内外の利用者も多いのです

が、一般の宿泊施設は民宿等の小規模施設で、また以前 2 件あった温泉兼飲食施設が閉鎖、

観光客を受け入れる本格的宿泊施設もないことが等村の観光面での弱みとなっています。 
 当地の観光資源を生かした商品・サービス開発など各事業者の独自の取組が、競合との

差別化を図る上で重要となります。 
 
⑥全般的な課題 
 本村は阿蘇地域に属するものの唯一阿蘇外輪山の外側に存し、阿蘇他地域と気候・風土

において異なった地域性を有します。温泉施設や宿泊施設が不十分のため、滞在型観光に

は厳しい環境にありますが、阿蘇観光への西の入り口として観光通行者は多く、また熊本

市等からの日帰り客に手軽な観光地としての魅力を有しております。 
 観光関連産業全般の課題として、自然環境などの地域資源を活用した商品・サービスの

開発が求められます。当村は「甘藷」等の一次産品の他には、食料加工品・工芸品等の特

産品に乏しく、キャンプ場を有しますが宿泊施設も少ない現状です。また「俵山」「白糸の

滝」等自然を活かした登山・トラッキングコースの整備等、新たな観光資源の開発が求め

られます。また、観光面の取り組み強化の為、組織体制の整備（＝村観光協会等の設置）

も必要と思われます。 
 一方、昨年発生した熊本地震により道路等のインフラは完全復旧に至っておらず（2 年

～3 年を要する見込み）、復旧途上の小規模事業者が多数ある現状です。前述の各課題ほの

対応と並行し、被災事業所の復旧・復興促進、非常事態発生時に備える取り組み〔事業継

続計画（ＢＣＰ）の策定等〕も重要思われます。 
 

３．西原村の産業振興計画 
 平成 26 年 3 月に策定された第 5 次西原村総合計画で、主要な取組計画が下記のとおり示

され、実施されています。 
 ⑴地域企業及び誘致企業への取り組み 
  ・「西原村企業連絡協議会」活動を通じた地域企業間交流と連携強化 
  ・企業誘致のため、工業団地の立地条件の整備 
  ・企業誘致の取り組みを通じた雇用機会の増大と若年層の定住化促進 
 
 ⑵商業面の取り組み 
  ・商工会と連携した商業活性化のための取り組み 
    実績：地域商品券の発行（住宅用太陽光発電設置補助商品券、Ｈ27 年度プレミアム

商品券） 
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  ・人材の発掘・育成 
    創業支援事業計画の認定（平成 27 年 5 月）と創業者支援 
  ・地域農産物を活かした商品開発、観光サービスを通じた商品の販路拡大、買い物環境

の利便性の向上 
 
 ⑶観光・イベント関連の取り組み 
  ・官民協力した観光資源のネットワーク化、地域（広域）周遊ルートの開発 
    南阿蘇地区観光連絡協議会 
  ・観光客受け入れ態勢の確立、滞在型観光の検討 
    「風の里キャンプ場」・「萌の里」への運営支援 
  ・農林畜産業と商工業の連携による観光振興 
  ・民間主体の観光振興体制づくり 
    観光協会等の組成及び活動の実施 
 

４．商工会の産業振興の取り組み  
 村の取り組みを踏まえ、本会では小規模事業者への個別指導を中心に支援を実施してきま

した。以下、過去 5 か年（平成 25 年度～平成 29 年度）の主な事業実績です。 
 
 ⑴創業・経営革新・事業承継個別支援 

支援内容 創業（者） 経営革新（者） 事業承継（者） 

平成２５年度 ５ ０ ０ 
平成２６年度 ６ ０ ０ 
平成２７年度 ２ １ ０ 
平成２８年度 ２ ０ ０ 
平成２９年度 １ ０ ０ 

  比較的に創業者は多く、上記相談者のほとんどは現在も経営を継続中です。創業後の事

業所に対する支援が行き届いていないこと、経営革新計画及び事業承継事業所支援が課題

です。 
 
 ⑵補助事業計画策定個別支援（平成 29 年度） 

種別 持続化補助金 ものづくり補助金 創業補助金 
実企業数（件） １０ ０ １ 

  持続化補助金の申請者は比較的多く、平成 29 年度特に熊本地震対策型に申請した事業所

は 19 件の実績がありますが、ものづくり補助金の支援実績はありません。 
 
 ⑶販売促進・販路開拓支援（平成 25 年～平成 29 年） 

種別 販売促進関係 販路開拓関係 

内容 
（回数） 

販売促進関連のセミナーを

広域連携事業で毎年２回開

催    （合計１０回） 

・平成２６年度地域力活用市場獲

得等支援事業 地域公共団体連携

展示販売・商談会事業（物産展５
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回、商談会１回） 
・くまもと物産フェア（熊本県商

工会連合会主催）への参加 
  販路拡大のための物産展・商談会を実施しておりますが、農産物以外では特産品が少な

いのが実情です。 
 
 ⑷地域経済振興事業 

事業名 内容等 

西原村夏祭り事業 毎年度開催 

西原村村おこしオープンゴルフ事業 
村外在住者を対象に、本村ゴルフ場（３施設）及

び本村の物産品、商店の周知利用を図るもの、毎

年度開催 
冬あかり事業 当村の観光資源「俵山」周辺で毎年開催。 

西原村地域商品券の取り扱い 住宅用太陽光発電設置補助として支給される地

域商品券発行に関して、村と共同で運営を行う 
西原村プレミアム商品券発行事業 平成２７年度実施 

中小企業施設設備等融資利子補給制

度 
村内事業所の設備導入時に利用可能な村の利子

補給利用に関する申請手続き支援 
 
  毎年度実施している事業は回数も重ねておりますが、地域外への周知や集客効果が低下

しており事業の見直しや新たな取り組み等再検討が必要な時期にあります。また平成 29
年度から西原村地域商品券が廃止となり購買力の村外流出が懸念されます。 

 
５．地域における小規模事業者への中長期的な振興の在り方 
  当村において小規模事業者は各業種に及び大多数を占めており、地域経済や雇用、コミ

ュニティを支える極めて重要な存在となっています。 
一方、熊本地震発生以前は増加していた村内人口が同地震以降減少し、購買力も低下し

ております。人口は徐々に地震前の状況に回復していくものと予想されますが、小規模事

業者数は、事業主の高齢化に伴う廃業者数の増加が予想されます。 
上記に対処する長期的な振興の在り方として、当村の地域資源を活用した特色ある地域

ブランドの確立と観光地としての知名度の向上を通じ、意欲ある創業者・事業承継者数の

増加を図り、これらの小規模事業者等へ伴走型支援の強化に取り組むことで、小規模事業

者数の増加を図ることが肝要と考えます。 
本会はこのあり方を踏まえて今後 5 年間の当計画を策定し、小規模事業者の抱える課題

解決に向けた伴走型支援を行います。 
 

６．経営発達支援事業の目標 
 ⑴本計画の目標 
  上記中長期的な振興の在り方を踏まえ、今後 5 年間本会では小規模事業者がおかれた現
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状を分析し、前出の業種ごとの課題解決のため以下の目標を掲げ実現に取り組みます。 
  特に当村には県内他地域と比べ魅力的な地域資源、「甘藷」、「俵山」、「白糸の滝」等を有

しておりこの地域資源を活かすことまた、熊本地震被災から復興途上の小規模事業者もあ

ることから、事業復興の早期実現も念頭に置きながら支援に取り込みます。 
 
  ①建設業 
   熊本地震の災害復旧需要終了後の経営環境に対応するため、経営革新計画策定事業所

の増加と支援強化を図り、人材不足への対応、経営の効率化、技術・営業力の強化等の

ための事業計画策定について支援を強化します。 
   
  ②製造業 
   当村の特産品である「甘藷」等を活用した特色ある食品加工製品（新商品）づくりの

ための、事業計画策定事業所数の増加を図り、その策定支援を行います。 
 
  ③卸・小売業 
   経営力を有しているものの後継者のいない事業所、後継者と事業承継についての協議

等が未着手の小規模事業者について、積極的に事業承継の為の個別支援を行うことで、

廃業者の防止と円滑な事業承継を目指す。また事業承継事業所を対象に経営革新計画の

策定を勧め、事業主交代を期とした販路拡大のための取り組み強化を支援する。 
 

④サービス業 
 「俵山」や「白糸の滝」、「風の里キャンプ場」等地域資源等を活用した新たなサービ

スの提供を図るため、経営革新に取り組む事業者数の増加及びその支援の強化に取り組

む。 
 

  ⑤飲食・宿泊業 
   熊本地震の影響による対策として、復旧・復興途上の事業者に新商品開発、来店客の

増加等、持続的な経営基盤を確立するため、また創業者及び事業承継事業所の増加を図

るため、事業計画書の策定推進と策定支援を行う。 
 

⑵目標達成に向けた取組方針 
 上記目標を達成するにあたり、以下を取り組み方針とします。 
 
①小規模事業者の経営力強化を図るため個別支援を強化（方針） 
 地域経済動向に関する情報を小規模事業者に提供し、個別事業所の経営力強化の為、

経営分析、事業計画策定、フォローアップ等の伴走型支援を行う。 
 
②地域資源の発掘と地域資源活用した商品・サービスの開発（方針） 
 他の支援機関と連携し有望と思われる地域資源を発掘、市場調査等を行い、専門家も 

活用しながら商品力の向上を行い、新商品・新サービスの開発を支援。 
 
③支援力向上のための他支援機関との連携及び職員支援能力の向上（方針） 
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   小規模事業者支援に関連し、行政、熊本県商工会連合会、中小企業基盤整備機構、熊

本県よろず支援拠点等、と情報交換を行い、中長期的なあり方を踏まえた支援事業を行

う。また職員の不足する支援能力強化の為、各種研修会への参加を通じ組織としての支

援体制の向上を実現する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

（平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

⑴地域の経済動向調査の目標 

 これまで本会では、熊本地震発生以降に各事業所の復旧状況について他機関と共同で調査

を行ったものの、その他に地域経済に関する調査、分析した実績はありません。本計画では

本会が独自に取りまとめる情報のほか、国・県・その他関係機関が調査・分析した結果を、

本会が分類・集計等を行って、地域内小規模事業者等に見易い様式で公表し、販路拡大・経

営革新・創業者等に情報提供することを目的とします。 

 

⑵地域経済動向の情報収集 

①調査分析項目・内容 

   ⅰ全国・九州・県内・西原村等の景気動向・景況・金融情勢、産業構造、人口動態 

  ②実施手段 

調査・分析元機関名 調査名 収集目的 

中小企業庁 小規模・中小企業白書、中小企

業景況、中小企業実態基本調査

等 

経済（景気）・経営・企業（動

向）情報 

総務省統計局 国勢調査、経済センサス、全国

消費実態調査等 

経済（景気）・経営・企業（動

向）情報、消費関連情報 

全国商工会連合会 小企業景気動向調査 景気動向 

熊本県 熊本県景気動向（調査）ほか 県内経済（景気）・経営・企

業（動向）情報 

日本政策金融公庫 景況に関する調査、新規開業に

関する調査、調査月報、熊本支

店管内の各種動向調査等 

経済（景気）・経営・融資（動

向）情報 

熊本県信用報協会 信用保証月報 県内金融・信用保証（動向）

情報 

地方経済総合研究所 県内経済動向発表情報 県内地域経済関連情報 

経済産業省と内閣官

房 

ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム） 

地域経済循環マップ・産業構

造マップ・観光マップ・まちづ

くりマップ 

地域の金の流れ、産業楮の

変化、観光客の動向と傾向、

流動人口の動向 

③実施者 

   経営指導員、経営支援員 
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⑶情報の分析・整理・提供 

①分析・整理には必要時に専門家を依頼 

  ②調査・分析情報は、郵送、本会ホームページ、村広報紙等により公表 

   

⑷調査情報の活用 

  ①本調査結果を各事業所が日々の経営力向上のために活用可能となり、各自の事業計画

作成、商工会の経営支援の基礎的データとして活用 

②行政との調整や地域小規模事業者施策提言等の資料として活用 

 

⑸数値目標 
 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

⑴目的 

これまで、融資申込み斡旋時と公的補助金申請時に、対象事業所について行うほかは、

経営状況分析を行っておらず不十分なものでした。本事業により、小規模事業者個々の財

務内容、経営資源、強み・弱みなどの現状を把握し、経営課題の明確化とその解決に結び

つけ、個々の経営計画の策定や商工会による事業者の経営発達支援に活用することを目的

とします。 

 

⑵分析項目 

  ①経営動向 

  ②SWOT分析による内部・外部環境 

  ③財務分析 

   ⅰ収益性分析（売上高総利益率・売上高経常利益率・総資本計上利益率・自己資本当

期利益率） 

   ⅱ安全性分析（当座比率・流動比率・自己資本比率・有利子負債月商比率） 

   ⅲ活動性分析（総資本回転率・固定資本回転率・棚卸資産回転率・売掛債権回転率・

買入債権回転率・商品回転率） 

   ⅳ生産性分析（売上高付加価値率・労働分配率・労働生産性・労働装備率） 

   ⅴ成長性分析（売上高伸び率・経常利益伸び率・当期利益伸び率） 

   ⅶ損益分岐点分析                           など 

   

⑶対象者 

  管内小規模事業者を対象とします。 

①経営指導員等による巡回・窓口相談の対象小規模事業者。経営計画の有効性を説明し、

小規模事業者に広く経営分析を推奨する。 

②本会主催、広域連携商工会主催の経営セミナーや講習会の開催により、経営計画に対

する意識の向上を図り、経営分析実施者の発掘を行う。 

内容 Ｈ31 度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

情報の分析・整理 1 1 1 1 1 
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⑷実施手段 

  ①経営指導員又は経営支援員による小規模事業者へのヒアリングにより実施。 

   →経営動向・ＳＷＯＴ分析 

②「経営診断システム」・商工会記帳代行分析等の活用 

 →財務分析 

③「経営支援プログラム」※の活用 

→経営動向・ＳＷＯＴ分析 

 ※「経営支援プログラム」とは、熊本県小規模企業等経営支援方針に沿い、小規模

事業者の現状分析から、課題解決の検討、解決のためのスケジュール化までを行う

支援ツールで、支援対象事業者合意のもと、伴走した経営支援に活用。 

 

⑸実施者 

  経営指導員、経営支援員、外部専門家等 

 

⑹活用方法 

  事業者に分析結果を提供し、事業計画の策定等に活用する。 

 

⑺数値目標 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

⑴目的 

経営状況の分析と同様に、事業計画策定支援についても金融等要望のある相談に応じて

のみ行ってきたため、各事業所の経営力向上に資するための計画としては不十分なもので

した。本支援計画は、先の経済動向調査と経営状況の分析に基づき、また熊本地震被災経

験を踏まえ、事業計画の策定支援を行い各事業所の持続的発展や事業復旧・復興に資する

ことを目的とします。 

 

⑵支援対象者 

  経営分析を実施した小規模事業者 

 

⑶手段 

  経営指導員による巡回等による、経営分析実績事業所を中心に事業計画策定事業所の掘

り起こしを行い、対象者には必要に応じ、県連専門家派遣の活用ほか、他の支援機関との

連携も交えながら伴走型支援を行います。 

①持続化補助金等申請事業所の内、経営革新、各種補助金等の事業計画策定事業所の掘

り起こしを行う。 

 内容 現状 Ｈ31 度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

セミナーの

開催 
2 3 3 3 3 3 

分析件数 - 10 10 10 10 10 



- 14 - 
 

②分析結果に基づき策定実施事業所への個別相談を開催し、専門家派遣事業及び連携支

援機関も活用して実施する。 

④創業予定者に対しては、創業者相談窓口をホームページ上、村広報誌等で広報、また

県連等で開催する創業者セミナー参加者情報、日本政策金融公庫等金融機関との連携

により、創業計画の策定や開業後のフォローアップを実施する。 

⑤事業承継対策 

 事業承継時期が迫っていると予想される小規模事業者に対し、巡回、窓口等でその対

策についてヒアリングを行い、事業承継対策の促進を行う。 

⑥ＢＣＰ（事業継続計画）については、未策定事業者に個別相談会により策定支援を、

既策定事業者には検証と見直し支援を行う。 

 

⑷目標 

事業計画策定支援を行うにあたり下記を数値目標とします。 

 

※現状項目数値は平成２９年度の実績による。熊本地震対応で、事業計画策定件数（持続化

補助金・BCP作成）は増加している。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

⑴目的 

これまで、金融申込、補助金申請を目的とした事業計画策定が主であっため、策定後は

特別の事態発生以外では、定期的なフォローアップ、進捗管理を行っていませんでした。 

今後は巡回等フォローアップを重点的に全事業計画策定事業者に対し行い、専門家を交

えた計画進捗管理体制を整え、伴走型支援の強化を図ります。 

 

⑵支援内容 

  ①事業計画書を策定した全ての小規模事業者に対し、進捗状況の確認のため原則として

巡回等を四半期毎に行う。新たな課題等については原因の抽出、解決方法の検討・提

示等の支援を実施。 

  ②創業者、第２創業者、事業承継者に対しては、前頻度にかかわらず状況に応じ回数を

増やし専門家派遣を行うなど、更にきめ細かな支援を実施する（6回を目途）。事業計

画が円滑に進捗する事業者にはフォローアップ頻度を年 2 回とするなど状況により増

減の見直しを行う。 

③小規模事業者施策情報の提供を併せて実施する。 

 

 

 内容 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32年度 Ｈ33 年度 Ｈ34年度 Ｈ35 年度 

①事業計画策定件数 15 8 8 8 8 8 

② ①の内創業（第２創業）・

事業承継計画策定事業者数 
0 1 2 2 2 2 
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⑶目標 
 

 

 

 

 

 

 

※件数は単年度の数値、2年目以降は事業者の進捗に応じて加減する。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

⑴現状と課題及び目的 

これまで本会では、本会主催イベント時にアンケート調査を実施してきたものの、当地

イメージ・イベント内容・来場者情報についての調査にとどまり、観光資源を生かした商

品・サービス開発につながる情報の収集・分析・提供を行っていませんでした。 

観光関連産業の持続的な発展を期すため、消費者にアンケート方式の調査とその分析を

実施し、その結果を観光関連の小規模事業者に提供することで、事業計画の策定・実施及

び商品・サービス開発、販路開拓に活用し、また本会によるその支援に資することを目的

とします。 

 

⑵事業内容 

 ①観光関連の需要動向調査・分析 

①支援対象者：西原村の観光関連事業者（食品加工業・宿泊業・観光サービス業・物

産販売所に納入する小規模事業者） 

②調査項目：西原村の観光資源・特産品・商品・サービス（観光客の属性・動向、当

地の自然環境・第一次産品・観光施設に対する印象等、求める商品・サー

ビスの内容、商品・サービスの価格・パッケージ・接客サービス等） 

③調査対象者：村外在住者。農産物等直売所「萌の里」来店者及び「風の里キャンプ

場」宿泊者。 

④実施手段：記入式アンケート票による調査 

⑤活用方法：調査結果を巡回・窓口相談時に提供し、新商品及び新サービス開発、販

路開拓等に活用すると伴に、その支援に活用する。 

 ⑶目標 

   

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】 

⑴新たな需要の開拓に寄与する事業についての考え方と目的 

 これまでの本会の新たな需要開拓に寄与する取り組みは、平成 26年度に地域力活用市場獲

得等支援事業で展示販売会・商談会を主催したほかは、毎年開催される商工会・熊本県商工

 内容 現状 Ｈ31 度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

フォローアップ事業所件数 15 8 8 8 8 8 

①フォローアップの回数 0 34 36 36 36 36 
② ①の内創業者・第２創業・事

業承継フォローアップ回数 
0 6 12 12 12 12 

 内容 現状 Ｈ31 度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

観光関連支援対象事業者 - 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

アンケート調査実施回数 - 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
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会連合会が主催する「くまもと物産フェア」での展示・商談会への参加が主でした。また本

会主催、他団体主催の地元開催イベントは、小規模事業者参加者にとって、需要開拓という

より開催時にのみ売上効果のある即売会的な意味合いが強いものです。 

 そこで当計画では、熊本県、・西原村の関連団体主催による展示会・商談会への参加を促進

するため、開催情報の提供、出展商品のブラッシュアップ等外部専門家の協力により個別支

援を行い販路開拓を図ります。またＩＴ活用事業所の増加を図り、小規模事業者の販路開拓

が実現するよう支援に取り組みます。 

 

⑵支援対象者 

 食品製造（農産品加工・菓子製造）業、飲食業、食品小売業（農産物・土産）、観光施設等

販路開拓を求める小規模事業者や事業計画策定事業者、また創業間もなく出展が有効と思わ

れる事業者について積極的に参加を促します。 

 

⑶事業内容 

  予め関連情報提供要望者を抽出し、積極的に販路開拓を目指す小規模事業者に対し随時

関連情報等を発信（Eメール・FAX等）します。 

 

①くまもと物産フェア―等への出展 

    毎年県連・商工会で開催する当事業への出展を募る。出展スペースは１コマを確保、

追加２コマの現状を基準とする。出展者情報や出展商品の広報等を行うとともに、当事

業で行われる専門家及び消費者による商品、展示評価への参加も促し、商品改良・新商

品開発、パッケージ改善、販売方法の改善を図る。また改善計画についても継続的な支

援を行う。またその他金融機関等他団体主催による物産展・商談会の開催情報も提供し、

積極的な参加を促し、販路拡大機会の増加を図る。 

     

 ②くまもと“食”の商談会への参加 

   積極的な販路開拓を目指す小規模事業者に対し開催情報の発信と、出展参加支援を行

う。参加により新規取引先や消費者に商品をアピールし、顧客やバイヤーの反応・意見

を実際に見聞することで販路拡大に資する。また、出展した結果について対象小規模事

業者と共に外部専門家も交えて評価を行い、営業先の絞り込みや新商品開発等、需要開

拓に繋げる。 

 

③ＩＴを活用した販路開拓支援 

観光関連サービス事業者など展示会等への参加機会の少ない事業者もあることから、

ＩＴを活用した情報発信の取り組みを積極的に進めるために、ホームページ・ＳＮＳ活

用セミナーを本会または広域連携等で開催し、小規模事業者各々の情報発信力強化で新

規顧客の拡大を図る。またインターネットショッピングサイト等への登録、活用を推進

し、新規顧客獲得を支援する。 

（活用を推進するインターネットサイト） 

  ・「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」 

  全国商工会連合会が運営する公式ショッピングサイトで直接的な売上効果が図られるこ

とから、登録・出店情報の提供、同登録・利用方法についての支援を行う。 
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 ・「テーブル阿蘇」 

  阿蘇地域を対象とした多言語による店舗・メニュー紹介サイト。掲載内容を自己管理で

きる無料サイトで、多言語によるメニューの紹介が可能で国内外に自店情報の発信が可

能。同サイト活用周知の為、事業所へ情報提供を行い、操作方法等についての支援を行

う。 

 

  ④販路開拓支援セミナー（熊本県連主催）への参加【新規の取り組み】 

   ①〜③に取り組む小規模事業者又は事業計画を策定した小規模事業者に対し参加を促

し販路拡大に向けた取り組み強化を図る。 

 

⑷目標 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１.現状と課題 

これまでも本会では、独自にイベント等地域活性化事業を開催してきましたが、西原村

ほか地域団体との連携した事業は少なく、また地域資源を生かした観光開発について各種

機関と連携した検討等を行っていませんでした。本年度「西原村観光協会」が発足したこ

ともあり、行政を含めて地域経済の活性化、地域振興事業について協議する場（協議会等

を年２回開催）を設け、意識の共有を図りながら方向性決定することが必要です。 

 

２．事業内容 

  ⑴行政や物産販売所「萌の里」、西原村観光協会等関係団体とともに活動の方向性を共有

するための場（活性化協議会（仮称））を設け、各団体の既存の取り組みについて共有

するとともに、効果的な事業開催に向け連携した取り組みについても検討する場とす

る。 

 

  ⑵地域資源の発掘・活用及び特産品開発に向けた取り組みにあたり、農産物・自然環境・

 内容 現状 Ｈ31 度 Ｈ32 度 Ｈ33 度 Ｈ34 度 Ｈ35 度 

①くまもと物産フェア参加企業

数 
4 3 3 3 3 3 

１社当たりの売り上げ金額 25 万円 25 万円 30 万円 30 万円 30 万円 30 万円 
②くまもと“食”の商談会参加

企業数 
- 1 1 1 1 1 

商談会等成約件数 - 1 1 1 1 1 
③販売サイト等への登録事業

所数 
－ 1 2 2 2 2 

登録サイトによる販売額 - 10 万円 20 万円 20 万円 20 万円 20 万円 

④セミナーへの参加企業数 1 1 1 1 1 1 
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人等、地域資源内容、活用について評価・検討し、意識共有のもと推進できるよう検

討する。 

 

  ⑶地域ブランドの確立をめざし、共通の目的のもと役割分担を定めて取り組むことがで

きるよう協議する。 

 

３.実施体制 

 西原村商工会、西原村、西原村観光協会、阿蘇農協、萌の里、西原村企業連絡協議会、

西原村観光推進協議会、風の里キャンプ場 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

⑴目的 

 これまでも、本会では小規模事業者の支援強化や地域動向等の情報共有のため熊本県商工

会職員協議会、阿蘇南部地区商工会広域連携、阿蘇地区商工会連絡協議会等で情報交換を行

ってきましたが、加えて熊本地震の復旧・復興の早期実現のため、他の支援機関や外部専門

家との連携強化で効果的な支援方法の習得を図り、小規模事業者の新な需要開拓を進める基

盤構築を図ります。 

 

⑵情報交換を行う相手先 

  ①中小機構（復興支援課）等認定支援機関との連携 

   熊本地震復旧支援で連携強化した中小機構、熊本県よろず支援拠点等の機関と情報交

換を行い、地域の小規模事業者の支援ニーズに対し連携して支援を行う。 

 

  ②熊本県商工会職員協議会・阿蘇南部地区商工会広域連携での情報共有 

   熊本県商工会職員協議会阿蘇支部及び阿蘇南部地区商工会広域連携での連携会議・研

修会で、経営指導員相互の情報交換を行い地域経済動向や小規模事業者支援状況等につ

いて情報交換を行う。 

 

  ③金融機関・地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）との連携 

   小規模事業者の円滑な資金繰り強化を図るため、日本政策金融公庫や地域金融機関と

の情報交換を行い、またＲＥＶＩＣへの地域小規模事業者情報の提供で、事業者の経営

基盤の改善を図り、支援対象企業への支援強化を図る。 

 

④南九州税理士会阿蘇支部、阿蘇地区税務連絡協議会（阿蘇税務署等）との連携 

 熊本地震対応税制救済策の浸透など、円滑な税務支援、支援体制づくりを図るため情

報交換、研修会を行う。 
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⑶情報交換を行う頻度、方法 
 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

⑴経営指導員等の支援能力の向上の仕組み 

  ①研修会への参加 

   支援能力向上のため、熊本県・熊本県商工会連合会が開催するセミナー等に経営指導

員や経営支援員が参加。また全国商工会連合会が行う経営指導員等Ｗｅｂ研修を全職

員が受講、もって職員の小規模事業者の需要開拓につながる情報収集・経営改善能力

の向上を目指します。 

②職員の公的資格取得の推進 

   小規模事業者を指導に効果的な専門的知識習得のため、公的資格の取得を推進します。

熊本県商工会職員協議会の資格取得の為の奨励金の活用など、職員の積極的な資格取

得を奨励します。 

 

⑵支援ノウハウ等を組織内で共有する体制 

   商工会内での支援会議の開催で職員間の小規模事業者支援情報の共有化を図るととも

に、基幹システム上の企業カルテ登録情報の充実を図ることで、小規模事業者の現時点情

報及び過去情報について整備、職員異動後の小規模事業者支援に支障の生じない体制づく

りを行います。 

 

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 

⑴目的 

  事業の効果的な運用を図るため、いわゆる「ＰＤＣＡサイクル」により、毎年事業の評

価、検証を行います。 
 

⑵効果的なＰＤＣＡの実施 

  Ｐｌａｎ（計画）：経営指導員の作成する計画を商工会執行部会で検討（年度当初） 

 

  Ｄｏ（実行）：経営指導員・経営支援員、連携機関により実施 

 

  Ｃｈｅｃｋ（評価）：正副会長、部会長、西原村担当課、外部の専門家等で組織する「経

営発達支援評価委員会（仮称）」に事業報告、評価・見直しについ

て検討を行う（年度終了後） 

   内容 方法・頻度 

認定支援機関 
会議・協議会の実施 

※中小機構・熊本県よろず支援拠点（各年 2 回） 

熊本県商工会職員協議会・阿蘇南部地

区広域連携商工会での情報共有 
会議・会議（年 4 回） 

金融機関・地域経済活性化支援機構

（ＲＥＶＩＣ） 
各機関との意見交換会（随時、年 4 回程） 

南九州税理士会阿蘇支部 

阿蘇地区税務連絡協議会 
意見交換会（各年 1 回） 
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Ａｃｔ（改善）：事務局・商工会理事会において見直し案の策定後、総会で報告 

 

（３）外部有識者の活用 

  中小企業診断士、行政職員を「経営発達支援評価委員会（仮称）」の構成員に委嘱、各視

点から評価を受ける。 

 

（４）評価・見直し結果の公表 

  評価・見直し結果については、西原村商工会のホームページ上で公表する。 
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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 

（平成 30年 10月現在） 

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  西原村商工会  

  〒861-2402 

熊本県阿蘇郡西原村小森 3166-3 

Tel：096-279-2295 

  Fax：096-279-2319 

 

 

 

 

総会 
（会員数 225） 

理事会 
会長 1 名 
副会長 2 名 
理事数 15 名 

監事 
（2 名） 

事務局 
経営指導員 1 名 
経営支援員 2 名 

部会 
・工業部会 
・商業部会 
・観光部会 

委員会 
・経営発達支援事業評

価委員会（仮称） 
（Ｈ30 年度新設） 
・研修委員会 
・共催推進委員会 
・小規模事業者経営改

善審査委員会 

 
・青年部 
・女性部 
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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） 

 30年度 

（30年 4

月以降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 130 350 350 350 350 

 

調査費 

講習会・セミナー開催費 

販路開拓関係費 

資質向上対策費 

会議費 

50 

50 

50 

0 

0 

50 

100 

100 

50 

50 

50 

100 

100 

50 

50 

50 

100 

100 

50 

50 

50 

100 

100 

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・県補助金、村補助金、商工会 

 

 

（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 

各種情報の収集・意見交換 

経済動向調査・分析 

各種セミナー・相談会の開催 

事業計画策定・支援 

専門家派遣 

販路開拓支援事業 

地域経済活性化 

支援力向上 

連携者及びその役割 

●熊本県商工会連合会 

所在地：熊本県中央区南熊本 5-1-1 

代表者名：笠 愛一郎 

電話番号：096- 372-2500 
連携内容/役割：経済動向調査・分析、経済動向調査・分析、事業計画策定・支援、販

路開拓支援事業、地域経済活性化、支援力向上 

●熊本県 

所在地：熊本県熊本市中央区水前寺 6丁目 18番 1号  

代表者名：蒲島郁夫 

電話番号：096-383-1111 

連携内容/役割：経済動向調査、事業計画策定・支援、地域経済活性化、支援力向上 

●西原村 

所在地：熊本県阿蘇郡西原村大字小森 3259 

代表者名：日置和彦 

電話番号：096-279-3111 

連携内容/役割：各種情報の収集・意見交換、経済動向調査・分析、販路開拓支援事業、

地域経済活性化 

●阿蘇地域デザインセンター 

所在地：熊本県阿蘇市一の宮町宮地 4607-1  

代表者名：髙橋周二 

電話番号：0967-22-4801 

連携内容：各種情報の収集・意見交換、販路開拓支援事業（イベント等）、地域経済活

性化（観光関連） 

●㈱日本政策金融公庫熊本支店国民生活事業 

所在地：熊本県中央区安政町 4-22 

代表者名：山藤泰之 

電話番号：096-262-6121 

連携内容/役割：金融支援・各種情報の収集・意見交換、経済動向調査・分析、事業計

画策定 

●独立行政法人中小企業基盤整備機構 
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所在地：東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル  

代表者名：高田 坦史 

電話番号：03-3433-8811 

連携内容/役割：各種情報の収集・意見交換、経済動向調査・分析、各種セミナー・相

談会の開催、事業計画策定・支援、 

専門家派遣 

●熊本県よろず支援拠点 

所在地：熊本県上益城郡益城町田原 2081-10 

電話番号：096-286-3355 

連携内容/役割：各種情報の収集・意見交換、各種セミナー・相談会の開催、事業計画

策定・支援 

●阿蘇税務署 

所在地：熊本県阿蘇市一の宮町宮地 1944  

代表者名：市原隆重 

電話番号：0967-22-0551 

連携内容/役割：各種情報の収集・意見交換、支援力向上 

●南九州税理士会阿蘇支部 

所在地：熊本県阿蘇郡西原村大字布田 986− 77 

代表者名：大岩幸哉 

電話番号：096-279-4577 

連携内容/役割：各種情報の収集・意見交換、支援力向上 
●ＪＡ阿蘇 

所在地：熊本県阿蘇市一の宮町宮地 387-5 

代表者名：原山寅雄 

電話番号：0967-22-6111 

連携内容/役割：販路開拓支援事業（商品開発等）、地域経済活性化 

●ＲＥＶＩＣキャピタル㈱（連絡先：地域経済活性化支援機構熊本事務所） 

所在地：東京都千代田区大手町一丁目 6番 1号（熊本市中央区桜町 2-17） 

代表者名：中井一郎 

電話番号：（096-273-6210） 

連携内容/役割：各種情報の収集・意見交換、事業計画策定・支援（企業再生） 

●㈱俵山交流館萌の里 

所在地：熊本県阿蘇郡西原村大字小森 2115-3 

代表者名：坂田善昭 

電話番号：096-292-2211 

連携内容/役割：各種情報の収集・意見交換、経済動向調査・分析、販路開拓支援事業

（商品・観光開発等）、地域経済活性化 
●西原村企業連絡協議会 

所在地：熊本県阿蘇郡西原村大字小森 3259（西原村役場企画商工課内） 

代表者名：南 正貴 

電話番号：096-279-3111 

連携内容/役割：各種情報の収集・意見交換、経済動向調査・分析、販路開拓支援事業、

地域経済活性化 
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●西原村観光推進協議会 

所在地：熊本県阿蘇郡西原村布田 1099-2 

代表者名：真鍋正 

電話番号：090-3736-5715 

連携内容/役割：各種情報の収集・意見交換、販路開拓支援事業、地域経済活性化 

●（株）肥後銀行 

所在地：熊本市中央区練兵町 1番地 

 連携内容/役割：金融支援、販路開拓、各種情報の収集・意見交換、事業計画策定 

代表者名：笠原慶久  

電話番号：096- 325-2111 
連携内容/役割：金融支援、販路開拓、各種情報の収集・意見交換、事業計画定 

●（株）熊本銀行 

所在地：熊本市中央区水前寺 6丁目 29番 20号 

代表者名：竹下 英 

電話番号：096-385-1111 

連携内容/役割：金融支援、販路開拓、各種情報の収集・意見交換、事業計画定 

●西原村観光協会 

所在地：熊本県阿蘇郡西原村小森 3259 

代表者名：広瀬和彦 

電話番号：096-279-3112 

連携内容/役割：各種情報の収集・意見交換、販路開拓支援事業、地域経済活性化 
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連携体制図等 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

西原村商工会 

熊本県商工会連合会 熊本県 

西原村 阿蘇地域デザインセンター  

㈱日本政策金融公庫 中小企業基盤整備機構  

熊本県よろず支援拠点 阿蘇税務署  
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