
経営発達支援計画の概要 

実施者名 五木村商工会 （法人番号 4330005007656） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目  標 小規模事業者の経営力強化、小規模事業者の減少抑制、地域資源の有効な活用 

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 

山間部の過疎地域である五木村ならではの地域特性を把握するため会員企業を中心

に状況把握を行う。併せて国・県等の経済動向データについて巡回等を通じ小規模事

業者に対して提供することで個別企業の経営力向上に役立てる。 

２．経営状況の分析に関すること 

経営指導員や経営支援員の巡回・窓口相談、個別相談会の開催を通じ、会員企業の

経営資源の確認のため、必要に応じ専門家と連携しながら取引先や商品構成、営業

力、設備力に関する経営分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

経営指導員が主体となった巡回・窓口相談を通じ、小規模事業者の販促・販路開拓

を行ううえでの事業計画策定の必要性を理解してもらう。必要に応じ専門家と連携し

ながら事業者の課題を解決し、売上の向上による経営力発達に繋げるために小規模事

業者が取り組む事業計画策定について支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

小規模事業者が計画の実践を継続することが出来る経営体制となるよう定期的な巡

回を行うことで、計画どおりに経営ができているのか確認し軌道修正を行う。計画を

実践する上で大きな修正が必要となる場合は、専門家等と連携した見直しを行う。 

５．需要動向調査に関すること 

五木村に訪れる観光客を中心に、五木村のイメージ、商品等についてのアンケート

調査を行い、専門家と共に分析する。販売側・購入側間のギャップを把握し、事業所

へフィードバックすることで、商品・サービスのブラッシュアップ・新商品開発に繋

げる。 

６. 新たな需要の開拓に寄与する事業 

事業計画を作成した事業者を対象に専門家によるセミナーや個別指導を実施するこ

とで商談力を強化。併せて、県内外の商談会等の情報提供・参加支援をすることで新

規需要の開拓に繋げる。 

Ⅱ. 地域経済の活性化に資する取組み 

地域観光に繋げる連携強化 

村の団体と連携して行っている「商工観光調整連絡会議」を通じ、各団体の取り組

みを連携して実施できるよう見直しを行う。イベントには小規模事業者や地域の団体

にも情報提供を行い参加しやすい環境を作ることで、村全体で五木村観光の認知度向

上を図る体制を築き、地域経済の発展に繋げる。 

連絡先 

五木村商工会 

 住  所：〒868-0201 熊本県球磨郡五木村甲 2672-39 

 電話番号：0966-37-2321      FAX番号：0966-37-2323 

 Ｅ－mail：ituki@lime.ocn.ne.jp  Ｈ  Ｐ：http://ituki-shoko.ecgo.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 

【地域の概況】 

 熊本県南部、球磨郡北部に位置し、東は水上村、多良木町、西は八代市東陽町、坂本町、南は

山江村、相良村、北は八代郡泉町の五家荘地帯に隣接している。村全体が九州山地の山岳地帯に

あるため、標高 1,000m以上の山岳が連なり、平坦部は非常に少なく、深い峡谷が縦横に走る急

峻な地形が特徴。 村域は九州山地の一角をなしており、総面積の 96.2％を山林が占めている。 

 

 昭和 30 年代までは薪炭業も盛んだったが、高度経済成長期の都市部への人口流出、水害と復

旧工事による産業構造の変化、薪炭業や林業の衰退を受けて人口は減少している。 

 

●昭和 25年（1950） 5,902名 1,069 世帯 （5.5名／世帯） 

●昭和 35年（1960） 6,161名 1,290 世帯 （4.8名／世帯） 

●昭和 45年（1970） 4,006名 1,019 世帯 （3.9名／世帯） 

●昭和 55年（1980） 3,086名   955 世帯 （3.2名／世帯） 

●平成 2年 （1990） 1,964名   657 世帯 （3.0名／世帯） 

●平成 12年（2000） 1,530名   582 世帯 （2.6名／世帯） 

●平成 22年（2010） 1,354名   540 世帯 （2.5名／世帯） 

●平成 30年（2018） 1,118名   507 世帯 （2.2名／世帯）※9月末 
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 1930 年代は人口 6,000 人を超える規模の村だったが、1966 年からの川辺川ダム事業の開始に

伴い人口は大きく減少し、現在の人口は 1,113 人（男性人 534、女性 579 人）、世帯数は 507 世

帯（2018年 9 月 30日）となっている。このペースで推移すると、2020 年代には人口が 1,000人

を割り、2050年には 500 人を割るのではないかとのデータも出ている。高齢化率は 46.4％と非

常に高く、県下第 1位の水準となっており、少子高齢化が本村の大きな課題となっている。 
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 五木村は口承によると、寿永の昔、平家の落人が戦に敗れたどり着いた落人村といわれ、ま

た南北朝時代に九州に下っていた源氏の一門が九州を転戦し、八代の名和氏に敗れてその一部

の人々が住み着いたとも言われている。 
 

昭和38年からの3年連続集中豪雨による大水害が起こり、川辺川ダム建設の話が持ち上がっ

た。五木村は全人口の約半数及び役場等公共施設が立ち並ぶ中心地が水没地域となることか

ら、全村民挙げて反対。しかし、国・県の強

力な推進と下流域の要望により人道的な見地

からも昭和57年に川辺川ダム建設に同意。そ

の影響で昭和56年から昭和58年の3ヶ年に水没

世帯の約半数、水没者予定地居住者の約6割が

村外に転出することとなった。 

これは、村全世帯の約3割、人口の約2割と

なる。その後、下流域を中心にダム反対の機

運が上がり、川辺川ダム建設を前提に村の開

発に取り組んできた五木村にとっては、５０

年間も長期にわたり翻弄された影響はとても

大きいもので、五木村衰退の大きな原因とな

ったと言える。現時点を持っても川辺川の問

題は不透明となっている。 
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五木村は清流川辺川など豊かな自然等の地域資源を有しており、春の山々の新緑、春から夏

にかけての山女魚釣り、秋の大自然が織りなす素晴ら

しい紅葉など、観光客に喜ばれている。また、五木村

には「五木の子守唄」という唄があり全国的な知名度

を誇っている。その昔、山深い五木の里の暮らしは厳

しく、娘たちは幼いころから家を助けるため子守奉公

に出されていた。娘たちは奉公の辛さや父母を思う気

持ちを口ずさみ、それがいつしか哀調を帯びた「五木

の子守唄」になったと言われている。五木の子守唄

は、現在80以上の歌詞が確認されている。 

歴史のある「五木の子守唄」も、40代以下の世代へ

の知名度は低いため、平成20年に子守奉公の娘をモデ

ルにした「いつきちゃん」という地元のキャラクター

が発案され、漫画『巨人の星』や『いなかっぺ大将』

で知られる漫画家の川崎のぼる先生にデザインを依

頼。名称は全国に公募し284件の中から決定された。

背負っている赤ん坊は椿ちゃん。五木村のPRのために

地域内外のイベントで活躍している。 

 

【地域産業の現況】 

五木村の林業は、村の総面積の 96％が山林であることから村の基幹産業として成り立ってき

た経緯がある。所有形態では国有林が全体の 10％、残る民有林の中で私有林は 80％を占め､全体

でも 7割に達している。林家の保有山林規模では 10ha 未満が 23.0％、30ha 未満では約 62％で

零細経営の林家が多い。また、林家以外には

農家林家や非農家林家が民有林の約半分を保

有している。木材不況と併せて高齢化・後継

者不足問題も顕著であり、必ずしも充分な森

林管理が行われているとは言えなかった。 

そのような状況を受け、村内の有志、森林

組合、役場等により平成 28年に「森林活性化

協議会」を立ち上げ、五木村の森林資源のＰ

Ｒにつとめている。 
また、熊本地震からの住宅復興に係る被災

者への自立再建住宅のモデル住宅展示場で

「くまもと型復興住宅」のモデル住宅の展示

を行う団体に「五木源住宅復興支援チーム」が採択され、五木村の木材利用の新たな可能性が広

がっている。 
 

古くからの基幹産業の一つである建設業は、昭和 38年から 40年の道路等の災害復旧工事、そ

http://kinomura-itsuki.life/news/wp-content/uploads/2016/10/a1bae47c458fe84d9f3789c1db004dff.jpg
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の後の社会基盤整備事業の増加とダム関連事業により飛躍的に成長したが、公共事業予算の縮

減傾向から建設業も縮小の傾向にあることから、先行き不安のため後継者の育成に踏み切れな

い状況であり、経営者も高齢となっている。商業サービス業においては、ほとんどの事業所が村

民、中心部の事業所は観光客からの収入で成り立っている。高齢者を中心とした地域住民から

は、買い物が不便であるとの声も上がっており、人口減少・高齢化・生活スタイルの変化などの

様々な要因が重なり、厳しい状況が続いている。 

五木村の農林産物はお茶や椎茸が有名だが、現在は五木村の出荷協議会の取り組みでニンニク

（ホワイト六片ニンニク）の栽培・商品化や、

鹿児島県や熊本県南部の山間部に自生してい

る果樹の木で、ミカン科の一種である「くね

ぶ」を利用した特産品開発にも力を入れてい

る。古くから五木村の人々の貴重なたんぱく

源であった豆腐を使い伝統の製法で作られる

豆腐の味噌漬けは数少ない五木村らしい名産

品となっている。その中でも、特に(有)五木

屋本舗の商品「山うにとうふ」は、ウニのよ

うな食感が特徴の豆腐の味噌漬けであり、30

年ほど前より商品のブラッシュアップを行っ

てきたものである。経営者である橋本氏の地道な販促の効果もあり、五木村だけでなく、熊本県

を代表する特産品になる可能性を大いに秘めている。 

開業については、ここ数年で見ると年間１件程度有るものの、開業率は 1.7%で県平均の 2.4%

を下回っている状況。廃業については廃業率

7.2%で県平均 6.2%を上回っており、事業所数

は年々減少している状況。しかし、ここ最近

ではバンジージャンプ会社の誘致もあり、五

木村としてカヤック、自転車レース、トレイ

ルラン、ツリークライミングなどアウトドア

による観光客増加の取り組みもなされてい

る。平成 31 年 4 月からは、ダム水没予定地

を活用したグランピングの実施も予定され

ている。これらと五木村グリーンツーリズム

研究会の取り組みであるフットパスを組み合わせることで、さらにメニューの充実を図り、観光

の目玉にできないかと期待が高まっている。 

 

項目 合計 卸・小売 建設業 飲食・旅館 製造業 その他 

商業者数(H18統計調査) 62 20 14 10 8 10 

小規模事業者数(H18統計調査) 53 17 12 10 7 7 

商業者数(H30独自調査) 58 15 14 9 10 10 

小規模事業者数(H30独自調査) 49 14 12 9 8 6 
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【地域産業の課題】 

事業主の高齢化、後継者の不在などによる問題が深刻で、現在の経営者の年齢は60歳以上が

2/3を占めており、その内後継者不在の事業所は80％となっている。10年後には70％を超える経

営者が60歳以上となる。経営者の年齢だけ見ても商売継続が難しくなる事業所が多数出ること

が予測される。近年、人口減少はもとより、少子高齢化、まとめ買い消費スタイルの定着、情

報通信網の高度化による仕事や生活スタイルの変化、地方自治体の財政悪化による公共事業縮

減等と外的環境的に事業継続の障害も増加している。店舗形態も住居一体型である事業所が多

いため、第三者への事業承継も困難であると思われる。地元の事業所がなくなることは、地域

コミュニティの維持にも影響するため、大きな地域課題となっている。 

農業関連では、農耕人口の減少や大部分を山間部が占める地形的制約もあり、特定の農産品

を大量に生産できにくいことが大きな課題である。また、鹿・猿等の獣害による農作物の被害

も深刻な問題であり、対策の一環として狩猟した鹿を加工し、鹿肉を使ったジャーキー、カレ

ーなどの開発も行っている。 

観光においても平成 28年 4 月におこった熊本地震により、五木村には直接的な被害は少なか

ったものの、熊本市内を中心に商品を卸していた卸売業者の販路断絶や、風評被害による観光客

の激減など大きな影響を受けている。風評被害は根強く、平成 29 年度の観光客は本来の 1/2ま

で落ち込んだ。平成 30年に入り観光客は戻りつつあるものの、以前の水準まで回復しきれてい

ないため、村一丸となって何らかの対策を講じなければならない状況である。 

更に、五木村中心地区である頭地地区の飲食店の減少により、住民はもちろん観光客にとって

も食事場所が少ないという声もあがっている。また、大人数の観光客が宿泊できる旅館等も少な

いため、今後観光に力を入れるうえで大きな課題である。 

地域に根差した商工会としても住民の生活を支えるため、更なる努力が必要である。 

 

 

【行政の取り組みの現状】 

 五木村では、平成21年3月に、地方自治法に基づく村の総合計画である「五木村基本構想」を

策定し、ダム問題や過疎化による急激な人口減少等により厳しい状況にある中で、「五木村の

再生」をテーマに、今後のむらづくりとして「経済の活性化」「生活環境の整備」「人の活性

化」を重点課題に掲げている。 

 この基本構想に基づく実施計画として、１０年後、「恵まれた自然を活かし、元気で生き生

きと働き、ともにふれあい、支え合いながら安心して住み続けることができる、誇れる『ふる

さと五木村』となるべく以下の３つ事業を行っている。それぞれの内容は以下のとおり。 

１．雇用の拡大や所得の向上をめざす「働く場づくり」 

 五木村が将来の村の主要産業として積極的に取り組んでいく観光・交流事業と、村の特

性を活かした農林水産業を重点的に強化しながら、雇用の拡大と所得の向上をめざす。 

 

２．安心して住み続けられるむらづくりをめざす「暮らしづくり」 

 情報通信基盤や公共交通網などの遅れている生活環境の整備、保健・医療・福祉施策の

充実、住民相互の支え合いなどコミュニティの維持などに取り組むことで、安心して住み
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続けられるむらづくりをめざす。 

 

３．村の振興を支える人材育成をめざす「ひとづくり」 

 村民自身が本計画の施策に主体的に関わる中での人材育成と、都市部等のＮＰＯ法人や

地域づくり団体等との協働や交流など村外資源の活用を通じて、産業、教育、文化等のあ

らゆる面で、これからの村の振興を支える人材育成をめざす。 

 

【行政の課題】 

 熊本県より交付されている熊本県振興基金が平成30年度をもってなくなるため、五木村は大

きな緊縮財政となる。各種事業に使える予算が削減されるため、公共工事、観光、地域振興の

予算も削減されることが確実視されている。それまでの期間で、道の駅、振興公社といった地

域の振興に関係する補助金団体の再編成を行い、予算が縮小されても対応できるような体制作

りを行う必要がある。また、観光客を迎えるに当たり、飲食店・宿泊場所が少ないことが大き

な課題であり、商工会等の地元団体と連携しながら解決策を模索する必要がある。 

 さらに、人材の流出も激しいため、地元で活躍し地元をリードする人材を育成することも大

きな課題となっている。 

 

 

【商工会の取り組みの現状】 

五木村は、元来のどかな村で、観光客は多いものの観光業はさほど盛んでなく、地産地消によ

る経済体系が長く続いていた。しかし、ダム問題等で、人口の減少が加速され、若者を中心に消

費者のスタイルが変わるにつれ、村内消費は減少し、事業者は利益を計上することが難しくなっ

てきた。 

そこで商工会では、平成 21 年度より村補助金を活用し、地元の消費喚起を目標にしたプレミ

アム付き商品券事業への取り組みを実施。20％のプレミアムを付けた商品券は、地元の消費喚起

の一因となった。しかし、平成 27 年度をもって予算の確保が困難となったため、事業終了とな

った。 

観光事業の一環として平成 20 年度より調査研究を行い、平成 26 年度に全国展開支援事業を

活用。「五木村おもてなし魅力発掘プロジェクト」として、地域資源を活用した五木らしいおも

てなしメニューのコンセプトを固めること、コミュニティビジネスによる地域住民と事業所間

の地域資源流通の仕組みや、人材の確保について先進事例視察を中心に調査研究を行った。 

また、地域外からの外貨獲得のために、平成 26 年度に熊本県地域力活用ビジネス創出支援事

業コーディネーターを中心に料理研究家、デザイナーなど専門家を招き、既存特産品のパッケー

ジ変更、内容量変更など商品のブラッシュアップや新商品開発を行い、全１３品のブラッシュア

ップを実施。これらの磨き上げた商品を県内外の物産展・商談会等を活用してＰＲすることで、

販路の開拓につながる事業所も現れてきた。 

 

【商工会の課題】 

五木村の商工会としても様々な課題があるが、特に大きい課題は以下にあげる三点である。 

１． 村内消費の減退に対する小規模事業者の対応 
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 村内の人口減少は歯止めがきかない状況であり、地域内消費は減少の一途をたどってい

る。そのような状況の中で、多くの事業所は具体的な対応策を見いだせずにおり、収益性

も低下している。 

 

２． 廃業増加・創業者不在による地域コミュニティ崩壊 

 村内事業所の「廃業＞創業」の図式は大きな課題であり、車を持たない高齢者にとって

は買い物も困難な状況になりつつある。このまま進行すると地域コミュニティとして成り

立たなくのではないかと危惧される状況となっている。 

 

３． 地域資源活用の継続性 

 商工会としても地域の資源を活用した特産品開発・観光資源の発掘といった事業を行っ

てきたが、いまだ事業として確立できておらず、今後も継続した取り組みが必要な状況で

ある。 

 

今後も様々な課題の出現が懸念されるため、商工会だけでなく様々な団体と連携することで

解決できるよう検討を行っていきたいと考えている。 

  

 

【経営発達支援事業の目標】 

１ 商工会としての小規模事業者への中長期的な振興の在り方 

 過疎地域の高齢化が社会問題となっているが、わが五木村は熊本県で最も少子高齢化が進ん

でいる地域である。このままでは、さらなる人口減少、少子高齢化による産業の空洞化は避け

られない。現在まで地域コミュニティの維持ができてきたのは地元の小規模事業者がいたから

こそであり、コミュニティ崩壊を防ぐためにも小規模事業者に対して伴走型による支援を行う

ことが五木村商工会の社会的使命であると言える。 

中長期的に、さらなる過疎化は避けられないものと考え、以下の取り組みを行う。 

（１） 村内の新規創業者の支援並びに、廃業を検討している商工業者に対し、経営統合・事業

承継の支援を行い、村内事業所の減少を防ぐことで地域コミュニティの維持に繋げる。 

（２） 地元の資源を活用した特産品、観光メニュー通して、五木村の知名度を向上させ、地元

の商工業者の所得を向上させることにより、個々の経営基盤の強化による維持発展を実

現する。 

 

２ 本計画の目標 

（１） 小規模事業者の経営力強化 

地域内にて計画的な経営を行っている小規模事業者は少なく、経営者の勘や経験に基づ

く経営を行っているため、内外の経営環境変化に対応できず、経営状況が悪化している

事業所も見られる。そこで、自社並びに外部環境を正しく把握して計画的な経営を継続

することの重要性を認識してもらい、継続的に支援することで小規模事業者の経営力を

強化する。 
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（２） 小規模事業者の減少抑制 

村内事業者において、経営者の高齢化や後継者不在などの理由で廃業を選択するケース

が増加傾向にある。地域のコミュニティ維持の側面からも小規模事業者の維持は必要不

可欠であるため、事業承継の支援、新規創業の支援を行うことで事業所の減少を抑制す

る。 

 

（３） 地域資源の有効な活用 

五木村には、ヤマメ、お茶、椎茸、豆腐などの特産、清流川辺川、秋の紅葉などの観光

資源が数多くあるものの、十分に活用できているとは言い難い状況である。そこで、商

工会が主導し、地元の地元特産を活用した小規模事業者の需要の開拓、地域団体と連携

した観光資源の活用といった取り組みをけん引する。 

 

３ 経営発達支援事業の取組方針 

前記の経営発達計画の目標を達成するために、以下のとおり取り組む。 

（１） 伴走型の支援の強化 

従来の場当たり的な支援から脱却し、経営指導員を中心に地域内事業所の経営課題を抽

出し、寄り添い支援を行うことで、小規模事業者の経営発達に繋げる。 

 

（２） 他の支援機関と連携した支援体制の構築・強化 

専門的になっている小規模事業者の課題に対応するためには、指導員等の知識習熟だけ

では対応できないケースも増加しているため、商工会が中心となって関係機関と連携体

制を構築することで、専門的な事業所支援の体制を構築する。 

  

（３）村内団体との連携体制の強化 

村内の団体と連携を強化し、連動した取り組みが実施できる体制を構築する。併せて小

規模事業者の参加を促すことで、村一丸となった地域経済の発展に繋げる。 
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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】 

これまでは、地域の経済動向については、巡回時の聞き取りを行う程度であり、得られた情

報を集約し活用することまではできていなかった。また、国・県などが行っている経済動向調

査の情報も小規模事業者へ還元できていなかった。 

そこで、山間部の過疎地域である五木村ならではの地域特性を把握するため、会員企業を中

心に経営状況把握を行い、併せて国・県等の経済動向データについて、巡回等を通じ地域の小

規模事業者に対して提供することで個別企業の経営力向上に役立てる。 

 

（事業内容） 

（１） 地域経済状況について、経営指導員が主体となり巡回訪問による企業ヒアリング調査を

行う。調査項目、調査対象については以下のとおり。 

 調査項目：売上・仕入・利益の動向、設備投資の有無、資金調達、雇用の動向 

 調査対象：全商工会員３５事業所 

毎年度１回定期的・継続的に行うことで村内商工業者が抱える課題の抽出、商工業に関

する地域経済の動向を分析・把握する。 

（２） 国や県などが実施している経済動向データを収集。商工会で独自に分析・集約し巡回を

通じ村内小規模事業者に向け情報提供することで、個別企業の経営力強化に繋げる。 

（３） 五木村内地域団体と連携して実施している「観光商工連絡会議」等を通じて情報交換を

行い、これから小規模事業者と生産者とのネットワーク構築を進めるとともに村内の情

報を共有することで新規創業者の掘り起しに活用する。 

 

（目標） 

会員企業・行政と連携した情報収集（1 回/年）や国・県といった公共団体の経済動向を通じ

て、地域の状況と動向を把握し、集約した情報を小規模事業者に伝えることで、個々の事業所

の経営力強化に繫げる。 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

地域経済状況調査 

（対象：会員企業35社） 

0 1 1 1 1 1 

集約した調査情報提供 

（対象：村内商工業者49社） 

0 1 1 1 1 1 

行政等との情報交換 8 12 12 12 12 12 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営分析については、これまでは金融支援時の財務分析がほとんどであり、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。 

そこで、経営指導員や経営支援員の巡回・窓口相談、個別相談会の開催を通じて、会員企業

の持続的発展のため、従来の財務分析のみのやり方に加え、取引先や商品構成（価格帯・アイ

テム・ターゲット）、営業力、設備力に関する経営分析を行う。また、会員外小規模事業者に

ついても、ＨＰへの掲載や村報を活用し、経営分析希望者を募る。 

また、専門的な経営課題については、熊本県商工会連合会のエキスパートや熊本県よろず支

援拠点、経営支援サポートオフィス（熊本県独自の専門家による事業者向けの無料支援オフィ

ス）、事業引き継ぎ支援センター等と連携し丁寧なサポートを行う。 

 

（事業内容） 

（１） 経営指導員が主体の巡回訪問によるヒアリング調査や、専門家派遣制度を有する熊本県

商工会連合会と連携し、企業が有する経営資源を棚卸しするための経営分析（ヒト：営

業力・従業員、モノ：商品力・設備力）及び財務分析（カネ：資金力）等を行う。 

分析する項目は以下のとおり。 

① 経営分析 

ヒアリングにより経営資源について確認。ＳＷＯＴ分析を活用し、自社が持つヒト・

もの・カネそれぞれの強み、弱み、機会、脅威を抽出し、以下の分析に繋げる。 

② 財務分析 

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するとともに、新

たに課題となる部門や更に成長させるべき部門の抽出を行い、事業計画策定や個別企

業の経営力向上に活用する。 

③ 顧客分析 

現状の取引先との取引状況の推移や比率等の分析（ＡＢＣ分析）、現在取り扱っている

商品について、現在のターゲット市場に対しての強み・弱み等に関する分析を行う。こ

の分析結果を、今後の販売計画や新市場開拓等を立案する際に活用する。 

④ 設備分析 

事業所が有する設備状況を踏まえて、生産能力や衛生面における対策の現状を把握し、

販路開拓を狙う市場の情報などを踏まえた上での、設備現状とのギャップを分析し、今

後の経営方針の方向づけや事業計画策定に活用する。 

⑤ 事業継続分析  

事業所の廃業リスクを減少させるために、上記調査に合わせ事業所の継続性、後継者問

題についても調査を行い、事業承継先の検討や廃業について早目の対応に役立てる。 

（２）専門的な分析については、熊本県商工会連合会、熊本よろず支援拠点等と連携し、専門

家派遣などを活用し分析を行うことで会員企業等の課題解決に繋げる。 

 

（目標） 

支援計画の対象に対しての巡回訪問、個別相談会は次表を目標とする。 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 



12 
 

巡回訪問回数 323 330 330 340 340 340 

個別相談会 0 1回6社 1回8社 1回8社 1回8社 1回8社 

経営分析件数 2 6 8 8 8 8 

経営課題解決のた

めの専門家活用 

1 3 4 4 4 4 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

これまでは、借入相談・補助金の活用の際の事業計画の策定がほとんどであり、小規模事業

者が事業発展のための事業計画策定を支援するケースは少なかった。 

そこで、村内小規模事業者に対し、持続化補助金等の活用の際や、経営指導員が主体となっ

た巡回・窓口相談の中で、小規模事業者の販促・販路開拓を行ううえでの事業計画策定の必要

性を理解してもらい、事業者の意欲を高めて課題を解決し、売上の向上による経営力発達に繋

げるために、小規模事業者が取り組む事業計画策定について支援を行う。 

なお、事業計画策定に当たっては、熊本県商工会連合会や熊本県よろず支援拠点、経営支援

サポートオフィス等の専門家と連携して支援を行う。 

 

（事業内容） 

（１） 村内小規模事業者に対し、補助金活用の際や、経営指導員が主体となった巡回訪問・窓

口相談を通じて、事業計画の意義や策定の必要性・有効性に係る理解を深めていきなが

ら、十分な理解を得られたうえで事業計画策定に繋げる。後継者候補が定まっている事

業者については、スムーズな事業承継につなげていくために、事業承継計画策定の支援

を行う。また、五木村においては後継者不在の事業者で、店舗と住居が一体となってい

るため、事業承継が困難なケースも想定されるため、事業引き継ぎ支援センターと連携

しながら解決策を検討することで、事業所減少を抑制する。 

（２） 創業希望者に対しては、五木村と連携し創業支援事業計画に沿って創業するために必要な

事業計画作成・資金調達・情報提供など伴走型の支援を実施する。併せて、連携する団体

が主催する創業塾等への参加勧奨により創業に向けたスキルアップを図る。また、必要

に応じて専門家の招聘をし、事業計画策定支援を行う。これらの取り組みにより、年１

件の村内新規創業者の実現を目指す。 

（３） 村内小規模事業者に対し、連携している支援機関（中小企業大学校人吉校・事業引き継

ぎセンター等）が開催している「事業計画や事業承継」に関連したセミナー等の情報を

提供し、参加を勧奨することで、事業計画の必要性について理解浸透を図る。 

 

（目標） 

支援計画の対象とする事業者数、セミナー回数、年間創業数は次表を目標とする。 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

事業計画策定件数 2 4 6 8 10 12 

 うち事業承継計画策定件数 0 1 1 1 1 1 

創業計画策定件数 0 1 1 1 1 1 

セミナー等開催件数 1回2社 1回5社 1回7社 1回9社 1回11社 1回13社 
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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】 

事業計画策定後の実施支援については、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。 

そこで、小規模事業者が計画の実践を継続することが出来る経営体制となるよう定期的な巡

回を行うことで、計画どおりに経営ができているのか確認し軌道修正を行う。 

また、計画を実践する上で大きな修正が必要となる場合は、熊本県商工会連合会や熊本県よ

ろず支援拠点、経営支援サポートオフィス等の専門家と連携しながら支援を行う。 

 

（事業内容） 

（１） 事業計画や販路開拓計画策定後に、経営指導員が主体となり3カ月に1回を目途とした巡

回訪問を行い、計画進捗状況の確認を行うとともに、場合によっては計画の修正などフ

ォローアップを行う。必要に応じ専門家（熊本県商工会連合会と連携）も投入し、効果

的な支援を行う。また、事業計画の実行能力を高めるために、経営者や従業員の資質向

上に向け、人材育成の専門機関である中小企業大学校の研修コースの受講に関する情報

提供を行う。 

（２） 計画以上に売上が伸びている小規模事業者に対しては、地域の強みである豊富な農産物

を活用した新商品開発及び販路開拓について、専門家（熊本県商工会連合会エキスパー

トバンク・中小企業基盤整備機構等）と連携して実行の支援を行い、事業計画の早期達

成に向けて取り組む。 

（３） 創業者に対しては、創業開始1年目については2カ月に1回、それ以降は3カ月に1回を目

途とした巡回訪問を行い、計画と現状の確認を行うとともにフォローアップを行う。必

要に応じ専門家も招聘し、効果的な支援を行う。 

 

（目標） 

支援計画の対象とする小規模事業者に対してのフォローアップ回数等は次表を目標とする。 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

事業計画フォローアップ回数 1 4回4社 4回6社 4回8社 4回10社 4回12社 

専門家による支援件数 1 1回2社 1回3社 1回4社 1回5社 1回6社 

創業後のフォロー件数 0 6回1社 10回2社 14回3社 18回4社 22回5社 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

これまで小規模事業者において、消費者の需要動向は正確に把握できてはおらず、経営者の

直感や都合により商品・サービスの提供を行っており、消費者ニーズのギャップが課題となっ

ていた。 

そこで、実際に五木村に訪れる観光客を中心に、五木村のイメージ、商品についてのアンケ

ート調査を行い結果を分析する。販売側・購入側間のギャップを把握し、事業所へフィードバ

ックすることで、商品・サービスのブラッシュアップ・新商品開発に繋げる。分析の際には、

熊本県商工会連合会や熊本県よろず支援拠点、経営支援サポートオフィス等の専門家と連携し

て取り組むことで精度の向上を図る。 
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（事業内容） 

事業計画作成した事業所の五木村の特色を生かした商品を製造、販売している事業所の

商品（想定している商品：豆腐の味噌漬け、豆腐、油揚げ、お茶、くねぶ製品、ヤマメ

製品、お菓子等）使い、五木村の道の駅来店者に対する試食アンケート調査を実施す

る。調査によって得られたデータは、経営指導員を中心に熊本県商工会連合会や熊本県

よろず支援拠点、経営支援サポートオフィス等の専門家とともに集約・分析すること

で、より精度の高いデータとなるよう努める。結果は事業所へフィードバックし、客観

的なデータから自社の商品・サービスと消費者ニーズのギャップを把握してもらい、商

品・サービスを見直しブラッシュアップに繋げる。なお、アンケートの調査時期、調査

項目は以下を予定している。 

調査時期：五木村への観光客数が増加する8月、11月 

調査項目：村について（来村目的、五木村のイメージ、好きなところ・特産品等） 

     商品について（味、パッケージ、量目、価格、五木村らしさ等） 

 

（目標） 

支援対象数、調査、分析は次表を目標とする。 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

支援対象者 0 3 4 5 5 5 

調査、分析 0 2 2 2 2 2 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 

これまでも、商談会等への参加を行ってきたが、商品・サービスのPR方法・商談方法等課題

が多く、大きな成果に繋げるような支援までは至っていなかった。 

そこで上記取り組みと併せて、事業計画を作成した事業者の中から希望者を募り、専門家に

よるセミナーや個別指導を実施することで商談力を強化。併せて、県内外の商談会等の情報提

供・参加支援をすることで新規需要の開拓に繋げる。 

 

（事業内容） 

（１） 地域経済活性化に必要な五木村ならではの地域資源を明確にし、商工会と共に事業計画

に沿いながら地域資源を活用した特産品を製造している事業者を対象に、他の支援機関

等と連携しながら商品コンセプトの明確化、商品デザイン作成、食品表示等についての

支援を行うことで、既存商品のブラッシュアップ・新たな特産品を生み出す。なお、商

品開発等については、村内団体と連携しながら、地域の生産者（農業者）との連携構築

についても支援する。 

（２） 上記取り組みによりブラッシュアップ・開発した特産品を、商談会・展示即売会等に出

展するため開催情報の提供を行う。併せて、販路開拓の専門家（熊本県商工会連合会エ

キスパートバンク・熊本県よろず支援拠点等）と連携して商談力を強化するために集

団・個別を対象にしたセミナーを実施。小規模事業者に合った商談方法並びに商談ブー

ス・ツールの見直しを行うことで、効果的な販路開拓につなげる。 
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（３） 商談会・展示即売会終了後には参加者ごとに成果報告、課題の抽出を行い、次回の商談

会・展示即売会に繋げるようフォローアップを行う。 

 

（目標） 

支援計画の対象数、セミナー回数、商談会参加数・参加事業者数、専門家による指導事業所

数は次表を目標とする。 

現状 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

需要開拓対象者 2 4 4 4 5 5 

セミナー開催数 0 2 2 2 2 2 

専門家による指導事業者数 0 2 2 3 3 3 

商談会参加回数 2回1社 2回3社 2回3社 2回3社 2回4社 2回4社 

１社ごとの目標成約数(年) 2 2 2 2 2 2 

商談後フォロー回数 0 2 2 2 2 2 

※現状は、事業計画作成していない事業所も対象に商談会参加の支援を行っていた。 

 

 

Ⅱ. 地域経済の活性化に資する取組み 

地域観光に繋げる連携強化 

今まで各団体で様々な観光振興につながるイベントを行っており、五木村、道の駅、五木村

振興公社、グリーンツーリズム研究会、出荷協議会といった団体と定期的に「観光商工連絡調

整会議」を実施していたが、各団体の行事連絡などの定時的な報告が中心で、情報交換が不十

分であり連携した取り組みができているとは言い難い状況であった。 

そこで、今まで以上に本会議を有効に情報交換・共有の場として活用できるようにし、各団

体の取り組みを連携して実施できるよう見直しを行う。イベントには小規模事業者や地域の団

体にも情報提供を行い参加しやすい環境を作ることで、村全体で五木村観光の認知度向上を図

る体制を築く。 

 

（事業内容） 

（１） 五木村、道の駅、五木村振興公社、グリーンツーリズム研究会、出荷協議会といった地

域内の団体と行っている「観光商工連絡調整会議」を積極的に活用し、今まで各団体が

それぞれ行ってきたイベントを連携して実施することで関係を強化する。併せて、イベ

ント実施の際には小規模事業者の積極的な参加を促し、地域を挙げての地域経済振興に

なるよう取り組みを行う。 

（２） 観光（関連）産業分野の業種の産品と観光資源のＰＲ、消費拡大を目的とした新たなイ

ベントの開催を「観光商工連絡調整会議」を通じ検討・実施する。なお、イベントの企

画については、小規模事業者も参加を検討することで地域一体となった仕組みとする。 

 

（目標） 

関係団体との会議開催数、新規イベントの開催件数は次表を目標とする。 
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現状 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

会議開催数 8 12 12 12 12 12 

新規イベント開催件数 0 0 1 1 1 1 

 

 

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 

これまでの取り組みとしては、熊本県商工会連合会のＷＥＢによる情報の共有化や研修会の

実施、また、管内の金融機関、保証協会、経営指導員等による金融懇談会や税務情報による税理

士会との会議など開催し、小規模事業者を支援してきたが十分とは言えない内容であった。 

そこで、専門化、複雑化する相談に対応すべく、他の支援機関並びに、他地区商工会職員との

交流を深め、ネットワークを強化、支援ノウハウを習得することで、更なる支援能力の向上を図

る。 

 

（事業内容） 

（１） 小規模事業者に専門性・満足度の高い支援を行うため、地域の経済動向等や各種施策、

補助事業及び数多くの事例や特徴的な事例、支援ノウハウなどについて、広域連携を行

っている商工会（相良村・山江村・球磨村）との年6回の定期的な会議、年1回の熊本県

商工会連合会、年2回の熊本県商工会職員協議会の研修などを通じ、職員間で情報交換

及び情報の共有を図る。 

（２） 小規模事業者の持続的な発展のための適切なアドバイスや情報提供などの取り組みを強

化していくため、他の支援機関である熊本県よろず支援拠点、経営支援サポートオフィ

ス、熊本県事業引き継ぎ支援センター、日本政策金融公庫と毎年2回情報交換及び情報

の共有を図る。 

 

２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

熊本県商工会連合会が主催する研修、中小企業基盤整備機構による大学校での研修、国や県

などの行政が実施する研修、税務関係などのその他関係団体が実施する各研修に、経営指導員

等が年間１回以上参加し、Web研修や効果測定において各自でスキルアップを図り、効果的な支

援能力の向上を目指す。 

また、球磨地区等の指導員部会および支援員部会並びに広域連携商工会において、支援能力

の向上のために必要な研修会を自発的に行うなどのＯＦＦ・ＪＴによる小規模事業者の利益の

確保に資する支援ノウハウの習得等資質向上を図る。 

 

（事業内容） 

（１） 各指導員等は全国商工会連合会・中小企業基盤整備機構・税務署等が主催する研修の参

加に加え、熊本県が主催する「経営指導員・経営支援員研修」に年5回以上参加し、持

続的に発展していこうとする小規模事業者に対する支援ノウハウの習得等資質向上を図
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る。 

（２） 連携支援機関、特に専門的知識を有する中小企業大学校や金融機関等から講師を招き、

研修の場を設け小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得等資質向上を図

る。 

（３） 経営指導員間の情報交換については、広域連携を行っている相良村・山江村・球磨村商

工会と２ヶ月に１回の会議を実施し、事例報告・意見交換・協力要請等を行ない、小規

模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得にも努める。 

（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に関すること 

ＰＤＣＡサイクルに基づく事業の、目標・計画作成、計画の実施、事業の成果・評価及び見直

しをするため、下記に示す仕組み・体制を構築する。 

（事業内容） 

（１） 指導員により事業の進捗管理・成果検証・自己評価（「内部監査」）を行う。本事業進

捗状況については、理事会への報告を行う。 

（２） 毎年度事業終了に伴い、外部有識者（中小企業診断士、熊本県商工会連合会、五木村の

商工担当者）等で構成される「事業検証委員会（仮称）」を開催。その中において、事

業の実施状況、実績に対する評価、必要により見直しの方向性の提案等（「外部監

査」）を行う。外部有識者等による「外部監査」の見直しの方向性の提案等に基づく、

見直し案を商工会にて検討し修正。修正案は、理事会へ報告し、承認を受け次年度に活

用。 

（３） 事業の成果・評価・見直しの結果を、「会報」、「総会」、「ホームページ上」で毎年

度１回公表する。 
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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月末現在） 

（１）組織体制 

（組織概要） 

会員数３９名（正会員３４名、定款会員３名、賛助会員２名） 

役員８名（会長１名、副会長１名、理事４名、監事２名） 

事務局３名（経営指導員１名、経営支援員２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２名 

 

（２）連絡先 

五木村商工会 

住所：〒868-0201 熊本県球磨郡五木村甲2672-39 

電話：0966-37-2321 FAX：0966-37-2323 

E ﾒｰﾙ：ituki@lime.ocn.ne.jp 

HP：http://ituki-shoko.ecgo.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） 

 Ｈ３１年度 

(３１年 

４月以降) 

Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 Ｈ３４年度 Ｈ３５年度 

必要な資金の額 1,350 1,600 1,900 1,900 1,900 

 

・調査事業費 

・セミナー開催費 

・イベント開催費 

・展示会等出展費 

・会議費 

100 

200 

0 

1,000 

50 

100 

200 

100 

1,100 

100 

100 

200 

300 

1,200 

100 

100 

200 

300 

1,200 

100 

100 

200 

300 

1,200 

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 

国補助金（全国展開支援事業補助金等）、県補助金、村補助金、 

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 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

により、創業・第二創業（経営革新）者の発掘を行う。 

② 観光（関連）産業分野を中心とした地域経済活性化の方向性についての検討を行う。 

③ 観光（関連）産業分野のＰＲ、消費拡大を目的とした販路開拓及びイベントを開催する。 

連携者及びその役割 

① 五木村（代表者：村長 和田 拓也 （関係課：ふるさと振興課、農林課） 

住所：熊本県球磨郡五木村甲字下手2672番地7 電話：0966-37-2211） 

【地域経済活性化事業】【創業支援】【村内事業者の販路開拓・特産品開発支援】 

地域経済活性化の方向性についての情報提供及び協議、イベントの実施、創業者支援 

② 熊本県商工会連合会（会長：笠 愛一郎 住所：熊本市中央区南熊本5-1-1ﾃﾙｳｴﾙ熊本ﾋﾞﾙ3階 

電話：096-372-2500 ） 

【経営分析・事業計画策定及び実施支援事業】【村内事業者の販路開拓・特産品開発支援】 

専門家の情報提供や派遣、展示即売会等の情報提供や出展支援、経営指導員等の資質向上 

③ 全国商工会連合会（会長：森 義久 住所：東京都千代田区有楽町1-7-1 

有楽町電気ビル北館19Ｆ 電話：03-6268‐0086 ） 

【村内事業者の販路開拓・特産品開発支援】 

展示即売会等の情報提供や出展に向けた支援で連携 

④ 熊本県（ブランド推進課、商工金融課、川辺川ダム対策課） 

（住所：熊本市中央区水前寺6-18-1  電話：096-333-2333） 

【村内事業者の販路開拓・特産品開発支援】 

展示即売会等の情報提供や出展に向けた支援で連携 

⑤ くまもと県南フードバレー推進協議会（住所：熊本市中央区水前寺6-18-1 

 電話：096-333-2020） 

【村内事業者の販路開拓・特産品開発支援】 

展示即売会等の情報提供や出展に向けた支援で連携 

⑥ 熊本県よろず支援拠点（住所：熊本県上益城郡益城町田原2081-10 電話：096-286-3355 ） 

【経営分析・事業計画策定及び実施支援事業】【販路開拓支援事業】 

専門家の情報提供や派遣 

⑦ 経営支援サポートオフィス（住所：熊本県八代市千丁町新牟田1458 電話：0965-46-6100） 

【経営分析・事業計画策定及び実施支援事業】【創業・事業承継支援】 

企業の事業計画策定や販路開拓に向けた資質の向上で連携 

⑧ 熊本県事業引き継ぎ支援センター（住所：熊本市中央区横紺屋町10 熊本商工会議所5階 

電話：096-300-5130） 

 【経営分析・事業計画策定及び実施支援事業】【創業・事業承継支援】 

  専門家の情報提供や派遣 
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⑨ 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） 

【経営計画・資金調達・創業・第二創業(経営革新)支援】 

村内事業者の経営計画・資金調達支援並びに創業・第二創業（経営革新）者の支援 

⑩ 肥後銀行人吉支店（代表者：支店長 宮崎 智浩 住所：熊本県人吉市九日町82-1 

電話：0966-23-2131） 

【経営計画・資金調達・創業・第二創業(経営革新)支援】 

村内事業者の経営計画・資金調達支援並びに創業・第二創業（経営革新）者の支援 

⑪ 熊本県信用組合人吉支店（代表者：支店長 山本 一人 

住所：熊本県人吉市中青井町287-5 電話：0966-23-2381） 

【経営計画・資金調達・創業・第二創業(経営革新)支援】 

村内事業者の経営計画・資金調達支援並びに創業・第二創業（経営革新）者の支援 

⑫ 道の駅子守唄の里五木（五木村出荷協議会含む）（代表者：支配人 和田 拓也（村長） 

住所：熊本県球磨郡五木村2672-54 電話：0966-43-4126） 

【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、商品開

発・販路開拓等においての連携 

⑬ 財団法人五木村振興公社（代表者：和田 拓也（村長） 

住所：熊本県球磨郡五木村乙665-35 電話：0966-37-2633） 

【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 

⑭ 五木村グリーンツーリズム研究会（代表者：吉松 ひとみ 

住所：熊本県球磨郡五木村甲字下手2672番地7（五木村ふるさと振興課内） 

電話：0966-37-2212） 

【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 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

創業希望者 

【総合的に連携】 
五木村 

 

五木村商工会 

【村内事業者の販路開拓・特産品開発支援】 

熊本県商工会連合会、全国商工会連合会 

熊本県、くまもと県南フードバレー推進協議会 

 

【経営計画・資金調達・創業・第二創業(経営革新)支援】 

熊本県よろず支援拠点、経営支援サポートオフィス 

熊本県事業引き継ぎ支援センター、 

日本政策金融公庫八代支店、肥後銀行人吉支店 

熊本県信用組合人吉支店 

 

相 談 

支 援 

報 告 

評価・見直し 

【地域経済活性化事業】 

道の駅子守唄の里五木 

一般財団法人五木村振興公社 

五木村ＧＴ研究会 
 

  連 
携 

  支 

 
援 

支 

援 

連 
携 

連 
携 

五木村商工会 

事業検証委員会 
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