
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
 相良村商工会 （法人番号 ）２３３０００５００７６５８ 

実施期間 平成３１年４月１日 ～ 平成３６年３月３１日 

目標 

小規模事業者の支援ニーズの掘り起こし、経営資源等の情報収集を実施し、経

営分析や事業計画の策定、市場調査、販路開拓等に取組むとともに、ＰＤＣＡサ

イクルによる検証・改善を図ることで伴走型の支援を行う。 

（１）小規模事業者の経営力強化 

（２）相良村と当会が策定した創業支援事業計画に沿った創業支援と、熊本県事

業承継ネットワーク事業への参画による事業承継支援の強化 

（３）地域資源を活用した商品開発とマーケティングに基づいた販売戦略の促進 

（４）６次産業化や農商工連携の促進 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地区内の景気動向を把握するために、事業所経営動向のアンケート調査や、「Ｒ

ＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用し、地域経済の実態把握と分析を行い、

併せて公的機関による各種統計資料を活用し情報収集に努め、整理・分析した情

報を小規模事業者の経営方針の参考として事業計画策定に活用するよう提供し、

的確な指導を行う。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員、経営支援員による巡回及び窓

口相談事業や記帳継続指導等を通じて、経営に活かすための経営分析に取り組み、

小規模事業者が抱える経営課題の解決に繋がるような支援を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

経営課題を解決し持続的な経営発展に繋げていくために、地域経済動向調査、

経営状況分析結果、需要動向調査を踏まえ、事業計画策定の支援を行う。また、

創業者に対しても創業セミナー・創業スクールを紹介・活用し知識向上と創業計

画の策定支援を行うほか、事業承継が必要な小規模事業者に対する事業承継計画

策定の支援を強化する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 事業計画策定後は、定期的に巡回訪問を実施し助言や修正を行い、専門的な部

分に関しては熊本県商工会連合会、中小企業基盤整備機構等支援機関と連携し、

迅速に対応し、小規模事業者の事業の実行面において着実に伴走型支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 消費者ニーズに対応できるよう、消費者が求める商品・サービスは何かを把握

するために需要動向調査を行う。得られた情報は個々の事業者に対する新商品開

発、販売戦略、サービス向上、事業計画策定等に活用し、更に販路拡大を促進す

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】 

 小規模事業者に係る地場産品の地域外に対する認知度の向上と、新たな販路開

拓を図るため、各種関係機関の持つ情報を活用し、商品力強化や展示会・物産展

への参加支援等を実施する。 

Ⅱ．地域の活性化に資する取組み 

調査結果等を活用しながら今後の地域経済活性化の方向性を検討する。また、

検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、関連した地域観光イベントへも積極

的に参画できるための支援を行う。 

連絡先 

相良村商工会 

 住所：熊本県球磨郡相良村大字深水 2107-2 

 電話：0966-35-0504  FAX：0966-35-0216 

 E ﾒｰﾙ：kssagara@lime.ocn.ne.jp 

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

【地域の概況】 

Ⅰ．相良村の現状と課題 

１．相良村の現状 

（１）概要 

相良村は、豊かな自然に恵まれ、古い歴史と伝統         

が息づく農山村である。熊本県の南部、人吉球磨盆     

地のほぼ中央に位置しており、村の総面積は 94.54

ｋ㎡で、北部は「五木の子守唄」で有名な「五木村」

と、南部は「球磨川下り」で有名な「人吉市」と隣

接している。標高 400ｍから 1,300ｍの山岳が連な

る豊かな山林を有し、村の中央には、日本三大急流

「球磨川」最大の支流で、八代市泉町を源流とする

「川辺川」が南北に貫流しており、国土交通省の水

質調査により平成 18 年から連続で、最も水質の良

好な河川を継続中である。 

 

（２）相良村の人口等の状況 

  相良村の人口は、平成 27 年度 4,468 人で、ピーク時であった昭和 30 年の 8,809

人から年々減少を続け、今後も更に人口の減少傾向が続くものと予想されている。

村人口に占める 65 歳以上の高齢化の割合は、平成 27 年度には、37.9％に達するな

ど、全国平均 26.8％に比べ、高齢化が進んでいる地域である。 

また、2,020 年度の予測では、高齢化率は 41.2％に達する見込みである。今後、

2,040 年度までには 45.4％の高齢化率が予想され、２人に１人が高齢者になると見

込まれている。 

さらに１人当たりの村民所得は 1,813 千円と県下の平均を下回り、経済的には低

迷しており、過疎化や高齢化の進行と併せて考慮すると、地域住民を対象とした需

要拡大は見出せない状況にある。 

 

区 分 昭和 30年 昭和 50年 平成 2年 平成 12年 平成 22年 平成 27年 平成 30年 

総人口 8,809人 5,753人 5,941人 5,519人 4,934人 4,468人 4,483人 

高齢化率 － 12.0％ 19.5％ 27.5％ 33.0％ 37.9％ － 

  ※平成 30年は 9月末現在 

 

 （３）相良村の産業 

相良村の基幹産業は農林業が主体で、第１次産業における特産物としては米・茶・

葉たばこ・メロンが挙げられ、特にお茶は団地形成化され県下一の生産量を誇るな

か、農業生産額２２億円の５割近くを占めるのは、畜産（乳用牛・肉用牛）である。    

商業については交通網の発達による近隣市町村の大型店への消費流出や、過疎
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化・高齢化による購買力の低下に伴い地域内の消費需要は減少しており、商工業者

の経営環境は厳しく、地域経済の衰退が加速化している。 

 

（４）相良村の商工業振興の方針 

村は、第５次相良村総合計画 第２期基本計画（2014－2018）において、地域経

済の安定を生み出す産業づくりを目標に、立地条件や環境の良さを活かして、知識・

情報産業の集積を推進するなど、商工業の振興による地域経済の安定を図り、また、

地産地消の推進をはじめ消費者とのつながりを生み出す新しい農林水産業を展開す

るとともに、大胆な経営改革を促すなど、基盤産業としての農林業を振興するとし

ている。 

主要施策として、①農林水産業の振興、②工業の振興、③商業の振興、④雇用就

労環境の向上が示され、多くの項目で商工会との連携のもとに実施することが盛り

込まれている。その中で６次産業化の取組みに対する支援、販路の拡大や、既存の

企業との連携による雇用の場の確保、地元商店の育成に努め、商業の活性化を目指

すとしており、商工会としても地域活性化の重要な位置づけと捉え、商工業の支援

にとどまらず、一次産業者の６次産業化や農林水産資源を活用した商品開発等、地

域経済団体として、果たすべき役割は大きくなっている。 

 

２．相良村の商工業の現状と課題 

（１）商工業の現状 

相良村の商工業者数は、５年間で約２％増加している。業種別では製造業で増加

が見られるものの、宿泊・飲食業、卸・小売業、サービス業の減少割合が高い。小

売業については過疎化・高齢化による購買力の低下や近隣大型店舗への購買力の流

出が進んでいる。 

会員９４社の業種構成は、建設業２６社、製造業１０社、卸・小売業２２社、飲

食・宿泊業３社、サービス業２３社、その他１０社である。商工会実態調査では村

内の商工業者は１９０社、うち小規模事業者数は１６２社、組織率は４９．５％と

いう状況である。 

当商工会地区も少子高齢化が進み、売上高の減少と後継者不足等の要因から、小

規模事業者にとって厳しい経営環境が続いている。 

今後、村内の商工業者が持続的な経営を行っていくためには、事業計画策定によ

る計画的な事業活動を実施していくことが必要不可欠である。 

   

経済センサス調査（相良村） 

 
建設業 製造業 

卸売・ 

小売業 

宿泊・ 

飲食業 

サービス

業 
その他 合計 

H21年 ４１ ２０ ４３ ７ ３６ ４３ １９０ 

H26年 ４０ ３１ ４１ ６ ３５ ４１ １９４ 

増 減 ▲１ １１ ▲２ ▲１ ▲１ ▲２ ４ 

増減率 ▲2.4 % 55.0 % ▲4.7 % ▲14.3 % ▲2.8 % ▲4.7 % 2.1 % 

会員数 ２６ １０ ２２ ３ ２３ １０ ９４ 
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① 商業 

商店にあっては点在型の商店形成をなし、ほとんどが家族中心の小規模経営で

ある。村内の消費動向は、過疎化、高齢化による消費の減少に加え、自家用車の

普及による行動範囲の拡大、消費者ニーズの多様化などにより郊外の大型商業施

設を中心とした近隣市町の商業地へ購買力が流出し、小売業は淘汰傾向にあり、

現に食料品店が消滅した地区もある。 

   

② 工業 

    本村の特質である建設関連業者にいたっては公共事業等の受注減少に伴い資

金繰りに窮する事業所が増加している。従業員数は横ばい、製造品出荷額はやや

増加傾向にあるものの、依然厳しい経済状況は続いている。 

 

  ③ 観光 

    当村では平成９年度に温泉浴場の経営、宿泊施設・スポーツ施設等主要観光施

設の経営、特産品開発及び農林水産物の加工販売等、総合的に管理、運営してい

くための第三セクター「株式会社さがら」が設立されている。 

    温泉宿泊施設「さがら温泉茶湯里」は自然豊かな緑に包まれ、広々とした露天

風呂や温水プール（4月から 9月）をそなえており、「株式会社さがら」が管理・

運営し観光客の集客や物産販売等による地域経済への波及効果の一端を担って

いる。「都市と農村の交流施設」を基本とした運営を行う中、年間約１７万人の

来館者があるものの、近隣には同様の観光同業施設が点在し厳しい状況は続いて

いる。 

また人吉球磨地域は、平成２７年４月に日本遺産へ認定された社寺仏像をはじ

めとする歴史的文化財や、自然を活かしたグリーンツーリズムなど、豊富な地域

資源を有する県内有数の観光地であり、当村は国指定重要文化財の十島菅原神社

や、国指定登録有形文化財のふるさと館などの歴史的・文化的遺産を有している。    

今後近隣市町村などと連携し、広域的に周遊観光客を対象とした観光ルートの

開発や情報発信が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十島菅原神社（国指定重要文化財）    団地形成化された茶畑 
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 「株式会社さがら」が管理・運営する「さがら温泉 茶湯里」 

 

（２）商工業の課題 

   ① 商工業者の経営力強化 

 商工業者の多くが、これまでの経験と勘を頼りとした経営を行っている。地域

経済や地域コミュニティの維持には小規模事業者の存続が必須であり、経営を維

持するには経営分析や事業計画の策定を通じた経営力の強化が重要な課題であ

る。また地域は過疎化・高齢化が進展し、それに伴い商工業者の年齢も高くなっ

ているため、事業承継問題への早急な取組みも必要である。 

 

   ② 商業機能の維持発展 

 当村には元々商店街といえるほどの集積はなく、人口減少が進み村外への消費

流出が続く中で、小売店の多くが廃業し地域内の僅かな商店が経営を維持し残っ

ている状況であり、やる気のある個店を支援して魅力的な店に育てることと、新

規創業の促進が急務である。持続的な経営を行っていくためには、地域消費者の

ニーズを満たすような取り組みが必要であり、また村外への販路拡大を行う等事

業展開を図る必要もある。 

 

③ 地域特産品のブランド化 

 地域特産品のお茶等地域資源を活用した特産品の販路拡大や、その他の地元産

品を使った商品開発を促進することが重要である。これらを活かすことで地域外

からの資金獲得にも繋がり、さらに基幹産業である農林水産業の振興に大きな役

割を果たすことも期待されている。 

 

 （３）商工会のこれまでの取組み 

    当商工会では、小規模事業者に対しこれまで金融・税務などを中心とした経営

改善普及事業に取り組んでおり、また行政からは商工業振興の中核的役割を担う

ことを期待されている。平成２６年度からは村の支援を受け、相良村内の事業所

で共通に使用できる商品券を発行することにより、村民の消費需要を喚起し、地

元商工業者はもとより村全体の活性化を促すことを目的としたプレミアム付き商

品券「ＰＲＥＭＩＵＭ差額楽（さがら）商品券」事業を継続して行っている。事
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業効果として管内事業所への売上増進を見出し、また村内外の消費者に好評を得

ていることから、今後も継続して発行を行うことが必要である。 

    平成２３年度には村民の所得向上に繋がるよう地域ブランドの相良茶をメイン

に、農商工連携から派生する６次産業化を目指し、さらに事業の実施効果で昼間

人口の嵩上げや観光に付帯する新たな創業の裾野を拡げ雇用の場を創出すること

を目的に、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業を活用し市場調査と

して相良村の観光認知度と試作品開発の商品化に向けたモニタリングを行った。 

今後この取り組みの成果を活かしながら、６次産業化に向けた取り組みの支援

など地域経済振興に繋げていくために、商工会が中核的な役割を果たし、小規模

事業者の経営力向上や販路拡大などに対して積極的に支援を行っていく必要があ

る。 

 

Ⅱ．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

   当商工会の課題は、上記の課題解決のために実効性のある事業実施面が乏しく課

題解決に向かっていないことであり、事実として機関としての機能性に乏しいこと

にある。 

そこで中長期的な振興のあり方として、村の総合計画の施策方針にもあるとおり

商工業の振興による地域経済の安定を図るため、地域事業者の活躍の場の創出を目

的とし、スキル向上、モチベーション高揚やわかりやすい目標設定など機会提供を

当会より行うことにより、これまでとは異なる活動から当地域の産業振興となるよ

う実施していく。 

また、事業者の自発的な特産品開発や、事業者同士が連携等を行うことにより、

事業実現を行いやすくなるよう振興や支援を実施していく。 

中長期期間として１０年と考え振興策のあり方を以下のとおりとする。 

 

 （１）小規模事業者が計画と目標をもった経営を行うことで、持続的発展が成し遂げ

られること。 

 （２）円滑な事業承継や創業者支援を促進し、小規模事業者の新陳代謝を活性化させ

ることで地域経済の安定化が図られること。 

 （３）マーケットイン型や地域資源を活用したオンリーワン型の商品開発と販売を促

進させることで売上拡大と地域経済全体の活性化が図られること。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の目標 

 １．設定目標 

当村の小規模事業者の現状・課題や中長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画の

期間における目標を以下のとおりとする。 

（１）小規模事業者の経営力強化 

（２）相良村と当会が策定した創業支援事業計画に沿った創業支援と、熊本県事業承

継ネットワーク事業への参画による事業承継支援の強化 

（３）地域資源を活用した商品開発とマーケティングに基づいた販売戦略の促進 

（４）６次産業化や農商工連携の促進 
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２．目標達成に向けた取組方針 

（１）経営分析をとおして小規模事業者の経営診断を行い、地域経済動向調査や需要

動向調査などを踏まえた事業計画策定支援に取り組む。また、策定後のフォロー

アップを実施し、目標達成まで支援する取り組みをとおして小規模事業者の経営

基盤の改善と強化を図る。 

（２）創業を希望する者に対して、熊本県商工会連合会が開催する創業セミナー・創

業スクールを紹介・活用し、知識向上と創業計画の策定支援を行う。また事業承

継では、個別相談会や専門家派遣などの取り組みを進め計画策定を促進するなど

創業と事業承継支援の強化を図る。 

（３）相良村の地域資源を活用し、それに小規模事業者の持つ技術やノウハウ、アイ

デアなどを加えることで新商品やサービスの開発を、事業計画策定支援をとおし

て促進する。また需要動向調査を踏まえた商品開発を促進し需要開拓・販路拡大

を図る。 

（４）一次産業において商的な取扱いとなるよう「６次産業化」「農商工連携による 

物産化」「地場生産物のＰＲ」を計画的、段階的に盛込み実現できるようにする。

地産地消の推進をはじめ消費者とのつながりを生み出す新しい農林水産業の展

開、経営改革を促し、６次産業化の取組に対する支援、販路の拡大や既存の企業

との連携による雇用の場の確保、事業者の育成に努め支援を行う。 

 

以上の目標を達成するために、小規模事業者の支援ニーズの掘り起こしや経営資

源などの情報収集を実施し、経営分析や事業計画の策定、市場調査、販路開拓など

に取り組むとともに、ＰＤＣＡサイクルによる検証や改善を図っていくことで伴走

型の支援を行う。 

商工会が行う小規模事業者の支援は、金融、税務、労務、企業法務など多様なメ

ニューについて簡易なものから高度専門的なものまで幅が広い。支援手法はマンツ

ーマンが基本で、経営指導員をはじめとする商工会の職員の能力に左右される傾向

がある。このような観点から、支援する職員のレベルアップに努めることは当然で

あるが、関連機関との連携が必要であり、商工会から情報交流を働きかけていく。 

想定している連携の内容は、情報の収集提供、支援ノウハウの共有化、専門家の

派遣、補助金の申請等。連携先は熊本県商工会連合会、近隣の商工団体、日本政策

金融公庫等金融機関、中小企業診断士等専門家、熊本県、相良村等行政機関。 
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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】 

(1）現状と課題 

地域経済動向の調査に関しては、これまでは経営指導員を中心に経営改善普及事

業のための巡回指導や窓口相談時でのヒアリングに留まっており、小規模企業景気

動向調査（全国商工会連合会）など各種統計資料の活用に関しても、支援における

基礎資料として十分な活用がなされていない。今後の経営支援において小規模事業

者に対し、これらの資料をどのように提供し活用していくかという点が課題である。 

   また地域内の小規模事業者の実態把握についても十分とは言えず、地域固有の問

題や課題を認識するためにも調査を実施する。 

    

 (2) 本計画において取り組む内容 

  ① 商工会独自の景況調査の実施 

  （ア）調査回数 

     年１回実施する。 

 

  （イ）調査対象 

     地区内商工業者の業種ごとの数を考慮し、５業種から抽出した２０社 

     （建設５、製造３、小売２、飲食１、サービス・その他９）を対象とする。 

 

  （ウ）調査方法 

     経営指導員が巡回時にて調査シートに基づくヒアリング形式で実施する。 

 

  （エ）調査項目 

     売上・受注動向、仕入動向、利益動向、設備投資動向、資金調達動向、雇用

動向、後継者の有無、現在の経営課題、今後の経営の見直し、商工会に求める

支援などとする。 

 

  （オ）調査の分析 

     収集したアンケート調査のデータは、下表の外部公表データを参考にしなが

ら分析を行うことにより、商工会独自の調査分析結果として報告書を作成す

る。必要に応じて専門家を活用する。 

 

② 調査結果の活用 

地区内の景気動向を把握するために、事業所経営動向のアンケート調査や、

「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用し、地域経済の実態把握と分析

を行い、併せて公的機関による各種統計資料を活用し情報収集に努め、整理・
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分析した情報を小規模事業者の経営方針の参考として事業計画策定に活用する

よう提供し、的確な指導を行う。調査分析結果報告書は、業種ごとに分類しグ

ラフ化するなど、誰でも利用できるようできる限り見やすいような資料として

まとめる。 

     なお、調査・分析は毎年度実施して経済団体としての基礎資料として蓄積し、

小規模事業者の経営分析や事業計画の策定・目標設定の基礎資料などとして活

用する。 

     また調査結果は、商工会における閲覧及びホームページに掲載することで、

当地域の小規模事業者が活用できるよう情報の共有化を図る。 

 

 【外部公表資料】 

公表資料名 分析する項目 分析内容・特徴 

熊本県景気動向指数 

企業倒産件数、有効求人

倍率、鉱工業生産指数、

消費者物価指数等の各

種経営指標 

熊本県全体の景況を先行系列

（５指標）一致系列（６指標）

遅行系列（５指標）の経営指標

を用いて分析してあり、この調

査により地域経済全体の状況を

把握する。 

小規模企業景気動向調査 

（全国商工会連合会） 

業種別、業況判断 DI値、

売上 DI値、採算 DI値、

資金繰り DI 値、経営課

題 

左記項目を分析することによっ

て、地域内の多くの事業所が該

当する小企業を取巻く経済状況

を把握することができる。 

KUMAMOTO地方経済情報 

（公益財団法人 

地方経済総合研究所） 

公共工事請負金額、企業

動向等 

シンクタンクの出している調査

分析報告書で調査項目の分析内

容も深い。公共工事や主要経済

指標等、各分野の分析がなされ

ている。毎月公表されており、

直近の情勢を把握できる。 

 

 (3) 数値目標 

実施内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査実施回数 ０ １ １ １ １ １ 

調査実施事業者数 ０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

分析結果公表回数 ０ １ １ １ １ １ 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1) 現状と課題 

これまでの経営分析については、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繋がるような分析までは行っていなかった。 

  今回の計画では、小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員、経営支援員に
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よる巡回及び窓口相談事業や記帳継続指導等を通じて、経営に活かすための経営分

析に取り組み、小規模事業者が抱える経営課題の解決に繋がるような支援を行うた

め実施する。 

  

(2) 本計画において取り組む内容 

  確定申告指導や金融支援等により提供された財務諸表に基づく分析が可能な小

規模事業者については、財務分析、及びヒアリングによる外部・内部環境分析も行

い、数字以外の要素を踏まえたより詳細な経営分析により結果を提供し、現状の経

営課題等の理解に導く。 

  商工会に財務諸表を提供していない小規模事業者については、会員・非会員を問

わず、経営指導員等の巡回・窓口相談を通じて経営分析の必要性を説明し、経営分

析に繋げていく。 

  また、これらの取り組みを通じて、小規模事業者に自身の経営状況を理解しても

らうとともに、経営分析を踏まえた事業計画策定と実行に繋げていく。 

  なお、分析結果等の情報はデータベース化し、職員間で共有する。 

 

 ① 支援対象者 

 （ア）財務データを把握している小規模事業者 

   ・記帳代行や確定申告等により、商工会において財務諸表を作成している小規

模事業者 

   ・商工会において、金融支援や各種補助金申請の支援を行い、財務諸表に基づ

き分析可能な小規模事業者 

 

 （イ）財務データを把握していない小規模事業者 

   ・巡回・窓口相談、また商工会ホームページなどを通じて、経営状況の分析に

取り組む小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

② 実施方法 

（ア）決算書による財務分析 

商工会の経理システム「ネット de 記帳」を利用して決算書を作成している  

小規模事業者については、このシステムから抽出される経営分析帳票（比較貸

借対照表、比較損益計算書、月別売上実績表、損益分岐点図表、経営分析レー

ダーチャート）などを活用するとともに、全国の同業他社との経営指標や決算

推移の比較を行い、経営課題などの改善項目を洗い出す。 

また、その他の小規模事業者については、中小企業基盤整備機構の「経営計

画つくるくん」や全国商工会連合会の「経営分析システム」を活用して分析を

行う。 

 

（イ）財務分析以外の経営状況分析 

     財務分析以外にもヒアリングなどにより、自社を取り巻く環境による影響と

それに対する自社の現状を分析しながら、ビジネス機会を発見するためにＳＷ

ＯＴ分析などの外部環境分析や、自社の売れ筋商品を把握するＡＢＣ分析など
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の内部環境分析も同時に行い、自社の強み・弱みを把握し、課題の掘り起こし

や事業展開を検討する。 

     緊急性及び高度専門的な分析が必要な場合は、専門家派遣制度を有する熊本

県商工会連合会や中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点等と連携し調査・分

析を行う。 

 

  ③ 実施項目 

    以下の項目について、経営分析を行う。 

項 目 主な分析 

財務分析 

①安全性（流動比率など） 

②収益性（売上高対経常利益率など） 

③生産性（従業員１人あたりの年間売上高など） 

外部環境分析 

①ＳＷＯＴ分析 

②ＰＥＳＴ分析 

③３Ｃ分析 

内部環境分析 

①ＡＢＣ分析 

②キャッシュフロー分析 

③経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報） 

④知的資産（技術、ノウハウ） 

 

  ④ 分析結果の活用方法 

 分析結果は対象小規模事業者に対してフィードバックし、小規模事業者ごとの

経営課題などに対して、今後の具体的な解決策や経営戦略の方向性を探り、持続

的発展に向けて事業計画書策定の支援に繋げる。 

    また、調査によって得た情報は、データベース化し職員間で共有することによ

り小規模事業者に対する支援体制を整備する。 

 

(3) 数値目標 

対象とする小規模事業者に対する経営分析数等の支援については次表を目標とす

る。 

支援の内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析件数 ０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ件数 ０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1) 現状と課題 

これまでは、小規模事業者持続化補助金申請、金融相談等に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、小規模事業者が自主的に経営発達を
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目指すための事業計画策定支援には至っていなかった。 

小規模事業者の持続的発展実現のためには、経営者自身が自ら事業計画書を作成

しようとする意欲が重要で、作成した計画を実践しＰＤＣＡサイクルを回転させる

ことで持続的発展が図られる。そこで今回の計画においては、上記２で経営分析を

行った小規模事業者に事業計画書作成の重要性を説明し、事業計画策定支援に結び

付けていく。 

 

 (2) 取り組む内容 

  ① 支援対象者は、経営分析を実施した事業者を中心とし、小規模事業者が経営課

題を解決し持続的な経営発展に繋げていくために、地域経済動向調査、経営状況

分析結果、需要動向調査を踏まえ、事業計画策定の支援を行う。 

 

  ② 受動型ではなく、巡回訪問を主体とした積極的な提案型支援を行い、小規模事

業者に対し事業計画策定の重要性を理解してもらうことによって、実際に事業計

画に基づいた経営を実行する事業者を増やす。 

 

  ③ 非会員や新規創業者については、ホームページ等を通じて事業計画策定を目指

す事業所の掘り起こしを行う。また問い合わせのあった事業所に対しては、経営

分析の必要性を説明し、経営分析の実施についても支援を行う。 

 

  ④ 高度・専門性を要する課題に際しては、熊本県商工会連合会の専門家派遣やよ

ろず支援拠点などの関係機関と連携して、個々の小規模事業者の抱える経営上の

課題に対して、よりきめ細やかな指導・助言を行いながら事業計画の策定に取り

組む。 

 

  ⑤ 事業承継を視野に入れている小規模事業者に対しては、事業計画の策定を重点

的に促し、熊本県商工会連合会の専門家派遣やよろず支援拠点などの関係機関と

連携して、事業承継に反映した事業計画の策定支援を行う。 

 

  ⑥ 村内において創業を希望する者の掘り起こしについては、熊本県商工会連合会

の創業促進支援事業等との連携及び個別相談、金融機関からの情報収集、村当局

との情報交換等により行う。 

    また創業を検討している場合、行政と連携し情報の共有を図るとともに、地域

の経済動向調査や分析結果などを紹介する。創業希望者に対しては、国の創業支

援補助事業や、熊本県、日本政策金融公庫等の創業融資制度などの情報提供を行

うとともに、熊本県商工会連合会が開催する創業セミナー（１回開催）・創業ス

クール（全６回開催）を紹介・活用し、創業希望者の知識向上と創業計画の策定

支援を行う。 

 

 (3) 目標 

対象とする小規模事業者に対しての事業計画策定事業者数等の支援については、

次表を目標とする。また、必要に応じて専門家派遣等を活用する。 
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支援の内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定件数 ０ ７ ７ ７ ９ ９ 

内事業承継を考慮し

た事業計画策定件数 
０ １ １ １ ２ ２ 

内創業計画策定件数 ０ １ １ １ ２ ２ 

 

４．事業計画後の実施支援に関すること【指針②】 

(1) 現状と課題 

 事業計画策定後の事業実施については、小規模事業者自らが問題意識を持ち、自

助努力により取り組む事が望まれるが、経営資源に乏しい小規模事業者には自助努

力だけでは克服する事が出来ない問題や課題も多い。 

これまでの当商工会の支援は、事業計画の策定や金融支援の実施までが中心で有 

り、実施状況の把握は決算時期の年１回程度のことも多く、その後のフォローアッ

プは充分と言えない状況であった。 

 事業者が経営課題を解決するために、上記３．事業計画策定支援の内容を踏まえ、

経営指導員が中心となり事業計画策定支援を行った小規模事業者に対し助言や修正

を行い、専門的な部分に関しては熊本県商工会連合会、中小企業基盤整備機構、よ

ろず支援拠点等と連携をし、迅速に対応し、小規模事業者の事業の実行面において

も着実にフォローアップを行っていく。 

  

 (2) 取り組む内容 

① 事業計画の策定・実施の支援を受けた事業者には、小規模事業者持続化補助金

等を積極的に活用し、熊本県商工会連合会や専門家と連携をした中で、事業計画

策定及び事業実施後の軌道修正を行う。 

 

② 事業計画策定後は、経営指導員が四半期ごとに巡回訪問を行い、または来所し

てもらい、売上、営業利益、資金繰りなどの状況確認を行うと共に、市場動向・

需要動向等情報の提供、販売促進策の提案、各種支援制度の活用などの事業実施

に必要な指導・助言を行う。 

 

③ 事業計画策定事業者に対しては、１年間の経営計画の見直し（ＰＤＣＡサイク

ル）を行い、必要に応じて専門家派遣等を活用し、伴走型の支援を行うことで小

規模事業者の持続的経営発展に繋げていく。 

 

  ④ 小規模事業者が資金調達を必要となった場合は、本計画認定によって利用可能

となる日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、こ

れに付随して必要となる融資申し込みに必要な事業計画策定支援やフォローア

ップにも積極的に支援を行う。 
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⑤ 創業計画策定事業者に対しては経営指導員による２ヶ月毎の訪問、事業承継計

画策定事業者に対しては四半期毎の訪問を実施し、進捗状況を確認するととも

に、経営課題についてのヒアリングや各種施策等の情報提供、支援施策の活用提

案、指導と助言により伴走型の実施支援を行う。計画通りに進んでいない場合は、

専門家派遣等を活用し事業の円滑な計画達成に向けた支援を行うなど適宜対応

するものとする。 

 

 (3) 目標 

   対象とする小規模事業者へのフォローアップ件数等の支援目標については、以下

の通りとする。  

支援の内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ件数 ０ ３０ ３０ ３０ ４０ ４０ 

内事業承継計画策定

者に対する件数 
０ ４ ４ ４ ８ ８ 

内創業計画策定者に

対する件数 
０ ６ ６ ６ １２ １２ 

 

５．需要動向調査に関すること 

(1) 現状と課題 

小規模事業者の多くは、需要動向の把握について自己の感覚や取引業者からの情

報等に頼り、その活用もノウハウの不足などにより十分に行われていない。一部で

は商談会等でのアンケート調査を実施している事業所もあるが分析するまでには至

らず、調査結果を商品改良や商品開発などに活用してはいなかった。商工会として

も相談に応じて関連する情報を提供している程度である。 

今後は、このような地域の小規模事業者に対して、マーケットインの考え方を浸

透させ、需要動向を反映した事業計画の策定から販路開拓の支援を行い、持続的発

展に向けた経営力の向上を図っていく。 

 

(2) 取り組む内容 

 本来ならば、村内全小規模事業者が保有する商品・サービスに関する需要動向を

調査して情報を提供すべきであるが、当面は地域資源を活用した特産品開発と地域

ブランド化を推進するという観点から、お茶、地域資源を活かした加工品等を対象

として需要動向調査を実施する。その調査結果をフィードバックし、これらのデー

タを活かした経営の実践を通してマーケットインの考え方を普及させ、経営力の向

上に繋げる。 

 

① 対象事業者及び商品のピックアップ 

  管内小規模事業者から、以下の区分に応じて対象事業者と対象商品をピックア

ップして需要動向調査を実施し、事業計画策定や需要開拓の支援に活用する。 

なお、対象商品選考では事業者が想定しているターゲット、販売方法、価格な

どの情報も収集する。ピックアップ商品は毎年度見直しを行い、特に新商品につ
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いては優先的に対象商品とする。 

（ア）食品製造加工業等で、地域の特産品である「茶」、「こんにゃく」、「鮎」を使

った加工品等を取り扱っている事業者(３～５社)と保有する商品(１～２点)。 

     

  ② 調査方法 

（ア）さがら温泉茶湯里でのモニタリング調査の実施 

  ア）実施要領 

相良村の特産品を販売している株式会社さがらに協力を求め、当該商品購

入者へアンケートを実施し、消費者の意見を調査する。 

 

    イ）対象商品 

      前期①でピックアップした商品の内広域的な販路開拓を考えている商品。 

    

    ウ）実施場所 

      株式会社さがらが運営する「さがら温泉茶湯里」 

 

    エ）調査方法・頻度 

      商品購入者に対してアンケート調査を行う。年１回実施し、アンケート回

収目標は１アイテムにつき５０件とする。 

   

    オ）調査項目 

      調査項目 

購買者の属性 居住地、年代、性別 

商品の評価 分量、価格、パッケージデザイン、購入動機等 

 

    カ）集計分析・活用方法 

      回答項目の単純集計、回答者の属性と商品評価の関連性分析を行い、次の

「需要動向調査の実施」において活用する。 

 

  （イ）モニタリング調査及び公表データを活用した需要動向調査の実施 

    ア）実施概要 

      前記①でピックアップした商品について、事業者が想定しているターゲッ

ト、販売方法、価格等が妥当なものであるか、売れる商品になるか等につい

て前記（ア）のモニタリング調査の結果、同種商品に関する外部公表データ

を活用して当該商品のブラッシュアップや新たな商品開発に繋げる。 

      なお、モニタリング調査を行わなかった商品については外部公表データを

参考とする。 

     

イ）活用するデータ 

  ・前記（ア）のモニタリング調査の集計分析データ 

  ・日経テレコン POSEYES、市場情報評価ナビ（MieNa）、などの外部公表デー



- 15 - 
 

タで、業界及び市場の動向、売れ筋商品、商圏など 

 

ウ）調査結果の活用方法 

・経営指導員がモニタリング調査を行い、専門家と連携してモニタリング

データと外部公表データの収集分析と当該事業所への提供、アドバイス

を行う。 

・商品の改善や新たな開発に取り組む事業者については、ブラッシュアッ

プ等の支援を行い、商談会や展示会等の出展に繋げる。 

 

(3) 数値目標 

需要動向調査は、本事業の事業計画の策定及び実施のフォローアップに活用する

とともに、職員間で共有し、小規模事業者への経営支援業務等における説明・提供

により、販売計画の策定及び販売促進を支援し事業の持続的発展を図って行く。 

内  容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査対象事業者数 

（商品数） 

０ 

（０） 

３ 

（３） 

３ 

（３） 

４ 

（４） 

４ 

（４） 

５ 

（５） 

調査結果の提供事業者数 

（商品数） 

０ 

（０） 

３ 

（３） 

３ 

（３） 

４ 

（４） 

４ 

（４） 

５ 

（５） 

 

(4) 期待される効果 

需要動向調査を実施し、その結果をフィードバックすることで、消費者のニーズ

にあった商品開発、品揃え、サービスに活かしていくことができる。また、それら

の商品は小規模事業者の売上、利益の増加に貢献するだけでなく、地域のブランド

化に繋げられる。 

 

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】 

 (1) 現状と課題 

小規模事業者は販路開拓や自社商品の紹介を行いたい半面、情報収集力が十分で

はないためそのチャンスを逃している点があり、商工会としてもこれまで展示商談

会、各種物産展等の紹介は行っているものの、情報提供だけの支援という状況にあ

る。 

今後は、小規模事業者が自ら必要とする情報を収集できるような支援を行い、展

示会出展の際にいかに効果的な商品ＰＲや販路開拓に繋げていくか等課題であり、

小規模事業者の売上及び利益の増加、地域内における新たな需要の開拓と地域外へ

の販路開拓支援を、どのように効果的かつ実効性のあるものにしていくかというこ

とも重要な視点として取り組む。 

 

(2) 取り組む内容 

   小規模事業者に係る地場産品の地域外に対する認知度の向上と、新たな販拓開拓

を図って行くために、熊本県商工会連合会や各種関係機関の持つ情報等を活用し、

商品力強化や、物産展への参加支援等を実施する。支援対象者は経営分析、事業計

画策定支援を実施した事業者を中心に、希望する地域内の小規模事業者全体を対象



- 16 - 
 

とする。 

① 物産展への参加支援及びフォローアップ 

    グランメッセ熊本（益城町）において、毎年開催される「くまもと物産フェア

（くまもと物産フェア実行委員会主催）」へ、事業計画を策定した事業者を優先

的に出展し、新たな販路開拓、需要開拓の支援を行う。またバイヤーの来場もあ

ることから、参加だけではなく商談が効果的になるよう、出展前の準備から出展

時の対応及び出展後のフォロー等実効性のある支援を行う。 

    来場者数、売上データ等を整理分析し、総合的な商品評価を行い、商品のブラ

ッシュアップ、新商品開発に繋げる。 

   【参考】「くまもと物産フェア」は毎年１１月、２日間にわたり延べ20,000人強

が来場するイベントで、約２３０社が展示販売を行う。またバイヤーの

来場もある展示販売会である。 

   

② 専門家による商品のブラッシュアップ 

類似する商品は多数あることから、これらの商品群と競合しながら売上や利益

の増加を図るためには、商品力の強化が必要不可欠となる。マーケティングの専

門家による評価を行い、改善点やターゲットの設定などについてのアドバイスを

行う。 

 

③ 情報収集・発信力強化支援 

需要開拓に関する情報収集・発信に関してインターネットを活用することは非

常に効果的であり、小規模事業者が提供する商品、役務等については、商工会の

ホームページへ掲載するとともに、熊本県商工会連合会のホームページへも掲載

するなど効果的な情報の発信を行うことで域外に対する認知度の向上に役立て

る。 

全国商工会連合会の作成したＳＨＩＦＴシステムは操作性に優れ、専門知識の

ない小規模事業者でもホームページを持つことができる。これにより小規模事業

者の積極的な情報発信を支援できる。 

 

(3) 数値目標 

支援の内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

展示会・商談会 

出展回数 
１ １ ２ ２ ２ ２ 

出展支援者数 ２ ２ ２ ３ ３ ３ 

目標：商談数・成約

数（成約数／商談数） 
０ （1/2） （1/2） （1/3） （1/3） （1/3） 

ＳＨＩＦＴシステム

登録数 
０ ５ １０ １５ ２０ ２５ 

フォローアップ件数 ０ ２ ２ ３ ３ ３ 
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(4) 期待される効果 

   需要開拓の様々な支援策によって、小規模事業者の売上及び利益の増加が期待で

きる。需要動向調査データを参考にした専門家による商品のブラッシュアップ等を

組み合わせて実施することによって、ＰＤＣＡサイクルを実現し、市場ニーズに適

合した商品の開発を可能にする。 

   また、ＳＨＩＦＴシステムを活用した情報発信は、地域外への情報発信力を強化

することができる。今回の取組により地域内への需要開拓支援、地域外への販路開

拓支援を強化することにより、小規模事業者の経営力の強化と地域ブランド化を進

めていくことができる。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

地域経済が疲弊している中、地域経済の活性を図って行くためには、行政当局の支

援を得ながら、地域経済を担っている小規模事業者が参画し、地域における経済団体

が連携を密にして、活性化に取り組んでいくことが不可欠であるといえる。 

本会としては、相良村、相良村観光協会、（株）さがら（さがら温泉茶湯里）と「相

良村地域経済活性化会議（仮称）」を年１回開催し、地域経済の活性化に資する事業の

方向性と具体的な事業の展開等について検討する。 

また、検討した地域経済活性化の方向性を踏まえた中で、相良村の地場産品の認知

度向上を図るため、関連した地域観光イベントへも積極的に参画できるための支援を

行う。 

 

（事業内容） 

（１）相良村、相良村観光協会、（株）さがら（さがら温泉茶湯里）、商工会で構成する

「相良村地域経済活性化会議（仮称）」を年１回開催し、会議において地域経済活

性化の具体的な事業の方向性について協議・検討する。【新規事業】 

（２）地域で開催されているイベント「サガラッパ祭り（開催時期：７月 来場者：約

３千人）」、「産業文化祭（開催時期：１１月に２日間 来場者：約４千人）」へ積極

的に参画し、相良村観光産業の認知度の向上と地域経済の活性化に貢献する。 

（３）相良村商工会では、ここ数年プレミアム付き商品券（ＰＲＥＭＩＵＭ差額楽商品

券）の発行を行っており、地域経済に大きな経済効果をもたらしている。今後も継

続するとともに、なお一層の効果が見られるようＰＲを行い、更なる地域経済の活

性化に寄与して行く。【継続事業】 

 

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）日本政策金融公庫、熊本県信用保証協会、地元金融機関との金融懇談会等を開催

し、地域の金融・経済動向を把握するとともに、各機関の支援の状況や支援ノウハ  

ウについて情報交換を行う。 

（２）熊本県商工会連合会及び中小企業基盤整備機構が開催する小規模事業支援研修 

等に参加し、国内及び地域の需要動向を把握するとともに、経営支援のノウハウや  

支援方法について研鑽し、経営指導員等の支援ノウハウの向上を図るとともに、受  

講者との情報交換等により、本会小規模事業者への需要開拓支援に繋げる。 
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（３）他地域の先進的商工会への視察研修を実施し、その地域における経営支援の現状

と支援ノウハウの有り方等について情報交換を行い、本会における効果的な経営支

援策に役立てる。 

（４）中小企業大学校人吉校と連携を密にして、各産業が抱える業界動向の情報収集と  

支援ノウハウの習得により、販路開拓支援に活用を図る。 

（５）下球磨四地区商工会（山江村、球磨村、五木村、相良村）講習会の開催企画とし

て、専門家等を招聘し、小規模事業者に対する支援力の向上等について学び、効果

的な経営支援に活用する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）九州経済産業局、熊本県、熊本県商工会連合会が主催する研修や中小企業大学校

人吉校が主催する研修に経営指導員・経営支援員が積極的に参加することで、小規

模事業者の売上や利益を確保することを重視した支援力や、小規模事業者の現状把

握をするための能力の向上を図る。 

（２）下球磨四地区商工会において開催する会議やセミナー等を通じて、税務署職員や

日本政策金融公庫職員等を講師に勉強会を開催し、組織内での経営指導員のノウハ

ウの共有を図り、経営発達支援能力の向上を図る。 

（３）事務局においては、経営支援・事業運営等に関してのミーティングを原則毎日実

施し、個別事業者に関する支援情報や支援ノウハウの共有化を行い、職員の資質向

上を図るとともに、より実践的な販路開拓や利益体質への改善提案に繋げ、小規模

事業者にとって必要となっている経営支援に活用することで小規模事業者の利益

確保に繋げる。 

（４）経営分析・事業計画策定によって得られた小規模事業者の分析結果については、

他の職員が相談指導の際に活用できるように事業者ファイルにて管理するととも

に、経営分析を担当した経営指導員が必要に応じて詳しく内容の解説を行い、支援

情報の共有化を図り、他の職員が行う経営支援への活用を促進させる。 

 

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１回以上、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、ＰＤＣＡサイ

クルにて成果の評価・検証を行う。 
（１）評価にあたっては、年１回事業年度終了後に、実施状況、達成度、成果を取りま

とめた報告書を、村担当課、熊本県商工会連合会、中小企業診断士等の外部有識者

で組織する「経営発達支援事業評価委員会（仮称）」に提出し評価を求める。 
（２）「経営発達支援事業評価委員会（仮称）」は本会が提出した報告書をもとに、事業

評価、チェックを行った後、改善すべき事項がある場合は、本会に対してアドバイ

ス・助言等を行う。 
（３）本会は「経営発達支援事業評価委員会（仮称）」からの助言・アドバイスの結果

を受けて、商工会理事会へ報告し、見直し案を決定し、年１回相良村商工会の総会

において報告して承認を受ける。 
（４）事業の成果評価・見直し内容については、相良村商工会で閲覧できるものとし、

ホームページ（http://www.kumashoko.or.jp/sagara/）でも計画期間中公表する。 
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【外部評価委員会の構成予定表】 

委員候補 役職 選考基準 

学識経験者 中小企業診断士等 地域経済に精通しており、商工

会業務に理解のあるもの 

地方公共団体の職員 相良村 産業振興課 職員 

 

 

【事業の評価、見直しサイクルのイメージ】 

 

                   
 

 

 

 

                        
 

 

Ｐ 計画策定（商工会） 

  〇事業計画の策定 

  〇目標設定 

Ｄ 計画実行（商工会） 

  〇実施状況 

  〇達成度・成果 

Ａ 計画改善（商工会） 

  〇評価・見直し方針の決定 

  〇理事会への報告・承認 

Ｃ 評価（評価委員会） 

  〇事業評価・チェック（検証） 

  〇アドバイス・助言 
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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 

①役員 

    会長１名 副会長２名 理事８名 監事２名 

    ⇒事業計画決定、予算決定、事業評価、見直し、関係機関との連携 

   ②事務局 

    経営指導員１名 経営支援員２名 

    ⇒事業計画策定、事業遂行、会計、関係機関との連絡調整 

 

（２）経営発達支援計画実施体制 

   ①役員：事業計画決定、予算決定、事業評価、見直し、関係機関との連携 

   ②事務局 

    事務局責任者（経営指導員）：事業統括、事業遂行、関係機関との連絡調整 

    経営支援員：事業遂行、会計、関係機関との連絡調整 

 

（３）連絡先 

   相良村商工会   

熊本県球磨郡相良村大字深水２１０７－２ 

   TEL：０９６６－３５－０５０４ FAX：０９６６－３５－０２１６ 

      Ｅメール：kssagara@lime.ocn.ne.jp 

 

 

（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 

(31年 4月 

以降) 

３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 ４００ ４００ ５００ ５００ ５００ 

 

調査事業 

研修事業 

地域振興事業 

会議費 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

１００ 

２００ 

１００ 

１００ 

１００ 

２００ 

１００ 

１００ 

１００ 

２００ 

１００ 

（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（会費、手数料） 

（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．地域の経済動向調査 

２．経営状況の分析 

３．事業計画の策定 

４．事業計画策定後の支援実施 

５．需要動向調査 

６．販路開拓支援 

７．地域経済の活性化に資する取り組み 

８．支援力向上のための取り組み 

連携者及びその役割 

① 熊本県商工会連合会 

  代表者：会長 笠愛一郎 

  住 所：熊本市中央区南熊本５－１－１ テルウェル熊本ビル３階 

  電 話：０９６－３７２－２５００ 

  役 割：地域経済動向調査、経営分析、事業計画の策定・実施支援、需要動向調査、      

地域経済活性化、資質向上 

② 熊本県よろず支援拠点 

  代表者：チーフコーディネーター 鹿子木 康 

  住 所：熊本県上益城郡益城町田原２０８１－１０ 

  電 話：０９６－２８６－３３５５ 

  役 割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高

度・専門的な経営課題解決、創業支援 

③ 相良村・相良村観光協会 

  代表者：村長 德田正臣 

  住 所：熊本県球磨郡相良村深水２５００－１ 

  電 話：０９６６－３５－０２１１ 

  役 割：調査事業支援・情報共有、商談会等の情報提供、創業支援 

④ 熊本県 

  代表者：知事 蒲島郁夫 

  住 所：熊本市中央区水前寺６丁目１８番地１号 

  電 話：０９６－３８３－１１１１ 

  役 割：調査事業支援・情報共有、創業支援、経営革新計画・承認、資質向上 

⑤ 日本政策金融公庫八代支店 

  代表者：支店長 神川秀夫 

  住 所：熊本県八代市出町４－１７ 

  電 話：０９６５－３２－５１９５ 

  役 割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高

度・専門的な経営課題解決、融資等の金融サポート、創業支援 
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⑥ 熊本中央信用金庫人吉支店 

  代表者：支店長 岩本典泰 

  住 所：熊本県人吉市五日町２８番地２ 

  電 話：０９６６－２３－２１４１ 

  役 割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援、融資等の

金融サポート、商談会等の情報提供、創業支援 

⑦ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 

  代表者：理事長 高田坦史 

  住 所：東京都港区虎ノ門３－５－１虎ノ門３７森ビル 

  電 話：０３－３４３３－８８１１ 

  役 割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高

度・専門的な経営課題解決、経営指導員等の研修支援 

 

連携体制図等 

 

経営発達支援計画全体の連携体制図 

 

小
規
模
事
業
者

日本政策金融公庫八代支店

熊本中央信用金庫人吉支店

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

相
良
村
商
工
会

熊本県商工会連合会

熊本県よろず支援拠点

相良村

相良村観光協会

熊本県

経営発達に

向けた支援

連携

連携

連携

連携

連携

連携

連携

連携
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