
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 

多良木町商工会 

（法人番号）４３３０００５００７８３８ 

実施期間 平成３１年４月１日～ 平成３６年３月３１日【５年間】 

目標 

小規模事業者の経営基盤の強化と地域資源を活用した観光振興に向け

た取組みの強化に対して、行政、各種団体、地元金融機関や熊本県商工

会連合会、県南フードバレー推進協議会等と連携を図り、地域経済活性

化に向けた新たな事業構築を目指す。 

１．経営力の強化 

２．廃業率低下の実現 

３．地域資源を活用した新商品・新サービス開発 

４．情報発信の強化と観光客の受け入れ体制構築 

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 

  経営指導員の巡回ヒアリングにより景気動向調査を実施する事で、

地域の課題や問題点を収集し整理する。又、分析結果をホームページ

等に掲載することで小規模事業者への情報提供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 

 経営分析に関するセミナーを開催し、対象事業者を選定する。県連の

専門家派遣などの支援機関と連携し連携した分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  経営分析や景気動向調査、需要動向調査に基づき、経営支援プログ

ラムの作成を経て、県連等支援機関と連携し、事業計画策定の支援を

行う。 

４．事業計画策定後の支援に関すること 

  定期的な巡回訪問を実施すると共に、必要に応じて専門家と連携し

ながら必要な助言指導を行い、目標達成に向けた伴走型支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

  多様化する消費者ニーズへの対応としてバイヤーへの需要動向調査

を実施する。収集した情報を今後の新商品開発や販売戦略に繋げる。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  商品のブラッシュアップや販路開拓のために物産展や商談会へ積極

的に出展するための支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  多良木町、農協、森林組合等との連携会議を主軸とした地域活性化

策を実施する事で、町内の賑わい創出に繋げていく。  

連絡先 

多良木町商工会 

住所：熊本県球磨郡多良木町多良木１６１０－１ 

  TEL ：0966-42-2525     FAX ：0966-42-2792 

  Eメール taragi@ruby.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 

 
【多良木町の概要】 
熊本県の南部に位置し、球磨盆地の東部にある。面積は 165.86ｋ㎡。面積の約 80％

は山林原野であり、主要基幹産業を農林業が牽引してきた。 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人口は、昭和 30 年町村合併時の 20,091 人をピークに減少を続け、平成 30 年 3 月に

は、9,755人と 50％以上の減少となっており、10,000人を割り込んでしまっている。 
また、町人口に占める高齢者（65歳以上）の割合は平成 23年 33.2％から平成 29年 3

月には 38.3％に達するなど、人口減少、高齢化が進行している地域である。 
人口推移 

 Ｓ５５年 Ｈ２年 Ｈ１２年 Ｈ２２年 Ｈ２７年 
合計 １４，５９８ １３，４３７ １２，０７２ １０，５５４ ９，７９１ 
0～14歳 ３，４１３ ２，６４１ １，７７０ １，３５５ １，２４９ 
15～64歳 ９，４９１ ８，３７３ ６，９５５ ５，６４９ ４，８５２ 
65歳以上 １，６９４ ２，４２３ ３，３４６ ３，５５０ ３，６９０ 
75歳以上 ６０７ ９１６ １，４３６ ２，０８１ ２，１５３ 
 
町内の交通は、第３セクターの「くま川鉄道」と路線バスが国道や主要県道を走って

いるが、鉄道、バスともに１時間に１本も無いため、ほとんどが自家用車での移動であ
り、高齢者であっても自家用車が手放せないのが現状である。又、観光客のアクセスも
車での往来が多いが、地元商店街は、敷地が狭く駐車場を設けていない所が多いため集
客が難しくなっている。 
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商工業では、町の中心を横断する国道２１９号線を中心に２キロメートルに及び商店

が点在している独特の商店街となっている。 
町内の地域資源としては、米・果樹・椎茸が中心で１次加工での販売を主としている。 
業種では、卸小売業が、全体の２８％を占め、飲食・建設・製造業が、それぞれ１０％

台となっている。製造業では、球磨焼酎蔵が７社あり、人吉球磨２８蔵の２５％を占め
ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
又、近年では、介護施設やデイサービスなど高齢者をターゲットにした事業が増えて

きている。 
 
業種割合（経済センサス） 

 
              
小規模事業者数は、平成 9年 471件から平成 30年 422件と 49事業者が減少となって

おり、事業者の減少の大部分は小規模事業者の減少となっている。 
商工業者数・小規模事業者数（商工業者台帳） 

 
 
また、商工会員数も平成 10年 3月 369社から平成 30年 3月 256社と 30％の減少とな

っている。 
会員数（商工業者台帳） 

 
 
 

 合計 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食宿泊 サービス業 その他 

Ｈ２５年 ４８１ ７２ ５０ ２３ １３４ ４６ １３９ １７ 
Ｈ２９年 ４７４ ７５ ４７ ２３ １３０ ４５ １３６ １８ 

 Ｈ１０年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 Ｈ３０年 減少 

商工業者数 ５３７ ４８９ ５０４ ４８５ ▲５２ 

小規模事業者数 ４７１ ４３２ ４６７ ４２２ ▲４９ 

 Ｈ１０年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 Ｈ３０年 

会 員 数 ３６９名 ３１４名 ２７７名 ２５６名 

 
球磨焼酎 

 
田園風景 
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【地域の現況とその課題】 

課題１ 小規模事業者の経営環境悪化と弱体化 

【地域の現状】 

・地域経済をけん引している建設業は、熊本地震による被災地への公共工事の集中と資

材の高騰により地場の工事全体が縮小し、震災復興の為に被災地への労働力流出によ

り売上は伸び悩んでいる。 

・近年、介護施設が 10社程度できたことで雇用の維持に至っている。 

・製造業は、球磨焼酎の蔵が 7 社あるが、売り上げは低迷している。（最盛期の 50％台

に減少している蔵もある。） 

・小売業は、コンビニの進出で廃業が目立っている。 

・飲食業は、30件以上あるが、町内客を中心としているため人口減少と得意客の高齢化

により入込客は、伸び悩んでいる。 

 

課題２ 高齢化による廃業の増加 
【地域の現況】 

商店街は、主要国道沿いに約 2キロメートルあるが、事業主の高齢化・後継者不足に 

よる廃業が進み空き店舗・シャッターの閉鎖が目立っている。経営は、継続している 

ものの新たな事業展開や店舗改装など新規事業に着手できる状態ではなく、地域住民 

の為に事業を継続している。又、大手スーパーやコンビニエンスストアが進出し、地 

元小売店は、経営環境の悪化が続いている。 

 

課題３ 地域資源の活用方法に乏しい 

【地域の現状】 

町内の観光資源は、神社仏閣などの文化財や日本３急流の「球磨川」、町内に点在する

「えびす像」など挙げられるが、活用も乏しく、他との差別化やブランド化に至って

いない。町内に観光客が滞在する目的地が無いため、国道・県道・広域バイパス共に

通過点となっている。 

 

課題４ 観光流入人口の低迷 

【地域の現状】 

町や商工会では、地域振興・観光振興として「イベント＝祭り」を中心に事業を推進

しているが、インバウンド対策や交流人口増加・滞在時間の延長など地元小規模事業

者への直接的なメリットがあるものではなく、事業自体の人手不足もあり地域振興の

方向性も見直す時期に来ている。 

  

 

【商工会のこれまでの取組】 

・経営改善普及事業としては、職員の巡回窓口相談により経営・税務・労働・金融など 

総合的な支援を実施しているが、ほとんどが、受け身の支援であり提案型支援には至 

っていない。 
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経営改善普及事業の指導相談件数（商工会実績報告） 

 Ｈ２３年 Ｈ２５年 Ｈ２７年 Ｈ２９年 

巡  回 ２，４４３ ２，００７ １，７９３ １，２５７ 

窓  口 １，８３２ １，３８７ ９６６ ９１４ 

創  業 ８ ０ １５ ８ 

合  計 ４，２８３ ３，３９４ ２，７７４ ２，１７９ 

 

・継続的な商品券発行事業とプレミアム付き商品券発行により町内購買力の流出を防ぎ

つつ、商工会への加入推進の一翼を担っている。 

・地域振興事業として、商工会主催のイベントである「えびす夏祭り」「えびす祭り」「え

びす植木市」と行政、ＪＡ、森林組合との共催である「たらぎ農林商工祭」を実施し

ている。 

・商工会では、町の賑わい創出事業として地域振興事業に重点を置いているため、小規

模事業者の経営力向上や経営発達のための経営改善普及事業に繋がる新規事業実施

に至っていない。 

・町との連携事業としては、空き店舗対策事業として店舗改装補助金や町独自の事業資

金貸付制度を活用した小規模事業者支援を行っている。 

 

【小規模事業者支援の中長期的な振興の在り方】 

・前段、【地域の現状とその課題】に提示している４つの課題に対しての振興の在り方

と小規模事業者の継続的発展を促すための支援を目指す。 
 

 

課題１ 小規模事業者の経営力強化と安定化 

 小規模事業者の経営力強化と経営の安定化の為に、商品やサービスの自己分析を行

い、ターゲットにマッチした新たなマーケットや販売チャネルを確保する。又、新商

品開発事業に着手することで差別化とブランド力を高めることが出来、経営力強化と

安定化に繋げるための支援を確立していく。特に経営革新を推進することにより経営

計画書を作成し自社の経営課題への気づきや改善点を修復させることで、小規模事業

者のさらなる経営力の向上に向けた支援を確立していく。 

 

課題２ 事業承継対策の強化 

  事業承継を機会とし事業所の廃業を回避する事と、経営革新や新事業展開を進める

ことで事業の継続的発展を目指す。又、創業を含めた空き店舗への新規参入事業者を

促すことで、地域商店街の賑わい創出に繋げる。 

 特に事業承継については、小規模事業者の後継者育成や新たな後継者選定に向けた支

援を確立していく。 

  

課題３ 地域資源の掘り起しと活用 

  他地域との差別化や地域ブランド化を図るために、自然や文化、慣習など新たな地

域資源の掘り起こしを行い消費者のニーズに合った提供方法を構築する。行政や各種

団体との連携により、新しい多良木町ブランドを構築する為の支援を確立する。 
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課題４ 小規模事業者の魅力発信による観光客の増加 

  新商品や新サービスの開発による差別化された小規模事業者の魅力を全国に発信

ＰＲするための情報提供並びに事業支援をおこなう。行政や各種団体との連携によ

り、広域的なＰＲ活動と多良木町全体を活用した観光客受け入れの体制づくりの支援

を確立する。 

 

【本事業の目標】 

１．経営力の強化 

経営革新計画策定により経営計画を立てることで、自己分析が可能となり小規 

模事業者の強みを生かした経営支援を実施する。 

 

２．廃業率低下の実現 

小規模事業者の後継者育成を行うと共に、合併やＭ＆Ａに向けた取組みにも事 

業承継センターとの連携による支援を図る。 

 

３．地域資源を活用した新商品・新サービス開発 

小規模事業者の販売力強化と対外的な売上強化を図り経営力向上を目指す為 

の新商品・サービス開発支援を実施する。 

 

４．情報発信の強化と観光客の受け入れ体制構築 

  小規模事業者の商品やサービスの情報を広く発信するための支援や情報提供 

を行うと共に、観光客受け入れ体制を構築する。 
 

 

【目標達成に向けた方針】 

１．小規模事業者の経営力強化並びに経営を持続させるための支援に取組む 

  県連の専門家派遣事業や県南サポートオフィスとの連携により経営分析や経営診

断を実施する。 

経営分析や経営診断の結果を把握し、経営支援プログラムの作成に繋げることで、

小規模事業者の中長期計画を策定すると共に経営力強化の為に経営革新計画書を作成

し、新たなビジネスモデルを構築していく為の支援を行う。 

①経営革新計画申請（熊本県） 

      ②経営支援プログラムの作成(商工会) 

③県連専門家派遣事業、県南サポートオフィスとの連携 

 

２．後継者育成強化と早期事業承継の推進に取組む 

  巡回窓口相談や事業承継セミナー開催を通して、経営者の事業承継に向けた意思確

認を行うと共に後継者に対するスキルアップのための支援を行う。 

  くまもと事業承継支援センターとの連携により企業合併やＭ＆Ａ対応支援も行う。 

      ①事業承継セミナーの開催 

      ②くまもと事業承継支援センターとの連携       
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３．新商品・新サービス開発による差別化と地域ブランド化の構築に取り組む 

  地域資源を活用した小規模事業者の商品・サービスの開発、ブラッシュアップによ

り、差別化を図ることで商品・サービスの高付加価値化に繋げる為の支援を行う。 

  地域全体のコンセンサス形成と行政、各種団体との連携により新たな地域ブランド

を構築するための組織作りを支援する。 

   ①小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業(全国連) 

    ②県南フードバレー推進協議会（熊本県） 

    ③行政、町内各種団体との連携 

 

４．ＳＮＳを活用した情報発信と広域連携による観光振興に取組む 

  小規模事業者のＨＰや商工会ＨＰ、行政のふるさと納税サイトなどを活用した情報 

発信を行うことで、商品やサービスだけでなく観光に関しても広くＰＲすることが出

来る。   

  観光の受け皿づくりでは、町内だけでなく商工会の広域連携である近隣町村とも連

携した事業を構築することで、より広がりを持った事業を推進することが出来る。 

    ①小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業(全国連) 

    ②多良木町観光協会との連携事業 

③商工会広域連携による奥球磨地区商工会広域連携事業(湯前町・水上村) 

  

５．関係支援機関との連携 

前段１．２．３．４の目標を達成するために、各支援機関と連携し小規模事業者の 

経営力向上・販売力向上・販路開拓等を継続して支援していくことで、多良木町の小

規模事業者全体の「賑わい創出」に繋げていく。又、事業連携を行うことにより他機

関との情報共有やＯＪＴにより商工会職員のスキルアップにつなげていく。 

 ①連携支援機関 

      ・熊本県 

・多良木町 

・全国商工会連合会 

・熊本県商工会連合会 

・県南サポートオフィス 

・くまもと事業承継支援センター 

・県南フードバレー推進協議会 

・多良木町観光協会 

・奥球磨地区商工会広域連携 
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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】 

 （現状と課題）  

 これまでは、全国商工会連合会の「小規模企業景気動向調査」に協力する形で行

う程度であり、分析・活用までには至っていない。 

   課題としては、行政を含め地域性として地域振興イベント事業を重視しており、

小規模事業者への支援は、自力での解決を望んでいた所がある。 

   新商品開発や新役務の提供、ブランド化、販路開拓を進める上において、有効活

用するために必要な地域資源の情報収集と分析を広く行い提供して行くことで、計

画策定や経営力向上に役立てる。 

 

（事業内容） 

 新たに、地区内の経済動向を把握するために、経営指導員を主体とした巡回ヒア 

リングにより業種ごとの経済動向を調査する。ヒアリング内容は、売上や利益など 

予め設定し、実施・分析を行う。 

分析には、地域経済分析システムの「ＲＥＳＡＳ」を活用することで差異を把握

する。 

 

調査対象：７５件の対象事業所を抽出することで、基礎データを集積させる。 

商工事業者数４７４件のうち業種別では、建設業９３件・製造業４７件 

卸小売業１５３件・飲食業４５件・サービス業１３６件となっている。

各業種１５件を抽出し、対象事業所を固定する。 

調査項目：売上・利益動向、設備投資動向、資金調達動向、雇用動向、後継者有無 

調査手法：経営指導員（1名）、経営支援員（1名）による巡回ヒアリング実施。 

分析手法：経営指導員と経営支援員、外部専門家の連携による分析を行う。 

 

（成果の活用） 

査結果については、経営指導員を中心に個別企業の巡回指導、窓口指導等経営支

援において事業計画策定の基礎的資料として活用する。 

地区内経済動向の調査については、業種ごとに的確な課題の抽出を行い、商業統

計調査や地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」とも比較しながら、相談指導におい

て経営力及び販売力の向上を図るために活用していく。 

特に、経営革新や事業承継を見据えた分析材料を抽出することで、小規模事業者

の経営力向上に繋げていくことが出来る。 
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又、行政との連携会議を実施し、商工会のＨＰで分析結果を公表することで、行

政の基本方針との整合性を持たせていく。 

（目  標） 

 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ３６年度 

調査回数 １ １ １ １ １ １ 

公表回数 １ １ １ １ １ １ 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 (現状と課題) 

経営分析については、これまでは金融支援時に主に財務分析を中心に行っており、

業種特性を踏まえた経営課題の発見につながるような分析まで行っていなかった。 

今回の計画においては、地域の小規模事業者の経営力向上と販売力向上、さらに、

事業承継に繋げるために、業種特性を踏まえた分析項目を選択することで業種ごとの

経営課題を抽出し、集中的な支援を行う。 

経営分析により抽出した専門的な課題等については、熊本県商工会連合会、県南サ

ポートオフィス、よろず支援拠点のコーディネーター等と経営指導員等が連携し、小

規模事業者の抱える経営課題の解決に対して丁寧にサポートする。 

 

（事業内容） 

経営分析を行う事業者を発掘するために、経営分析に関するセミナーを開催するこ

とで、セミナー参加者の中から新たな市場開拓に意欲的な事業者を選定する。 

簡易的な財務分析については経営指導員・経営支援員が行うとともに、経営実態を

把握し、本質的な経営課題を明確にするために、専門家派遣制度を有する熊本県商工

会連合会や県南サポートオフィス、よろず支援拠点等と連携する。 

 

 対 象 者：セミナー参加者の中から意欲的で市場開拓の可能性が高い 10社を選定 

 分析項目：財務分析【拡充】 
 分析手法：決算書の内容から、収益性・生産性・安全性についての現状を分析し、課

題となる部門や更に成長させるべき部門の抽出を行う。 

   

分析項目：顧客分析【新規】 

 分析手法：現状の取引先との取引状況の推移や比率等については、ＡＢＣ分析を行い、

経営状態や現在のターゲット市場に対してのＳＷＯＴ分析を行う。 

 

分析項目：事業承継分析【新規】 

 分析手法：今回の経済動向調査や小規模事業者持続化補助金等活用時の事業承継ヒア

リングシートを活用し各事業所に適した承継時期や承継の方法について

分析を行う。 
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 (結果の活用) 

前段の分析結果をもとに明確化された小規模事業者ごとの経営課題等に対して、 

今後の具体的な解決策や経営戦略の方向性を探り、経営改善の方向性を示すとともに、

小規模事業者の持続的発展に向けて事業計画策定支援に活用する。 

さらに、経事業計画策定や個別企業の経営力向上、販売計画や新市場開拓等立案、 

発展的な事業承継やＭ＆Ａにおける対応の是非、経営革新や新事業展開における基礎

データとして、当該事業者へのフィードバックを行い、事業計画策定を行う。 

 データベース化した分析結果は、内部共有化することで職員間の情報共有と個々の

スキルアップに活用する。 

（目  標） 

支援内容 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ３６年度 

セミナー開催件数 １ 1 1 １ １ １ 

セミナー参加人数 15 15 15 15 15 15 

経営分析件数 10 10 10 10 10 10 

 内事業承継分析件数 2 2 2 2 2 2 

 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(現状と課題)    

これまでは、持続化補助金・金融支援等おいて事業計画の策定を行う等受動的な対

応が中心になっており、小規模事業者が事業発展のために策定する事業計画策定を支

援するケースは少なかった。 

  町の地元産業に対するビジョンとして、地域資源活用による商品開発や観光協会の 

新設など観光産業に力を入れていく方向性が示されている。 

そのためにも観光産業を中心的に担う飲食店、食品製造業、小売店と球磨焼酎製造

業者を優先的に支援して行く。 

 

（支援に対する考え方） 

今回の計画においては、小規模事業者が、経営課題を解決し持続的な経営発展につ 

なげていくために、上記１.の地域の経済動向調査、上記２.の経営状況の分析結果、

下記５．需要動向調査を踏まえ、第 2 創業や新商品開発、新役務の提供など小規模事

業者の中長期的な目標に応じた質の高い支援を行うと共に、事業承継についてもスム

ーズな承継やＭ＆Ａに対する事業所の価値を見出すための積極的な支援を行うこと

で、小規模事業者が望む事業の在り方や目標達成に向けた事業計画の策定支援を行う。 

また、熊本県商工会連合会や県南サポートオフィスと連携することで、伴走型の指 

導・助言を行い、事業の持続的発展を図る。 

  

（事業内容） 

(1) セミナーにより掘り起こした事業者の経営分析を実施した結果を基に、経営指
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導員が主体となり対象事業所を巡回訪問し、事業計画の意義や必要性について事

業者の理解を深めコンセンサス形成を図りつつ策定支援を行う。【新規】 

 

(2) 事業計画の策定にあたり、巡回訪問や金融相談、税務相談など窓口相談時に個

別ヒアリングを実施し、経営力向上支援のツールとして経営支援プログラムの作

成を行う。経営支援プログラムの作成により事業者の中期目標や課題を抽出し、

伴走型支援の内容を検討し合意を得る。【拡充】 

 

(3) 経営支援プログラムの作成により小規模事業者の簡易的な事業計画を事前に策

定し、課題抽出と事業の方向性を見出すことで、熊本県商工会連合会や県南サポ

ートオフィス等と連携し中長期的な事業計画書を策定することが出来る。【新規】 

 

(4) 特に観光産業の中心的な担い手である飲食業、食品製造業、小売業を中心に事

業計画策定に着手することで、町が示す商工業振興計画と連動することが出来、

より一層密度の濃い事業計画を策定することが出来る。【新規】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画策定支援フロー図 
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事業者 
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経営支援プログラム策定

事業者 

経営革新計画策定
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商工会 

全国連 
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（目  標） 

 支援内容 31 年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ３６年度 

事業計画策定事業者数 １０ １０ １０ １０ １０ １０ 

 事業承継計画策定事業者数 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

   

  

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針２】 

 （現状と課題） 

事業計画策定後の実施支援については、今までは、実施における経営課題が生じ、

小規模事業者から相談があった場合に対応する等、受動的な対応が主体であった。

巡回頻度は多かったが、小規模事業者の潜在的なニーズや経営状況の把握が出来て

いなかった。また、売上・利益など財務状況を把握する術も支援員が実施している

記帳機械化（30社）や決算指導時（45社）の把握にとどまっている。 

今回の計画を実施するにあたり、小規模事業者の事業計画を策定し、経営状況を

詳細に把握することで、中長期事業計画を遂行するための伴走型支援を行うことが

出来る。 

 

（事業内容） 

(1)事業計画策定後に４カ月に１回の巡回訪問を行い、計画と実績の差異分析を行い、

経営課題を抽出するとともに解決に向けた支援を行うことでＰＤＣＡサイクルに

基づいた実行管理支援を行う。【新規】 
 

(2)順調に推移している事業所については実施後、半期ごとに巡回訪問し、進捗状況の 

把握を行うことにより、伴走型の支援を行う。【新規】 
 

(3)必要に応じて、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

援を継続的に実施することで計画の達成と経営力の向上を図る。【拡充】 

 

 

(4)事業承継計画については、４半期に１回の巡回訪問を行い、事業承継に関する情報

提供を行いながらくまもと事業承継支援センターや県南サポートオフィスと連携

して円滑な事業承継取組みのサポートを行う。 

 

(5)上述の結果を踏まえ、経営計画を策定した小規模事業者に対して、１年間の事業  

計画遂行状況を確認してもらい、目標の修正や調整、見直しを行う。専門的な指導 

については、熊本県商工会連合会の専門家派遣や県南サポートオフィスと連携した

支援を行うことで、小規模事業者の持続的な経営発展につなげていく。 
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（目  標） 

支 援 内 容 31 年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ３６年度 

フォローアップ事業者数 １０ １０ １０ １０ １０ １０ 

フォローアップ回数 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

事業承継計画策定者フォロ

ーアップ回数 
８ ８ ８ ８ ８ ８ 

 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針３】 

 (現状と課題)   

 需要動向調査については、商工会として実施していない。 

多良木町の特徴として全国でも唯一の米焼酎「球磨焼酎」の産地である球磨地方で、

醸造場全２８社中、７社が多良木町にあることで、大きなシェアを占めているが、

ほとんどの事業所において売上高の減少が続いている。 

経営力強化と持続化に向けて、多様化する消費者のニーズにマッチした商品の開発

や新たな販売チャネルの選定を行い、新たな事業計画策定に活用し更なる販路拡大

支援に繋げていく。 

 

（事業内容） 

商談会時のバイヤー対象調査 

  熊本市主催の「九州食の展示商談会」において、焼酎製造業者の商品が、来場し

た全国のバイヤーにどのような評価を得ているか需要動向調査を行う。【新規】 

 

 【調 査 対 象 者】商談会に来場したバイヤー（各社３０人） 

【調査手段・方法】毎年１１月に開催される「九州食の展示商談会」来場バイヤーに 

焼酎を試飲してもらい経営指導員等が聞き取りを行いアンケー 

トを取る。 

【分析手段・手法】調査結果は、熊本県商工会連合会等の専門家や県南サポートオフ 

ィスを活用して意見等を聞きつつ、経営指導員が分析を行う。 

【調 査 項 目】①味 ②価格 ③容量 ④パッケージ ⑤商品選択する基準等 

【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員が当該事業者に直接説明する形でフィー

ドバックし、更なる改良等につなげる。 

 

（目  標）   

 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 

対象事業

者数 

７ ７ ７ ７ ７ ７ 

各社アン

ケート数 

３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 (現状と課題) 

商工会として需要開拓の為の事業は実施していない。 

町内の事業所では、球磨焼酎組合での展示会やイベント開催に町内酒造場が出店

している程度である。多良木町の特産品開発事業において一部の農家主体で商品開

発が行われている程度で、軌道に乗っていないのが現状である。 

小規模事業者のほとんどが、既存商品の商圏が地域内であるため売上の低迷、廃

業に繋がっていた。新たな販売チャネルやターゲットに応じた販路を開拓し商品を

ブラッシュアップすることで、小規模事業者の経営力強化を図る。 

 

(事業内容) 

（１） BtoCの物産展出展事業 

物産展を商工会で開催するのが困難なため、商工会連合会主催で開催される「くま

もと物産フェア」において、３ブースを借り上げ、事業計画を策定した事業者を優先

的に出展し、新たな需要の開拓を支援する。 

くまもと物産フェア：毎年１１月に２日間開催され、約１５０ブースの出店と県内

外から述べ２０，０００人の来場者がある。 

 

 【支援対象】地域内小規模事業者。特に球磨焼酎製造業者、食品製造業者   

 【支援内容】商品の陳列方法、ＰＯＰの活用等具体的な支援を行う。 

  

（２） BtoBの商談会参加事業 

 熊本市が主催する「九州食の展示商談会」に参加出展する。毎年２日間にわたり開

催され、約３００小間の出店者と述べ３，０００人のバイヤーが全国から来場する。 

 

【支援対象】地域内小規模事業者。特に球磨焼酎製造業者、食品製造業者 

【支援内容】事前にプレゼン方法や陳列の研修を行うと共に、名刺交換した商談相手

へのクローズに向けたアプローチ支援など商談成立の成功率を高めるた

めの支援を行う。 

 

（目  標） 

 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ３６年度 

(1)展示会出

展事業者数 
５ ５ ５ ５ ５ ５ 

売上額／社 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

(2)商談会参

加事業者数 
３ ３ ３ ６ ６ ６ 

成約件数／社 1件 1件 1件 2件 2件 2件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 ７．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（現状と課題） 

本会としては、多良木町、球磨地域農協多良木支所、多良木町森林組合との、「農林

商工連絡協議会」を年２回開催し、地域活性化の方向性を検討している。「たらぎ農林

商工祭」の共同イベントを実施している。 

又、単独での「ゑびす夏祭り」「ゑびす祭り」「ゑびす植木市」を開催しているが、

高齢化と人材不足による疲弊感もある。 

 

（事業内容） 

①農林商工連絡協議会の開催 

町行政、球磨地域農協多良木支所、多良木町森林組合との連携会議を活用し、イ

ベント以外の多良木町活性化について協議する場を設ける。開催は、現状の年２回

とする。 

商工会としては、商店街活性化や観光開発事業など小規模事業者の事業継続に資

する事業の提案を積極的に行っていく。 

  ②ゑびす夏祭り・ゑびす祭り・ゑびす植木市事業 

   町内小規模事業者の販売促進と商品ＰＲ、新商品のマーケットリサーチを兼ねた 

各種イベントの開催を行う。 

 特に「ゑびす祭り」では、恵比須神社奉賛会、町内神輿会、熊本県商工会青年部

連合会の協力を仰ぎ、町内企業も連携することで商店街の賑わい創出にも繋げて

いく。  

 商工会としては、物販ブースの確保、催事のＰＲを行うと共に、販売促進の支援

や商品開発におけるサポートを担う。  

     

 

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 

（現状と課題） 

 熊本県商工会連合会等が支援機関を対象として開催する研修への参加により支援ノ

ウハウ等の情報を収取すると共に、参加者相互の情報交換を行っている。 

 

（事業内容） 

 ①奥球磨３商工会広域連携会議の開催（年１回） 

  水上村・湯前町・多良木町の３商工会による広域連携体制を構築している。この

連携会議により近隣町村の商工会における支援ノウハウの交換を行うことで、類

似する課題に対する支援方法など相互に共有できる支援ノウハウの向上に期待で

きる。 

 

 ②小規模事業者経営改善貸付連絡協議会への出席（年１回） 

  日本政策金融公庫八代支店の連絡協議会を開催し、各種金融制度や融資の推進に 
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ついて意見交換を行い情報収集することで金融に関する支援ノウハウの向上に繋

げる。 

 

 ③南九州税理士会との連携会議（年１回） 

  南九州税理士会人吉支部との連携会議を開催し、税制改正の動向や消費税転嫁対

策など税務支援のノウハウ向上に繋げる。 

  

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 （現状と課題） 

   地域内小規模事業者が抱える問題に対する支援の幅が広がっており、専門的なス

キルが必要な問題やそれぞれの業種業態における課題や相談内容が細分化されて

いる。様々な相談や支援に対する職員のスキルは、不足している状態である。 

   今後は、職員の能力向上、支援スキル向上の為に積極的な研修への参加や職員間

の情報共有のための仕組みづくりを目指す。 

 

①経営指導員 

 熊本県商工会連合会や職員協議会が開催する研修への参加はもとより、中小企業

基盤整備機構や中小企業大学校が実施する経営革新や事業承継、経営計画作成セミ

ナーなど専門性の高い研修への参加により更なる資質向上を図る。 

 又、ＯＪＴとして専門家派遣事業や県南サポートオフィスとの連携により個別相

談への同席、帯同により店舗診断や商品開発、販路開拓、事業再生、事業承継など

の支援ノウハウを実践で学ぶことにより、支援能力の向上を図る。 

 

②経営支援員 

 熊本県商工会連合会や職員協議会が開催する研修への参加で、税務・金融・労働

など経営指導員をサポートするうえで必要となる基礎知識の習得を図る。 

 又、ＯＪＴとして、巡回指導や窓口相談時に経営指導員の業務サポートを通じて、

経営支援のノウハウを学んでもらうと共に、将来の経営指導員を見据えた教育を行

う。 

 

③経営支援結果の共有と蓄積 

 経営分析によって得られた小規模事業者の分析結果や事業計画策定の相談内容 

など、指導ノウハウについては、担当指導員が不在や人事異動により変更があった

場合でも、全ての職員が相談指導の際に活用できるように県連の基幹システム（商

工会連合会初のシステム）に入力反映させることで、組織の財産として蓄積するこ

とが出来る。 

又、事業者ファイルにて管理し、新たな支援の情報を蓄積していくことで、他の

職員が行う経営支援への活用を促進させる。 
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３．事業の成果、評価及び見直しの実施に関すること 

  本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、年１回、以下の方法により評

価・検証を行う。 

 

(1) 町担当課、熊本県商工会連合会、中小企業診断士等の外部有識者により、「経営

発達支援事業審議委員会（仮称）」を組織し、事業の実施状況、成果の評価、見直

し案の提示を行う。 

 

(2) 事業の成果・評価・見直し案の結果については、商工会理事会へ報告し、承認

を受けるとともに、商工会の総会において報告を行う。 

 

(3) 事業の成果・評価・見直し内容については、多良木町商工会で閲覧できるもの

とし、ホームページ(http://www.kumashoko.or.jp/taragi/)でも計画期間中公表

する。 

 

（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１１月現在） 

（１）組織体制 

  （組織概要） 

   会員数２５５名、役員２７名（会長１名、副会長２名、理事２２名、監事２名） 

   事務局５名（事務局長 1名、経営指導員１名、経営支援員３名） 

   部会：商業部会、工業建設業部会、青年部、女性部 

  （事業実施体制） 

   経営指導員１名、経営支援員１名 

 

（２）連絡先 

   多良木町商工会 

   住所：〒868-0501 熊本県球磨郡多良木町多良木１６１０－１ 

   電話：0966-42-2525 FAX：0966-42-2792 

   E ﾒｰﾙ：taragi@ruby.ocn.ne.jp 

   HP：http://www.kumasyoko.or.jp/taragi/ 
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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    900 1,100 1,500 1,500 1,500 

 

調査事業費 
セミナー開催費 

広報費 

会議費 

商談会出展費 

  300 

300 

200 

  100 

   

 

 

300 

500 

 200 

100 

 

 300 

500 

 100 

100 

   500 

 300 

500 

 100 

100 

   500 

   300 

500 

 100 

 100 

   500 

（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、町補助金、商工会（会費収入、各種事業収入） 

 

 

（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 小規模事業者の事業計画策定、新商品開発に関する専門家の情報提供並びに派遣依頼 

② 観光振興を中心とした地域経済活性化の方向性についての連携 

 

連携者及びその役割 

① ㈱肥後銀行多良木支店（支店長 川上浩信 住所：熊本県球磨郡多良木町 

多良木 561-1 電話：0966-42-2046） 

【販路開拓支援事業】【地域経済活性化事業】 

 商談会等の情報提供・地域経済活性化事業についての協議・事業連携 

② ㈱熊本銀行多良木支店（支店長 近藤卓也 住所：熊本県球磨郡多良木町 

多良木 985-3 電話：0966-42-2019） 

【【販路開拓支援事業】【地域経済活性化事業】 

 商談会等の情報提供・地域経済活性化事業についての協議・事業連携 

③ 熊本県信用組合多良木支店（支店長 廣瀬陽平 住所：熊本県球磨郡多良 

木町多良木 1442-2 電話：0966-42-2134） 

【販路開拓支援事業】【地域経済活性化事業】 

 商談会等の情報提供・地域経済活性化事業についての協議・事業連携 

④ 日本政策金融公庫八代支店（支店長 神川秀夫 住所：熊本県八代市出 4-17 

電話：0965-32-5195） 

 【販路開拓支援事業】【地域経済活性化事業】 

 商談会等の情報提供・地域経済活性化事業についての協議・事業連携 

⑤ 多良木町（町長 吉瀬浩一郎 住所：熊本県球磨郡多良木町多良木 1648  

電話：0966-42-6111） 

【地域経済活性化事業】 

地域経済活性化の方向性についての情報提供及び協議、また、イベントの実施等に

おいての連携  

⑥ 多良木町観光協会(会長 味岡和國 住所：熊本県球磨郡多良木町多良木 883 

  電話：0966-42-7111） 

  【販路開拓新事業】【地域経済活性化事業】 

  展示会や商談会の情報共有や出店に向けた支援の連携 

⑦ 球磨地域農業協同組合上球磨支所（支所長 山崎隆一 住所：熊本県球磨郡多良木町

多良木 2727-4 電話：0966-42-2108） 

【商品開発支援事業】【地域経済活性化事業】 

商品開発における情報共有、事業連携支援。地域経済活性化の方向性についての情

報提供及び協議、また、イベントの実施等においての連携 

⑧ 多良木町森林組合（組合長 味岡和國 住所：熊本県球磨郡多良木町 
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  多良木 837-4 電話：0966-42-2122） 

【商品開発支援事業】【地域経済活性化事業】 

商品開発における情報共有、事業連携支援。地域経済活性化の方向性についての情

報提供及び協議、また、イベントの実施等においての連携 

⑨ 県南経営支援サポートオフィス（ＰＭ 河本龍二  住所：熊本県八代市千丁町新牟

田 1458 電話：0965-46-6100） 

 【経営分析支援事業】【経営計画策定支援事業】 

  経営分析並びに経営計画策定における専門家の派遣 

⑩ くまもと県南フードバレー協議会（会長 小野泰輔 住所：熊本県八代市鏡町鏡村 363 

 電話：0965-52-1020） 

  【商品開発支援事業】【販路開拓支援事業】 

  商品開発における試作作業支援と展示会等の情報提供による販路開拓支援 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(販路開拓・地域 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

多良木町商工会 

熊本県商工会連合会 

小規模事業者 

 

⑨県南サポートオフィス 

(経営分析・経営計画策定支援偉業) 

⑦球磨地域農協 

⑧多良木町森林組合 

(地域経済活性化事業) 

 

 

⑥多良木町観光協会 

(販路開拓・地域経済活性化事業) 

 

①肥後銀行多良木支店 

②熊本銀行多良木支店 

③熊本県信用組合 

多良木支店 

④日本政策金融公庫 

(販路開拓・地域経済活性化事業) 

連携 

連携 

連携 

連携 

連携 

専門家 
等派遣 

専門家等 
派遣依頼 

相談 

支援 

⑤多良木町 

(地域経済活性化事業) 

 
 

⑩県南フードバレー協議会 

 (商品開発・販路開拓支援事業) 

 

 連携 

全国商工会連合会 
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経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 

多良木町商工会 

（法人番号）４３３０００５００７８３８ 

実施期間 平成３１年４月１日～ 平成３６年３月３１日【５年間】 

目標 

小規模事業者の経営基盤の強化と地域資源を活用した観光振興に向け

た取組みの強化に対して、行政、各種団体、地元金融機関や熊本県商工

会連合会、県南フードバレー推進協議会等と連携を図り、地域経済活性

化に向けた新たな事業構築を目指す。 

１．経営力の強化 

２．廃業率低下の実現 

３．地域資源を活用した新商品・新サービス開発 

４．情報発信の強化と観光客の受け入れ体制構築 

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 

  経営指導員の巡回ヒアリングにより景気動向調査を実施する事で、

地域の課題や問題点を収集し整理する。又、分析結果をホームページ

等に掲載することで小規模事業者への情報提供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 

 経営分析に関するセミナーを開催し、対象事業者を選定する。県連の

専門家派遣などの支援機関と連携し連携した分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  経営分析や景気動向調査、需要動向調査に基づき、経営支援プログ

ラムの作成を経て、県連等支援機関と連携し、事業計画策定の支援を

行う。 

４．事業計画策定後の支援に関すること 

  定期的な巡回訪問を実施すると共に、必要に応じて専門家と連携し

ながら必要な助言指導を行い、目標達成に向けた伴走型支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

  多様化する消費者ニーズへの対応としてバイヤーへの需要動向調査

を実施する。収集した情報を今後の新商品開発や販売戦略に繋げる。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  商品のブラッシュアップや販路開拓のために物産展や商談会へ積極

的に出展するための支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  多良木町、農協、森林組合等との連携会議を主軸とした地域活性化

策を実施する事で、町内の賑わい創出に繋げていく。  

連絡先 

多良木町商工会 

住所：熊本県球磨郡多良木町多良木１６１０－１ 

  TEL ：0966-42-2525     FAX ：0966-42-2792 

  Eメール taragi@ruby.ocn.ne.jp 
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