
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

津奈木町商工会 

（法人番号 8330005006588） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

津奈木町商工会は、本計画により小規模事業者に寄り添う伴走型支援を実施

し、町の活力の源泉でもある小規模事業者の持続的発展を目指し、事業計画の

策定支援を推進、小規模事業者振興を牽引していく。 

本計画の伴走型支援により、5年間で約 60 件の事業計画を策定し、そのうち

10％の企業で売上増加を達成。人口減少下でも小規模事業者の持続的発展を維

持できるよう支援し、地域の活力、雇用、技術承継、流通、コミュニティの維

持を図ることを目標とする 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査 

①町内小規模事業者意向調査 ②消費動向調査  

２．経営状況の分析に関すること    

小規模事業者を以下の７つのタイプに分類し経営分析 

「積極攻勢」「６次産業化型創業」「体裁重視」「後継者が重荷を背負う」 

「自己破産待ち」「商売＝生きがい」「見守り」の７タイプ 

３．事業計画策定に関すること  

小規模事業者を７つのタイプに分類し事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援 

優先順位を決め、回数を設定 

５．需要動向調査 

①個別市場調査 

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】 

①販路開拓セミナーの開催 ②地域内販路開拓 ③地域外販路開拓 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

アートによる町づくり 

安心・安全な食と農の推進 

連絡先 

〒８６９－５６０３ 

  熊本県葦北郡津奈木町大字岩城２１１３－２ 

  津奈木町商工会 

  電話 ０９６６－７８－３５８０ 

  FAX  ０９６６－７８－３６１７ 
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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 

【津奈木町の概要】 
〈位置〉 

津奈木町は、熊本県南部に位置する人口 5,000 人に満たない小さな町である。 

〈外部環境変化〉 

平成２８年２月に完成予定の南九州西回り自動車道「津奈木 IC」開通により観光客が増加し、

南北に縦断する国道３号線の交通量も 11,574 台／日から 13,800 台／日と、1.2 倍に増加する見

込みである。（H22 交通センサス 12 時間交通量からの国土交通省予測値） 

 

  
 

過去３年間の観光入り込み客数 ※数値は熊本県観光統計調査より。（各年 1月～12 月の入込客数） 
・H25 （145,878 人） 

・H26 （146,990 人） 

・H27 （115,467 人） 

※増加傾向にあるが、H27 は温泉施設の長期休館による影響により減少。 

 

〈基幹産業〉 

主な産業は、海岸線近くまで迫る山々の地形と温暖な気候を利用したスイートスプリングや甘夏

みかん、デコポンなどの果樹と、西側に広がる不知火海沿岸を利用したタイやフグ、ヒラメの養

殖や水産加工品が基幹産業。最近では農薬も肥料も使わない自然栽培農法（究極のオーガニック）

を町が推進している。 
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〈特徴〉 

小さな町としては珍しく美術館を要し、町のいたるところに 16 体の彫刻が設置されている。

最近ではアートによる町づくりが推進され、「海の上に立つ小学校」として有名な赤崎小学校を

活用した「赤崎水曜日郵便局」はグッドデザイン賞を受賞している。 

本プロジェクトでは、旧赤崎小学校の校舎を「赤崎水曜日郵便局」と名付けて郵便受けを設置し、

そこへ全国から個人の水曜日の出来事を記した手紙を送ってもらい、スタッフが無作為に交換して再

び送付。受け取った人はまったく面識の無い他人の水曜日の出来事を知ることになる。自身の日常で

ある水曜日の出来事と交換に他人の水曜日という非日常の世界を得ることは人と人の距離を実感し

ながらもときには不可思議な意識を共有することになる。 
手紙の数は毎週 1,000 通を越え、各メディアで取り上げられたこともあり、関東からわざわざこ
の「海の上に立つ小学校」を見に来られるほどであった。 

     
【地域経済の現状と課題】 
基幹産業である果樹栽培や漁業は、産地間競争の激化や消費地への販売条件の悪さ等で所得が

低下、更に後継者不足等により徐々に衰退してきている。雇用の受け皿である建設業は財政状況

の悪化による国や地方の公共工事の削減や、所得低下による民間工事の減少により廃業が相次

ぎ、雇用も失われつつある。人口の自然減、流出が止まらず、過疎化、少子・高齢化は加速して

おり消滅可能性自治体にも数えられる程である。  

 

今後 10年間で 20％減少 
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管内事業所数の推移 

年度 事業所数 減少率 

平成２１年度 １８６ － 

平成２４年度 １７７ ▲４．８％ 

平成２６年度 １６５ ▲６．８％ 

※うち小規模事業者１５４社 

※ここ 5年間で１０％強の事業所が閉鎖 

 

このような環境下、地元小規模事業者の経営も厳しくなり、人口減少による「企業淘汰」が今

後小規模事業者の最大の脅威である。実際、平成２６年度に町から「自転車屋さん」が消え、今

年度は「花屋さん」が消えている。 

中長期的な視点において、少子・高齢化が急速に進行し、人口構造が変化、小規模事業者の減

少は、まちの活力や雇用、流通やコミュニティの維持を困難にする。 

また、平成２８年２月に南九州西回り自動車道「津奈木 IC」が開通すると、観光面での集客

は見込めるが、町内に宿泊施設もなく、物産館や飲食店の集客力も依然弱い。平成３０年度には

隣の水俣市まで高速道路が開通し、町内を縦断する国道３号線の交通量が激減することが予想さ

れ、通行客を顧客としてきた小売業、飲食業の売上減少が大きな課題となる。 

以下に「町の基本構想」を示したが、人口減少で町内需要が減少する中、外貨獲得のために特

産品のブランド化と観光事業による地域振興が急務であり、行政と連携した総合的な地域振興が

必要となる。 

〈町の基本構想〉（抜粋） 

産業振興については、まず第１次産業の活性化が重要であり、生産基盤を充実させ、所得の向

上を図り、後継者の育成を目指す。併せて各産物の特産品化やブランド化を図り、漁業について

は、不知火海の再生に広域的に取組み魚族の増殖に努めるとともに、体験型の観光及び学習の機

会を提供し、都市交流型事業を推進する。また、地場産業の振興育成にも積極的に取組んでいく。

 

経営者の高齢化率も比例 
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【中長期的な振興のあり方】 
小規模事業者振興は、地域の活力、雇用、技術承継、流通、コミュニティを守るうえで不可欠

であり、平成 28 年度の「小規模事業者振興の条例化」を目指し町と協議を進行中。 

商工業振興においては、町の第 9期振興計画にも「商工会の支援等により町内の商工業者の経

営安定を図る」と明記されており、必要な予算を確保し商工業振興の中心的役割を果たしていく。

人口減少下において、全産業において浮揚させることは厳しいが、5年以内に意欲ある若手経

営者、創業者を育成し、地域資源による商品開発を行い、全国に販路を広げる企業に育て上げる。

 これらの企業の牽引により地域経済を浮揚させ雇用拡大を図る。 

 

 

【短期的な振興のあり方】 
津奈木町商工会は、本計画により小規模事業者に寄り添う伴走型支援を実施し、町の活力の源

泉でもある小規模事業者の持続的発展を目指し、事業計画の策定支援を推進、小規模事業者振興

を牽引していく。これにより、5年間で 60 件の事業計画を策定し、そのうち 10％の企業で売上

増加を達成。 

 

 

 

【支援方針】 

「商工会は最後まで見捨てません！」 
 津奈木町の小規模事業者は、創業や商品開発、販路開拓などを積極的に行う経営者は少なく、

「経営＝生活」と言えるくらい生活に直結している。ゆえに、生活が経営に与える影響は大きく、

「住宅ローン倒れ」「教育資金倒れ」の廃業も珍しくない。決算書の先の「家族の生活設計」ま

で支援する「寄り添い伴走する支援」が必要となる。 

津奈木町商工会は、小さな田舎町の小規模な商工会ゆえ、マンパワーを必要とする大きな事業

には取り組みにくいが、小さいゆえに小規模事業者との距離が近く、「家族の顔まで見える経営

支援」が可能である。小規模事業者の持続的発展のために、小規模事業者をタイプ別に分類し、

「寄り添うべき人にじっくり寄り添う」ことができる「効率的かつ効果的な支援」を支援方針と

する。 

中長期的には、調査研究を行い、人口減少化でも小規模事業者が利益を確保し持続的発展を維

持できるよう、町内での技術承継や外部講師による技術研修により「１事業所２業種制（１つの

業種では生活が成り立たないが２つの業種で生活費を確保できる）」を推進し、地域の活力、雇

用、技術承継、流通、コミュニティを維持する。 
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（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２９年４月１日～平成３４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】 

〈目標〉 
地域内で小規模事業者の果たす雇用や技術承継、流通などの役割は大きく、地域経済の維持の

ためにも伴走型の支援により持続的発展を目指す。そのためには小規模事業者の売上動向、後継

者の有無、現状の課題、今後の希望等を調査する必要がある。また、支援の際のツールとして業

界動向や消費者動向、商圏内人口・消費額を調査・収集し、小規模事業者の経営分析や需要予測

に活用するため以下を目標に調査を行う。 

調査事業 調査対象数 周知回数 個別活用目標数／年 

町内小規模事業者意向調査 全小規模事業者 ３年毎 全小規模事業者 

消費動向調査 全世帯の５％ ３年毎 全小規模事業者 

 

①町内小規模事業者意向調査 
調査対象 小規模事業者から３年毎 

調査目的 管内小規模事業者をタイプ別に分類し、少ない職員でより効果的な支援を行 

うために、現状分析、課題抽出、希望する支援等について調査を行う。 

調査項目 売上・利益動向、後継者の有無、現状の課題、借入の有無、返済見込み、 

希望する支援等 

調査方法 確実に代表者の意向を調査するため、巡回による聞き取り調査を行う。 

活用方法 集計したデータは分析を行い本会の総会資料に掲載。また、同じ境遇の事業 

所が他にもあることを知ってもらい、相談からの事業計画策定を促すため、全調査対

象事業所にも別途配布する。 

 

②消費動向調査 
調査対象 全世帯の５％ 

調査時期 ３年毎 

調査目的 町内消費者の購買行動、購買意欲とその変化を把握し、小規模事業者の需要 

予測や事業計画立案時の基礎資料とする。 

調査項目 食料品、衣料品、日用雑貨、電化製品、本雑誌、化粧品、医薬品、時計メガネ、 

スポーツ・レジャー用品、贈答品の購入場所及び購入割合 

調査方法 津奈木町と連携し訪問により調査を行う。 

活用方法 県の集計から津奈木町のものを抽出し、需要予測や事業計画策定支援時に活 

用する 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

〈目標〉 
少ない職員で効率的かつ効果的な経営状況の分析を行うため、前述の町内小規模事業者意向調

査に基づき、小規模事業者を７つのタイプに分類、優先順位をつけ、以下を目標に経営状況の分

析を行う。 

重点支援順位 分類名（母数） 
経営分析及び事業計画策定件数 

H29 H30 H31 H32 H33 

１位 積極攻勢型（10） 0 ２ ２ ３ ３ 

２位 ６次産業化創業型（15） 0 ２ ２ ３ ３ 

３位 体裁重視型（15） １ １ ２ ２ ２ 

４位 後継者が重荷を背負う型（15） １ １ １ １ ２ 

５位 自己破産待ち型（10） １ １ １ １ ２ 

６位 商売＝生きがい型（45） １ ２ ２ ２ ２ 

７位 見守り型（44） １ １ ２ ２ ２ 

合計 ５ １０ １２ １４ １６

※重点支援順位が高くても町内に対象企業が少ないため分析件数は比例しない 

※調査実施前のため母数の配分は予測値 

 

 

〈支援に対する考え方〉 
前述の町内小規模事業者意向調査で得られた「売上動向」、「後継者の有無」、「借入金の有無」、

「希望する支援」等により小規模事業者を分類し、重要または緊急を要するものから優先順位を

つけて経営分析を行う。 

 なお、小規模事業者は企業と個人の生活が直結しており、決算書から得られる情報や簡単な聞

き取りだけでは本当の分析、計画策定はできない。本人の意思・意欲、家族の考え・収入・協力

体制等も踏まえた計画づくりでなければ「絵に描いた餅」になってしまう。 

 

 

〈活用方法〉 
 ここで分析した結果を受けて、すべての企業において後述の事業計画を策定するための資料及

び指標とするため、分析だけで終わることはない。 

 

 

〈支援手法〉 

小規模事業者のタイプ別けと分析手法 
 

①「積極攻勢」タイプ 
経営意欲が高く、商品開発、設備投資、販路開拓などを積極的に行う小規模事業者。 

〈分析手法〉 

SWOT 分析、ABC 分析、ポジショニング分析、投資効果分析など次の一歩を確実にするための

分析を中心に行う。 
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②「６次産業化型創業」タイプ 
「自然栽培」作物を活用した商品開発、販路開拓を望む創業者予備軍。 

〈分析手法〉 

商品開発、販路開拓を見据えた SWOT 分析、ポジショニング分析、競合分析、投資効果分析

などを中心に行う。 

 

③「体裁重視」タイプ 
不況業種、借入過多で資金繰りに窮しているが、プライドが高く人に相談できない小規模 

事業者。 

〈分析手法〉 

全体の集計結果を周知し、他社も厳しい状況である旨を認識させ、相談しやすい土壌を作る。

その後、債務償還年数分析を行い、債務償還年数と寿命を比較した表を作成し、経営再建か

再チャレンジかの判断のための分析を行う。 

 

④「後継者が重荷を背負う」（第二創業）タイプ 
事業承継により売上減少傾向の会社と借入金を受け継ぎ将来が見通せない小規模事業者 

の後継者。 

〈分析手法〉 

ライフプラン（生活設計）により後継者の将来の生活費を分析し動機付け。その後商品開発、

販路開拓に移行した際には、SWOT 分析、ABC 分析、ポジショニング分析、投資効果分析など

の分析を行う。 

 

⑤「自己破産待ち」タイプ 
借入金過多で、すでにリスケ策も講じているが、本人に経営改善の意思が乏しく成り行きの

経営で生存中の完済が不可能な小規模事業者。 

〈分析手法〉 

再建か再チャレンジかの動機付けとして債務償還年数分析を行い、債務償還年数と寿命を比

較した表を作成し再認識させる。 

 

⑥「商売＝生きがい」タイプ 
高齢者に多いが、赤字、黒字は二の次で生きている間は商売を続けたいと願う小規模事業者。

〈分析手法〉 

利益と年金で生活費が賄えているかどうかをチェックする。 

 

 

⑦「見守り」タイプ 
概ね本業の売上・利益共に安定しており、借入金の返済、生活費の確保に支障はきたしてい

ない小規模事業者。 

〈分析手法〉 

普段の相談時に経営内容をチェックし、発生した課題に応じて必要な経営分析を行う。 
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３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 
 

〈目標〉 
少ない職員で効率的かつ効果的な経営状況の分析を行うため、前述の町内小規模事業者意向調

査に基づき、小規模事業者を７つのタイプに分類、優先順位をつけ、経営状況の分析を行った小

規模事業者すべてにおいて事業計画の策定を行う。 

重点支援順位 分類名（母数） 
経営分析及び事業計画策定件数 

H29 H30 H31 H32 H33 

１位 積極攻勢型（10） 0 ２ ２ ３ ３ 

２位 ６次産業化創業型（15） 0 ２ ２ ３ ３ 

３位 体裁重視型（15） １ １ ２ ２ ２ 

４位 後継者が重荷を背負う型（15） １ １ １ １ ２ 

５位 自己破産待ち型（10） １ １ １ １ ２ 

６位 商売＝生きがい型（45） １ ２ ２ ２ 0 

７位 見守り型（44） １ １ ２ ２ 0 

合計 ５ １０ １２ １４ １６

※重点支援順位が高くても町内に対象企業が少ないため分析件数は比例しない 

※調査実施前のため母数の配分は予測値 

 

〈支援に対する考え方〉 
町内小規模事業者意向調査で分類し、重要または緊急を要するものから優先順位をつけて計画

策定を行い、小規模事業者がチャンスを逃さないよう、自殺に追い込まれないよう意識づけを行

い、行動を促す。 

 

〈支援手法〉 
小規模事業者のタイプ別事業計画策定支援 

すべての小規模事業者が売上・利益の増加ばかりを望むわけではなく、それぞれの意志で事業

を続けている。その意向を尊重しつつ、小規模事業者の生活が金銭的・精神的に豊かになるよう

寄り添った支援を行う。また、小規模事業者の経営が生活に直結していることはもちろんだが、

生活が経営に与える影響も大きく、ファイナンシャル・プランニング（生活設計）の手法を活用

し「決算書上の利益の先」まで寄り添って事業計画の策定を支援する。 

 

〈支援対象（タイプ）別支援〉 
 

①「積極攻勢」タイプ 
〈現状〉 

 町内の小規模事業者ではほとんど見られないが、今後２代目の帰省に伴い、設備投資や町外へ

の販路開拓、雇用などを積極的に行う企業が数社予定されている。 

〈課題〉 

販路を全国に求めるケースがほとんどであり、激しい競争にさらされることが予想される。強

みを最大限に活かした事業計画とスピード、資金の確保が必要となる。 

〈支援方法〉 

 第二創業計画策定、市場調査、商品開発、販路開拓において、第二創業補助金、全国展開支援

事業補助金を活用し積極的に支援する。 
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②「６次産業化型創業」タイプ 
〈現状〉 

人口減少下、町内での新規参入は厳しい状況にある。現在町で進められている「自然栽培（農

薬も肥料も使わない究極のオーガニック）」作物を活用した商品開発、販路開拓が創業の最有

力候補である。 

〈課題〉 

農業者の 6次産業化による創業が見込まれるが、元々商品開発や販路開拓に対する知識及び資

金が不足しており支援を必要とする。 

〈支援方法〉 

 事業計画策定、市場調査、商品開発、販路開拓と一貫した支援が必要であり、全国展開支援補

助金や町の創業支援事業計画に基づく創業支援及び創業補助金等を活用し支援を行う。 

 

 

③「体裁重視」タイプ 
〈現状〉 

叩き上げの社長に多いが、不況業種、借入過多で資金繰りに窮しているが、プライドが 

高く人に相談できない。近隣の取引先の支払いはキッチリしているが、新たな資金調達もでき

ずそのシワ寄せは税金や社会保険、町外の取引先に偏る。 

〈課題〉 

誰にも相談できず、倒産、夜逃げ、自殺に突き進む傾向にあり、決算書も粉飾が多い。正確な

数字を聞き出し現状を正確に把握するため頻繁な巡回が必要。 

〈支援方法〉 

他社の失敗事例を紹介し、「自分だけではないんだ」「相談してもいいんだ」という 

意識改革から始める。生存中に「経営改善＋借入金のリスケ＋家族収入」で再生できるかを 

ライフプランで計り、現実的でなければ自己破産による再チャレンジ計画の立案を勧める。 

 

 

④「後継者が重荷を背負う」（第二創業）タイプ 
〈現状〉  

比較的売上は安定しており後継者もいるが、商圏・業界内では売上は頭打ち。現経営者の存命

中の生活は年金もあり問題ないが、事業承継により売上減少傾向の会社と借入金を受け継ぐ後

継者は、将来の生活費、借入金の返済が難しい状況。 

〈課題〉 

売上は減少傾向にあるものの売上、利益共に安定しており生活もできているが、相続により人

件費の増加（父母貢献分）、年金収入の減少により将来の生活が立ちゆかなくなる可能性があ

る。 

〈支援方法〉 

現経営者存命中、売上が安定しているうちに異業種進出、新商品の開発・販路開拓を急ぐ必要

があり、第２創業補助金や全国展開支援補助金を活用して積極的に支援する。同時に後継者の

将来の必要生活費に基づいたライフプランと事業計画の策定支援を行う。 
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⑤「自己破産待ち」タイプ 
〈現状〉 

借入金過多で、すでにリスケも済んでいるが、本人に経営改善の意思が乏しく成り行きの経営。

生存中の完済は不可能な状況。 

〈課題〉 

本人も廃業を望んでいるが、年金受給までまだ時間があり自己破産後の生活費を確保できない

ため廃業に踏み切れない。 

〈支援方法〉 

「商工会は最後まで見捨てない」ことを普段から周知する。経営者保証ガイドラインに基づく

清算を勧め、自宅や生活費を少しでも残せるように廃業計画と廃業後のライフプランの作成支

援を行う。弁護士費用を捻出できないケースも多いため、自分で申立て手続ができるよう支援

を行う。必要であれば行政と連携し生活保護の利用を勧める。 

 

 

⑥「商売＝生きがい」タイプ 
〈現状〉 

高齢者に多いが、赤字、黒字は二の次で生きている間は商売を続けたいと願うタイプ。 

 本来経営としては間違っているかもしれないが、地元の技術承継、流通への貢献度は高く生存

中は持続的発展を望む。後継者はいない。 

〈課題〉 

 商圏外や異業種に売上を求める意思がなく、人口減少に伴い売上・利益は逓減。 

借入金は少ないが、ほとんどの場合利益で生活費を賄えておらず、年金を投じている。 

高齢のため死亡保険金も少なく、死亡後同居家族に借入金が残るケースが見られる。 

〈支援方法〉 

 “借入金も相続する”ことや、“年金投入額”を説明し、「死亡までに完済」や「年金を 

つぎ込まない」などを目標に事業計画の作成を支援する。この際、同居家族の収入や支出に起

因する課題も紛れているケースも多いため、同時にライフプラン（生活設計）も作成する。 

 

 

⑦「見守り」タイプ 
〈現状〉 

概ね本業の売上・利益共に安定しており、借入金の返済、生活費の確保に支障はきたしていな

い。本業での見通しが立っているため異業種進出、新商品開発、販路開拓にも消極的である。

〈課題〉 

本人の感覚や決算書上では見通しは立っているが、子供の進学や老後への備えが不十分なケー

スも見られる。 

〈支援方法〉 

 日々の税務、金融、労働の支援で見守りを行うが、設備投資・販路開拓時は持続化補助金等の

活用を促す。ライフプランの必要性を周知するとともに、課題発生時には別のタイプへ再分類

し重点的に支援を行う。 
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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】 

 

〈目標〉 
 重要性、緊急性の高いものから事業計画の策定を行っており、より確実な実施支援が求められ

る。事業計画策定後のフォローアップについても優先順位を決め、回数を設定する。 

事業計画策定直後の実施が不安定な時期に頻繁に行い、事業計画の進捗に合わせてフォローア

ップの頻度を調整。以下を目標に伴走型の支援を行う。 

優先順位と頻度 分類名（母数） 
フォローアップ回数 

H28 H29 H30 H31 H32 

１位／年 6回 積極攻勢型（10） 0 6 6 12 12 

２位／年 6回 ６次産業化創業型（15） 6 6 6 12 12 

３位／年 6回 体裁重視型（15） 6 6 6 6 6 

４位／年 4回 後継者が重荷を背負う型（15） 4 4 8 8 8 

５位／年 4回 自己破産待ち型（10） 4 4 4 4 4 

６位／年 4回 商売＝生きがい型（45） 6 8 8 8 8 

７位／年 4回 見守り型（44） 2 4 4 4 4 

合計 28 38 42 54 54 

 

〈タイプ別フォローアップ支援内容〉 

①「積極攻勢」タイプ 
 強みを活かした事業計画であっても、市場調査など行っているうちに外部環境も変化し、模倣

の危険にもさらされる。商談後の早期供給体制の構築も重要であり、取引開始が長引けばチャン

スを失う可能性もある。資金確保支援なども含めて万全のフォローアップを行う。 

 

②「６次産業化創業」タイプ 
 商品開発、市場調査、販路開拓と段階を踏む度に新たな課題が発生するため、その度に事業計

画を見直し修正する必要がある。積極攻勢型同様、シェア獲得までのスピードが重要になるため、

計画策定後は進捗状況の報告を受けつつ、資金需要、商品ブラッシュアップ等のフォローアップ

を行っていく。 

 

③「体裁重視」タイプ 
 再生計画を実行に移す際には確実な返済が求められ、綿密な資金繰りの実行が不可欠である。

資金繰りの概念がない経営者も多いため直後の返済指導を徹底する。 

再チャレンジ計画を行った小規模事業者については、策定までの過程で精神的フォローは行っ

ているが、精神的にまだ不安定な時期でもあり、家族も含めて見守りを行う。 

 

④「後継者が重荷を背負う」タイプ 
後継者の将来の必要生活費に基づいたライフプランと事業計画の策定過程において現状打破

の意識付けを行うが、依然売上利益共に安定しているために行動に移さず放置する傾向にあるた

め、小さな成功事例を積み重ね自身をつけさせながら、異業種進出、新商品の開発・販路開拓の

道を着実に進められるようにフォローアップを行う。 
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⑤「自己破産待ち」タイプ 
自宅や生活費を少しでも残せるように廃業計画と廃業後のライフプランの作成を行ったあと

は、借入金から逃れ精神的には安定するが、同時に疎外感を感じ塞ぎこむ経営者も少なくない。

以後の収入においても家族の協力が必要であり、収支のチェックと精神的フォローを家族を交え

て行う。必要であれば生活保護の申請手続きも支援する。 

 

⑥「商売＝生きがい」タイプ 
「死亡までに完済」や「年金をつぎ込まない」などを目標に事業計画の作成を支援しても、長年

の慣習で利益が出ない仕事も受注してしまう傾向にあるため、「死亡後の家族の生活のため」と

再度説明し、釘を刺す。 

 技術の承継については意欲的であるため、従業員への継承はもちろん、中長期的には地域の担

い手への技術承継のため講師として、活躍の場も提供する。 

 

⑦「見守り」タイプ 
 ライフプランに基づく計画策定後は、新たな課題が発生していないかの声掛け、見守りを行う。

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

〈目標〉 
町内に新商品開発、販路開拓を積極的に行う小規模事業者は少なく、全体的な需要動向調査よ

りも、商談会やアンケート調査など小規模事業者の商品・サービスに応じた市場調査の方が効果

的である。 

また、補完する需要予測のツールとして、業界動向や消費者動向、商圏内人口・消費額を調査・

収集し、小規模事業者の経営分析、事業計画策定時の需要予測や商品ブラッシュアップに活用す

るため以下を目標に調査を行う。 

調査事業 調査対象数 調査時期 個別活用目標数／年 

バイヤー意向調査 ２社／年 9 月、11 月 出展者２社 

同業他社 10 社 

 

①個別市場調査 
調査対象 食品製造業の新商品 

調査時期 ９月、１１月 

調査目的 地域外へ流通させようとする個別商品・サービスの需要予測のため、商談会・販売会

前にバイヤーにアンケート調査を実施できるよう指導する。 

調査項目 価格、デザイン、容量、最適ロット数、味、競合商品、流通ルート等 

調査方法 以下の商談会でのバイヤーの意見アンケート（想定するターゲットのみ）等を実施。

商談会名 開催地 開催時期 
バイヤー

来場者数 

商談・アンケート

目標数 

グルメ＆ダイニン

グスタイルショー 

東京 9 月 3 万社 50 社／日 

買いまっせ売れ筋

商品発掘市 

大阪 11 月 約 60 社 30 社 
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活用方法  興味を示した商談先のリストや意見、消費者のアンケート結果からターゲットを絞

りこむとともに、意見を元に商品・サービスのブラッシュアップを行い出展。 

商工会の役割  

各商談会においてアンケート調査の集計を商工会で行い、出展企業にはもちろんの

こと、今後出展を予定している同業他社にも情報提供を行う。 

 

 

 

 

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】 

 

〈支援に対する考え方〉  
持続的発展を維持するには需要の開拓は不可欠であるが、田舎の小規模事業者は総じて不得意

な分野であり、季節商品や新メニューを出しても店内の POP 程度にとどまっている。 

まずは意識改革のための販路開拓セミナーを開催し、ネット販売が定着した現在では販路の可

能性は全国にあること、SNS 等の活用で少額の費用で効果的な訴求が行えることを周知する。 

 その後、地域内に販路を求める企業と地域外へ販路を求める企業に分類し支援を行う。 

地域内需要開拓企業には、SNS の活用方法やチラシ作成支援等を支援し、地域外需要開拓企業

には全国展開を目指し商品開発から販路開拓までの一連の支援を行う。 

 

 

〈目標〉  
地域内販路開拓企業と地域外販路開拓企業に分類し、以下を目標に事業を実施する 

 支援企業数（社） 

H28 H29 H30 H31 H32 

販路開拓セミナー 

参加者 

5 5 5 5 5 

うち商談会出展企業 1 2 2 2 2 

地域内需要開拓 1 2 2 3 3 

うち成約件数 5 10 15 15 15 

地域外需要開拓 0 1 1 2 2 

  うち成約件数 0 3 5 10 10 

 

 

①販路開拓セミナーの開催 
支援対象者 積極攻勢型、第二創業型、６次産業化創業型、見守型の小規模事業者 

実施時期  年に１回 

開催目的  販路開拓の必要性に疎い小規模事業者に販路開拓による売上増加の可能性につ 

いて意識づけを行い、その後の個別支援へ結びつける。 

実施方法  熊本県商工会連合会、よろず支援拠点と連携し、外部から講師を招聘し開催。 

対象者の数が少ないため、広域連携先の芦北町商工会と共同開催とする 

ことで商工会のセミナー開催費用負担を軽減。 

 商工会の役割  

意欲ある事業者の掘り起こしと事業化の可能性向上 
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②地域内販路開拓支援 
支援対象者 地域内で販路拡大を目指す小規模事業者 

実施時期  随時 

支援方法  セミナーに参加した企業に対し販促を支援。販路開拓に費用を捻出できないのが

小規模事業者の特徴でもあり、SNS やプレスリリースなどの無料媒体を基本とす

るが、費用が必要な場合は持続化補助金の申請も併せて行う。 

販路開拓の支援をしてもその効果を計る手段を持ち合わせていない小規模事業 

者が多く、販路開拓を期に客数、商品別売上の集計方法も同時に支援する。 

商工会の役割  

商品特性に応じた販促方法の選択方法、プレスリリースの利用方法、効果的な 

SNS 活用方法等を指導する。 

 

③地域外販路開拓支援 
支援対象者 地域外に販路拡大を目指す小規模事業者 

実施時期  随時 

支援方法   前述個別市場調査を活用し商品をブラッシュアップし、商談会、販売会へ出展

する。その際、市場調査で参加した時のバイヤーの名刺を活用し DM を送付、再

度商談を行う。 

また、商談後は具体的な価格やロット数を求められるため、生産体制構築や製

造原価についても専門家を招聘し支援を行う。 

なお、商談成立時のロット数によっては大型の設備投資が必要になるため、も

のづくり補助金や融資の斡旋も同時に行う。 

さらに、商談を重ねる度に模倣の危険性にさらされるため商標登録等の防衛策

も講じる。 

 商工会の役割  

商談会出展に係る費用を軽減するため、各種補助金・助成金の申請を支援し、 

各企業の出店費用の軽減を図る。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

〈アートによる町づくり〉 
小さな町としては珍しく美術館を要し、町のいたるところに 16 体の彫刻が設置されている。

最近ではアートによる町づくりが推進され、「海の上に立つ小学校」として有名な赤崎小学校を

活用した「つなぎ水曜日郵便局」はグッドデザイン賞を受賞している。 

また、空き家を活用し、芸術家を町内に数ヶ月滞在させ作品を制作してもらう「アートインレ

ジデンス」や歩道にアートを描く「つなぎのねっこ」など度々メディアに取り上げられ注目を浴

びている。 

しかし、町内に宿泊施設もなく、飲食店や物産館との連携もないため、観光客は作品を見て帰

るだけとなっており経済効果は薄い。 

今後、町が宿泊施設を建設する予定であり、小規模からのスタートではあるが観光の産業化が

見込まれる。 

津奈木町商工会は、町と連携して観光産業の事業化に向けた委員会」を設置し、町内において

「観光の事業化に向けた支援部門」を担う。全国展開支援事業を活用するなどして、観光事業に

取り組む企業を支援し、観光産業に意欲ある者の発掘を行い、起業化に導いていく。 
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〈安心・安全な食と農の推進〉 
 オーガニック農産物は消費者の認知度も向上し、需要が増加しているが、生産が不安定であり

収入の安定しない生産者も多い。津奈木町では将来の需要増加を見込んで究極のオーガニックで

ある「無農薬・無肥料栽培＝自然栽培」を推進している。 

 津奈木町商工会は、町と連携し、今後、農産物の販路拡大や加工品の開発等において全国に販

路を求めていく意欲ある農林漁業者、加工・販売業者を集めて委員会を設置し、全国展開支援事

業などを活用し、６次産業化型の創業を支援していく。 

 

 

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 
① 熊本県商工会連合会等が開催する支援者研修において、年２回他の商工会等とノウハウや支援策

について情報交換を行い支援力強化を図る。 

②水俣・芦北地域雇用創造協議会からの商談会等の販路開拓支援情報を毎月収集し、支援企業の出展

機会を増加させる。 

③くまもと県南フードバレー推進協議会が実施する販路開拓の商談会等について年２回情報収集を

行い、支援企業の出展機会を増加させる。 

④商談会の際に経営指導員も同席しバイヤー等と情報交換を行い、支援力の向上を図る。 

 

２．経営指導員等の資質の向上等に関すること 
①経営指導員は、中小企業大学校が主催する売上増加、販路開拓、地域 資源活用、創業・経営革新

等の研修に 3 年間で 1 回以上受講するものとし、これまで の金融、記帳指導・税務指導といっ

た経営指導に必要な能力に加えて、経営分析、売上・利益向上といった小規模事業者の利益の確保

に資する支援能力を身に付け、全体の支援能力の向上を図る。 

② 津奈木町商工会や連携する芦北町商工会が主催する事業者向けの販路拡大や売上向上をテーマに

したセミナーには、経営指導員及び経営支援員、記帳指導職員も参加し支援能力の向上を図る。 

③ 熊本県が主催する「テーマ別（創業、経営革新、事業承継）人材育成専門講座」を経営指導員、

経営支援員は必ず受講し、資質の向上を図る。 

④ これらの研修で学んだことは、２ヶ月に１回職員研修会で発表し、職員全員で支援能力のノウハ

ウを共有する。  

⑤ 経営支援員等の育成については、上記の研修に加えて支援の際に経営指導員と同席させ、事業主

に対しての指導方法を OJT でアドバイ スを行う。 

⑥田舎の小規模企業支援にはファイナンシャル・プランニングの技術が不可欠であり、有資格者

が他の職員の資格取得を支援する。 

⑦組織として人事異動後もノウハウを共有できるよう基幹システムに詳細に入力し、支援に支障

をきたさない体制を確保する。 

⑧熊本県商工会連合会や、熊本県よろず支援拠点等の専門家派遣事業を活用し個社支援のために招 

聘した際に情報交換を行い、支援力向上を図る（OJT） 

 

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 
①外部有識者（地元金融機関支店長、町の商工振興担当者）による評価委員会を設置し、事業年度終

了毎に事業の実施状況、成果の評価を行う。 

② 評価委員会の評価結果を受けて、計画の見直しの方針を決定する。 

③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、会長へ報告し、承認を受ける。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果を津奈木町商工会のホームページ 

（http://www.kumashoko.or.jp/tunagi/） で計画期間中公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年１１月現在）

（１）組織体制 

   経営発達支援事業は以下の組織で行う。 

  役 員１３名 （会長１名、副会長２名、理事８名、監事２名） 

  事務局 ３名 （経営指導員１名、経営支援員１名、記帳指導職員１名） 

    

【実施体制】 

責任者 

   経営指導員         経営支援員      １名 

                 記帳指導職員（パート）１名 

   

 

（２）連絡先 

  〒８６９－５６０３ 

  熊本県葦北郡津奈木町大字岩城２１１３－２ 

  津奈木町商工会 

  電話 ０９６６－７８－３５８０ 

  FAX  ０９６６－７８－３６１７ 

  Mail tunagi@lime.ocn.ne.jp 

    HP  http://www.kumashoko.or.jp/tunagi/ 

 

 

（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） 

 ２９年度 
（29年 4月以降)

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 15,762 19,500 19,500 19,600 19,500

 

経営改善普及事業 

意向調査事業 

販路開拓支援事業 

 

14,162

100

1,500

14,500

5,000

14,500

5,000

14,500 

100 

5,000 

14,500

5,000

（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 

熊本県補助金、津奈木町補助金、全国連補助金、商工会自主財源 

 

（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 

・地域の経済動向調査に関すること 

町内小規模事業者意向調査 

消費動向調査 

・経営状況の分析に関すること 

小規模事業者のタイプ別けと分析手法 

・事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者のタイプ別事業計画策定支援 

・事業計画策定後の実施支援に関すること 

タイプ別フォローアップ支援 

・需要動向調査に関すること 

個別市場調査 

・新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

販路開拓セミナーの開催 

地域内販路開拓支援 

地域外販路開拓支援 

・地域経済の活性化に資する取組 

アートによる町づくり 

安心・安全な食と農の推進 

・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 

・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 

・経営指導員等の資質の向上等に関すること 

・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 

 

連携者及びその役割 

 

 

 

 

連携機関 役割 住所 電話番号 
津奈木町 

町長 西川 裕 

地域振興事業、創業支援に向けた

連携 

熊本県葦北郡津奈木町大字小津

奈木２１２３ 

0966-78-3111

水俣芦北地域雇用創造協議会 

会長 芦北地域振興局長 
販路開拓支援情報を共有して連携 熊本県葦北郡芦北町芦北 2670 0966-82-5572

芦北町商工会 

会長 藤井 公明 

受講機会増加のため講習会の共

同開催で連携 

熊本県葦北郡芦北町大字芦北

2060-7 

0966-82-2548

くまもと県南フードバレー推

進協議会 会長 小野 泰輔 
販路開拓の商談会等について情

報収集で連携 

熊本市中央区水前寺 6-18-1 096-333-2020

熊本県商工会連合会 

会長 伊東 昭正 

専門家の情報提供・派遣、商談会

等の情報提供、経営指導員等の資

質向上で連携 

熊本市中央区安政町 3-13 096-325-5161

熊本県よろず支援拠点 
コーディネータ 鹿子木 康 

専門家の情報提供や派遣で連携 熊本県上益城郡益城町田原

2081-10 

096-286-3355
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連携体制図等 

 

 

小規模事業者 
（創業者含む）

津奈木町商工会

津奈木町 

熊本県商工会連合会 熊本県よろず支援拠点 

水俣・芦北地域雇用 

創造協議会 

くまもと県南フード 

バレー推進協議会 

芦北町商工会 

支援 

連携 

連携連携 
連携

連携

連携

支援 
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