
経営発達支援計画の概要 

実施者名 山江村商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～ 平成３２年３月３１日【５年間】 

目標 

村の地域資源を見直し付加価値のある特産品を創出し、村外に販路を切り開

くという課題を踏まえて、連携体制をとる各支援機関と、何より村当局等と連

携を図り、地域の強みを活かした「山江村の宝物」の販促支援・販路開拓支援

を行うことで、村内製造業並びに流通小売業等の売上（付加価値）の向上によ

る経営力発達に繋げることを目標とする。また、「山江村ブランド」と言うキー

ワードの下に、農商工が総合的に活性化して、山江村経済の元気づくりに繋げ

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に関すること【指針③】 

   ブランド化や販路開拓にとって必要な地域資源の動向調査や分析を行

い、地域経済の実態を把握し課題を抽出することで、小規模事業者の経営

力向上に役立てる。 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の持続的発展に向けて、巡回・窓口相談、個別相談会の開

催を通じて、経営資源を棚卸するために、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。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   小規模事業者の販促・販路開拓を行ううえで事業計画策定の必要性を理

解させつつ、事業者が課題を解決し、売上（付加価値）の向上による経営

力発達に繋げるために、各支援機関と協力しつつ事業計画策定支援を行う。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

小規模事業者がＰ・Ｄ・Ｃ・Ａサイクルを回しながら計画の実践を継続

することが出来る経営体制となるように、定期的な巡回によるフォロー支

援を行い、小規模事業者の売上（付加価値）の向上や生産者とのネットワ

ーク構築、設備面等で企業が抱える課題解決、経営力発達に繋げる。 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者がターゲットとして考えている業界や地域に対してのアン

ケート調査や情報収集を行い、ニーズの抽出を行いながら、販路開拓や商

品開発に繋げる。 

 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】 

  小規模事業者の売上（付加価値）の向上による経営力発達に繋げるために、

商談会や展示即売会への出展支援を積極的に行う。また、「山江村の宝物ブラ

ンド」として、地域資源（農産物）や加工商品、その商品のバックストーリ

ーを一体とした販売促進支援を展開する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  商工会が主体となって、村当局やＪＡ等を構成メンバーとした「地域の問

題に関する懇談会」を開催し、その検討結果を踏まえて各組織（山江村、山

江村議会、ＪＡ等）が連携し、地域経済活性化の取組みに繋げる。 

連絡先 

山江村商工会 

住所：熊本県球磨郡山江村山田甲１３２５－１ 

  TEL ：0966-24-9326     FAX ：0966-22-5535 

  E メール ksyamae@lime.ocn.ne.jp 

URL   http://kumashoko.or.jp/yamae/ 
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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 

山江村は熊本県の南部に位置する自然豊かな農林業主体の村で、村の約９０％を山林が占めて

いる。人口は約３７００人で、平成１８年度総務省事業所統計によると商工業者８１事業所うち

小規模事業者数が７１事業所である等小規模事業者が中心で、経済規模もそれほど大きくはな

い。過去 5 年間を比較すると、人口は 3,920 人（H21.3 月末）が、3,727 人（H26.3 月末）と約

200 人減少し、高齢化率も 27.96％（H21.3 月末）から 29.09％（H26.3 月末）に上昇しており、

過疎化や高齢化の進行に伴い、地域内の消費需要は縮小してきている。 

幸い村内には、「栗」「ヤマメ」「柚子」「わさび」等宝物ともいうべき農産物が豊富にあり、今

一度この地域資源を見直し、付加価値のある特産品を創出し、村外に販路を切り開くことが小規

模企業の振興にとって必要であり、山江村全体の活性化のためには重要な課題となっている。 

 

また、小規模事業者においては、生産者（農家）とのネットワークの弱さや、製造能力や人材

不足といった企業基盤の脆弱さ、商談ノウハウ不足等販売力の不足もあり、小規模事業者の持続

的な発展のためには経営力及び販売力の強化が課題となっている。 

 

一方、村内の一部の小規模事業者では、商品加工の大半を地域外に委託せずに村内で製造し、

若しくは、農産物を直接市場に流すことのできる「食品加工業」「流通卸売業」「サービス業」も

見られる。このような小規模事業者を持続的に支援することで山江村における小規模事業者の

「成功ビジネスモデル」を構築することが可能と考えている。 

 

当商工会としても、平成２０年度には全国展開支援事業として「九州山江村の宝物ブランド化

プロジェクト」を実施し、村の特産品の農産物である「やまえ栗」や「ヤマメ」「柚子」「わさび」

といった農林水産物を加工した商品開発・販路開拓事業による支援を行い、その後も村当局や熊

本県商工会連合会・全国商工会連合会等と連携して、継続的に事業を実施してきた。 

さらに、熊本県においては、県南地域の豊富な農林水産物を活かし、食品・バイオ等研究開発

機能や企業を集積させる「フードバレー」の形成を推進することにより、地域の活性化を目指す

等「くまもと県南フードバレー構想」を展開している。 

下記が「食」関連産業のイメージである。 
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そこで、現在の経営改善普及事業による地域全体の企業の経営力向上に向けた支援は継続しつ

つ、上述のような地域特性や課題を踏まえて、本計画では、熊本県やくまもと県南フードバレー

推進協議会、熊本県よろず支援拠点、何より村当局と連携を図り、地域の強みを活かした「山江

村の宝物」のブランド化をすすめるとともに、このブランド化に関連する小規模事業者の商品開

発・販促支援・販路開拓支援を行うことで、村内製造業並びに流通小売業等の売上（付加価値）

の向上による持続的な経営力発達に繋げることを目標とする。    

また、この計画を推進することで、「山江村の宝物ブランド」というキーワードの下に農業か

ら商工業まで総合的に活性化して、山江村経済の元気づくりに繋げていくことを目標とする。 

 

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２７年４月１日～ 平成３２年３月３１日【５年間】 ） 

 

（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】 

  これまでの「山江村の宝物」のブランド化の取り組みにおいては、村内の支援対象である小

規模事業者の商品やサービスに付随する地域資源の関係の動向調査を中心に行っており、それ

以外の地域資源と言える農林水産物の調査は行っていなかった。 

  今回の計画においては、ブランド化や販路開拓を進める上において、地域の経済動向調査結

果を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、小規模事業者に提供し

てゆくことで、計画策定や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
い、業種ごとの経済動向を調査し、外部業者等も活用して課題の抽出や企業間連携の可能

性を探る。 

ヒアリングの内容については、売上や利益など予め定めた項目を、隔年毎に１回定期的・

継続的に行うことで商工業に関する地域経済の動向を分析・把握する。【拡充・新規】 

 (2)すでにある公的機関が実施した商工業統計調査結果を活用し、独自調査と比較することで

地域の経済動向や消費動向の特徴をつかみ、経営指導員を中心として巡回・窓口相談時に

企業支援、さらには事業計画策定の基礎的資料に活用する。【拡充】 

 (3)農林水産物の調査は、これまで「栗・ヤマメ・ワサビ・柚子」について毎年 1回定期的に、

山江村産業振興課、企画調整課と連携し、農林水産物の生産量の推移・価格等の動向の調

査をおこなって来た。本計画においては、従来の品目に加えて「ミシマサイコ・にんにく」

などの新しい農産物の産地化に向けた農業の取り組みなどの地域の動向を調査・分析す

る。調査結果は、巡回・窓口相談時に個別企業への経営支援の際に情報として提供し、新

商品の開発や販路開拓における商品ラインナップの充実化に活用できるように支援を行

う。さらに、ホームページ等で公表し、地域の小規模事業者の商品開発等への活用を図る。

【拡充】 

 (4)村当局の創業支援事業「創業支援ワンストップ窓口」と連携して情報交換を随時行うこと

で、地域内における創業ニーズの掘起こしを行い、創業希望者に対しては、新しい地域経

済の担い手として活躍してもらうために、本項目における調査分析結果と併せて、下記５
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需要動向の調査結果の情報を提供し、創業計画策定支援時に活用する。【新規】 

 

 （目標） 

   地域資源の動向調査分析（1 回/年）や地域経済状況調査分析（隔年）を通じて、地域の

状況と動向を把握し、商品開発を含む販路開拓支援における方針の決定や計画策定、個別

企業の経営力向上に活用する。 

 

支援内容(回数) 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

地域経済状況調査 0 0 1 0 1 0 

地域資源動向調査 1 2 2 2 2 2 

行政との情報交換 1 2 2 2 2 2 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  これまでの経営分析では、主に金融支援時において「財務分析」のみを実施してきており、

商品・製品・サービス戦略に関する分析にまでは至っておらず、売上や顧客の増加へ貢献でき

ていなかったことが課題である。 

今後進めてゆく地域資源のブランド化による販路開拓・商品開発を効果的に展開しつつ、小

規模事業者の持続的発展に繋げるために、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、小規模事業者の経営資源の棚卸のため、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。 

  小規模事業者のニーズの抽出や専門的な課題については、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等と連携し、小規模事業者への丁寧なサポートを行う。 

  

（事業内容） 

 (1) 経営指導員が主体となり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）を行う。 

  分析する項目は以下のとおり 

①財務分析【拡充】 

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。 

   ②顧客分析【新規】 

    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。 

   ③設備分析【新規】 

    企業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。 

   ④専門家の活用【拡充・新規】 

    取引先・商品・設備・衛生面における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、中小企業基盤整備機構等と連携し専門家の招聘などによって分析

に当たる。 
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(2)販路開拓の専門家（県連エキスパートバンク・熊本県よろず支援拠点・㈱ふるさとサービ

ス等）と連携して個別相談会を開催し、小規模事業者が希望している販路や販売を予定し

ている商品と、需要者が求めている商品とのニーズギャップを把握し、商品の開発や改良

等に活用する。なお、商品開発等については、山江村、JA と連携しながら、地域の生産

者（農業者）とのネットワーク構築についても支援する等、小規模事業者支援機関として

の中核的な機能を果たす。【新規】 

 (3)以上の分析結果をもとに、企業が有する経営資源や企業の内包するポテンシャルを明確に

する。その中で企業が持つ強みをレベルアップする対策や、弱みとなる経営課題を補完す

るための解決策を探る。 

その結果は、巡回・窓口相談時に個別企業へフィードバックするとともに、今後の事業計

画や販路開拓計画の策定の支援に活用し、小規模事業者の意識の改善につなげる。 

 

 （目標） 

   支援計画の対象とする小規模事業者に対しての巡回訪問、個別相談会は次表を目標とす

る。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回訪問件数 300 310 310 310 310 310 

経営分析件数 8 12 12 12 14 14 

販路個別相談会 0 1 1 1 1 1 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  これまでは、経営革新の認定や・小規模事業者持続化補助金・金融相談のシーンにおいて事

業計画の策定を行っていた。しかしながら、小規模事業者が自主的に経営発達を目指すための

事業計画策定支援にいたるケースは少なかった。 

  そこで今回の計画においては、経営指導員が主体となった巡回・窓口相談の中で、ブランド

化に関連する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させ

つつ、小規模事業者の意欲を高めて、支援対象である小規模事業者が課題を解決し、売上（付

加価値）の向上による経営力発達に繋げるために、上記１の地域の経済動向調査及び上記２経

営状況の分析、また下記５需要動向の調査結果を踏まえ、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

ず支援拠点の専門家等と連携しつつ、より実現性の高い計画となるよう伴走型の支援を行い、

事業計画の策定を目指す。 

 

 （事業内容） 

 (1) 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ゆきながら、小規模事業者持続化補助金等の制度情報を提

供することで事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。【拡充】 

 (2) 本会が主催者となり、バイヤーや販路開拓の専門家（県連エキスパートバンク・熊本県よ

ろず支援拠点・全国連㈱ふるさとサービス等）と連携して、市場開拓に向けたセミナー・

相談会を開催し、商品開発や販路開拓計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う

と同時に事業計画の必要性を伝える。【新規】 

(3)山江村、JA 等とはこれまでも「地域の問題に関する懇談会」等を通じて連携した取り組み

を行っており、これからも山江村、JA と連携して小規模事業者と生産者（農業者）との

ネットワーク構築を進めるとともに事業計画策定に活用する等、地域の小規模事業者と生
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産者（農業者）とのネットワークの脆弱性の課題を解決する。【新規】 

 (4)連携している支援機関（中小企業大学校人吉校・くまもと県南フードバレー推進協議会等）

が開催している「事業計画や販路開拓」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、事業計画策定に向けた資質の向上に向けた支援を行う。【拡充】 

 (5)事業計画の策定については、経営革新、農商工連携等各種支援策及び小規模事業者持続化

補助金への申請の機会を活用して事業計画策定につなげる。また、県が推進する経営支援

プログラムを活用して事業計画策定に繋げる。【拡充】 

策定に際しては、本経営発達支援計画の支援事業内容「１：経済動向調査」「２：経営状

況の分析」、「５：需要動向の調査」の結果を踏まえた上で、経営方針の決定や事業計画策

定に繋がるように、巡回・窓口相談を通じて伴走型の支援を実施する。【新規】 

また、必要に応じて県連と連携した専門家の活用や、金融機関等と連携した策定支援を行

う。【拡充】 

 (6)小規模事業者が立案する事業計画において金融支援の必要性が伴う計画については、平成

２７年度から創設された「小規模事業者経営発達支援融資制度」の情報を提供し、積極的

な活用を働きかけ、必要な資金面とのバランスのとれた計画策定の支援をおこなう。【新

規】 

(7)設備分析等により、生産能力、衛生面における対策が必要とされる小規模事業者に対して

は、ものづくり・商業・サービス業革新補助金、小規模事業者持続化補助金等の活用、小

規模事業者経営発達支援資金、小規模事業者経営改善資金等の金融支援に繋げるための事

業計画策定支援を行う。【新規】 

(8) 創業希望者に対しては、本会が特定創業支援事業者の認定に向けての特定創業支援事業を

行う。併せて、人吉商工会議所や連携する熊本県商工会連合会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。さらに地域経済の動向調査や需要動向調

査の結果情報を提供するとともに、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。【新規】 

  ＊特定創業支援事業（原則１カ月以上にわたり４回以上の継続的な支援）は以下のとおり

   ・創業のための知識の習得（創業時の諸手続き、事業形態と財務会計の知識） 

   ・経営のための知識の取得（マネジメント、販路開拓、人事労務、人事育成、経営法務）

   ・創業（事業）計画の作成知識の習得及び作成支援 

   ・事業資金調達に向けた知識及び斡旋支援 

 

 （目標） 

   支援計画の対象とする小規模事業者に対しての巡回訪問、個別相談会は次表を目標とす

る。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回訪問件数 300 310 310 310 310 310 

ｾﾐﾅｰ等開催件数 0 1 1 1 1 1 

経営支援プログラ

ム作成件数 

2 3 4 4 4 4 

事業計画策定者数 4 5 9 10 10 10 
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※評価対象の事業計画書は以下のとおり 

１. 経営環境変化資金（日本政策金融公庫） 

２. 中小企業経営力強化資金（日本政策金融公庫） 

３. チャレンジサポート資金（経営力強化保証） 

４. 熊本県改善支援センターの事業計画書 

５. ものづくり・商業・サービス革新補助金 

６. 創業・第二創業促進補助金 
７. 農商工等連携事業計画（国 認定業務） 
８. 地域産業資源活用事業計画（国 認定業務） 
９. 六次産業化事業計画（国 認定業務） 
10. 経営革新計画（県 承認業務） 
11. 商業・サービス業・農林水産業活性化税制における経営改善に関する指

導及び助言を行う機関（アドバイス機関） 

12. 当会が推奨する経営改善事業計画書（日本政策金融公庫版） 
13. 小規模事業者持続化補助金 
14. 知的資産経営レポート（熊本県の様式） 

15. 下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金 
16. 小規模事業者経営改善資金融資制度 
17. 小規模事業者経営発達支援融資制度 
18. 当会が認める事業計画書等（創業計画書ほか） 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  これまでの実施支援については、巡回訪問・窓口相談のなかで、実地訪問やヒアリングによ

る現状確認を行い、フォロー支援や計画の改善に向けた支援を実施してきた。 

  今後の計画策定後の実施支援については、小規模事業者がＰ・Ｄ・Ｃ・Ａサイクルを回しな

がら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に、定期的な巡回によるフォロー

支援を行い、小規模事業者の売上（付加価値）の向上や生産者とのネットワーク構築、設備面

等で企業が抱える課題解決、経営力発達に繋げる。 

計画を実践する上で起こりうる課題や計画の見直しについては、熊本県商工会連合会や熊本

県よろず支援拠点の専門家等と連携しながら支援を行うことで、事業の持続的発展を図る。 

 

 （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６カ月に１回を目途とした巡

回訪問を行い、進捗状況の確認を行うとともに必要なフォローアップを行う。必要に応じ

専門家（県連と連携）も投入し、効果的な支援を行う。【拡充】 

(2)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た支援を行う。具

体的には、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

供や受講料等の一部助成の支援を行う。【拡充】 

(3)販路開拓の専門家（県連エキスパートバンク・熊本県よろず支援拠点・㈱ふるさとサービ

ス等）と連携して個別相談会を開催し、計画における課題点の抽出や計画見直しに関する

支援を行う。【拡充】 

(4)計画以上に売り上げ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（県連エキスパートバンク・中小
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企業基盤整備機構・㈱ふるさとサービス等）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。【新規】 

（5）小規模事業者の中核的支援機関として山江村、JA 等と連携するとともに専門家等を含めて、

小規模事業者と生産者（農業者）の連携する仕組みを構築することで、事業計画達成に向

けての支援を行う。【新規】 

(6) 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、進捗状況の確認を行うとともに必要なフォローアップを行

う。必要に応じ専門家（県連と連携）も投入し、効果的な支援を行う。【拡充】 

 

 （目標） 

   支援計画の対象とする小規模事業者に対しての巡回訪問、個別相談会は次表を目標とす

る。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
個別相談等開催件数 0 1 1 1 1 1 

ﾌｫﾛｰ支援訪問回数

/件数 

4 回 

/4 社 

10 回 

/5 社 

28 回 

/9 社 

48 回/ 

10 社 

58 回/ 

10 社 

60 回/ 

10 社 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  これまでの需要動向調査においては、専門家からの情報収集活動や小規模事業者に対して既

存取引先の状況・動向に関するヒアリングが中心であった。 

  今回の計画における需要動向調査では、小規模事業者がターゲットとして考えている業界や

地域に対してのアンケート調査や情報収集を行い、ニーズの抽出を行う。なお、調査において

は、地域の特産品についても、アンケートやヒアリング調査を行い、商品開発に繋げる。 

調査の実施手法や情報収集を実施する場合には、熊本県商工会連合会のエキスパートや熊本

県よろず支援拠点等と連携し専門家の協力を得ながら、調査計画策定を行う。 

また、ここで得た情報や分析結果については、巡回訪問等を通じ情報提供を行い、ターゲッ

トの基礎情報として小規模事業者の事業計画策定に活用する。 

 （事業内容） 

 (1) 経営指導員が主体となり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た個別指導等を実施することで、対象となる小規模事業者が希望

している業界や地域を明確にし、併せてそのターゲットに対して販路開拓や商品開発を行

う上での調査項目を検討し、調査計画を策定する。【新規】 

 (2) 支援対象企業の既存の商品やサービスについて、既存の取引先（特定先が対象）へのアン

ケートや、展示即売会（不特定多数が対象）等でのヒアリング調査を行い、市場ニーズ（例：

価格、パッケージ、提供手法等）の調査を行う。また、併せて地域の特産品である「栗」

「ヤマメ」「柚子」「わさび」についても、消費したい場面や買い手が考えている使い方（食

以外の使用方法等を含む）等についてのアンケートやヒアリング調査を行い、新商品開発

や、新しい販路の検討に繋げる。 

なお、アンケート・ヒアリング調査に関しては、商工会事務局で企画実施して、収集した

データについては、専門家の協力を得ながら分析を行なう。【新規】 

(3)以上の調査結果により、ターゲット層が求めるニーズと支援対象である小規模事業者が提

供する商品のギャップを明らかにしてその対策を検討し、巡回・窓口相談時に個別企業へ

フィードバックする。さらに、ホームページ等を活用して地域の小規模事業者に公表し、

小規模事業者の商品開発や改良等への活用を促す。 
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またこの結果は、経営状況分析の結果などと合わせて経営課題に対する解決策として検討

し、事業計画策定に活用する。特に、支援対象企業の提供する商品・サービスの特徴と需要

調査による消費者ニーズのギャップを明確にすることで、小規模事業者の意識の改善につな

げる。【拡充】 

（4）地域の特産品である「栗」「ヤマメ」「柚子」「わさび」に対するイメージや求める商品ニー

ズについては、小規模事業者の商品開発のヒントに活用する。【拡充】 

（5）商談会、展示会後にフォローアップを行い、新たに発見された課題の解決や、事業計画策

定、商品開発の具体化に繋げる。なお、課題の解決方法や商品開発については、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等と連携し専門家の協力を得ながら、

具体化する。【拡充】 

 

 （目標） 

   支援計画の対象とする小規模事業者に対しての巡回訪問、個別相談会は次表を目標とす

る。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回訪問件数 300 310 310 310 310 310 

市場ニーズ調査：計 0 5 4 5 4 5 
・アンケート調査 0 1 0 1 0 1 
・ヒアリング調査 0 4 4 4 4 4 

   ※市場ニーズ調査は、次年度に活用するため、隔年度実施とする。 

 

 

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】 

  これまでは「山江村の宝物ブランド」を前面に出して、催事場やデパート等で実施される商

談会や展示即売会に積極的に参加し、山江村の商品や情報をＰＲすることが中心であった。 

  今後の需要開拓の向けた取組みにおいては、これまで行ってきた手法も継続しつつ、新しい

展開にも取り組む。具体的には、「出かけて行く」商談に加えて、「来て頂く」商談を企画実施

する。バイヤーや取引先の販売員に来村してもらい、取り扱って頂く商品（地域資源（農産物）

や加工商品）が育まれた地域のバックストーリーを一体とした販売促進活動を展開すること

で、支援対象の小規模事業者の売上（付加価値）の向上による経営力発達に繋げる。 

 

 （事業内容） 

 (1) くまもと県南フードバレー推進協議会や中小企業大学校人吉校が開催する講座等の情報

を提供し、商談成約率を高めるための資質の向上を図る。【新規】 

 (2)全国商工会連合会から提供される商談会や展示即売会等（例：全国物産展）等への小規模

事業者の出展支援を行い、首都圏への販路開拓を図る。【拡充】 

 (3)熊本県ブランド推進課やくまもと県南フードバレー推進協議会、また山江村当局と連携し

て村出身者で組織された東京都・大阪府・福岡県の各丸岡会が行う会合や商談会や展示即

売会等（例：大阪くまモンファン感謝デー、FOODEX JAPAN）等への出展支援を行い、「山

江村の宝物ブランド」としての認知度を高め、首都圏・大阪圏・福岡圏への販路開拓を図

る。【拡充・新規】 

 (4) 熊本県商工会連合会が主催するくまもと物産フェアへの出展支援を行い、熊本県下におけ

る販路開拓と、「山江村の宝物ブランド」の認知度を高める。【拡充】 

 (5)村当局や村内農業者・小規模事業者と連携し「山江村の宝物ブランド」化を進めながら、

地域資源のバックストーリーを踏まえた販売促進ツール（パンフ・食材データ集）を作成
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し、小規模事業者の販路開拓を支援する。（販促ツールの作成は、初年度から２年間の継

続事業として実施する）【新規】 

 (6)バイヤーや、料理人等を招待した「山江村の食材ハンティングツアー」を実施し、商品と

その資源を育んだ山江村の背景をセットとした販促事業を 1 回／年程度行う。（村当局と

連携。バイヤーとのマッチングについては、熊本県商工会連合会、熊本県よろず支援拠点

と連携）【新規】 

 (7) ＳＮＳ（フェイスブック等）を開設し「商品情報」や「地域の情報」「販路開拓の取組み」

等を広報することで、ＢtoＢが中心だった情報発信についても、ＢtoＣの側面も広げる。

これにより、地域の情報発信強化による新たな需要開拓を探る。【新規】 

 (8)上記事業に参加した小規模事業者に対して、経営指導員が主体となった巡回訪問・窓口相

談時に３カ月に１回フォロー支援を行い、必要に応じ専門家（県連と連携）も投入し効果

的な支援を行う。商談後のアクションの遅い企業も見受けられるので、企業としての対応

力を踏まえながら、伴走型の支援を行う。【拡充】 

 

（目標） 

   支援計画の出展回数や出展支援者数は次表を目標とする。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

出展参加回数 2 4 4 4 4 4 

出展支援者数 2 4 4 4 4 4 

販促ﾂｰﾙ作成事業 0 1 1 0 0 0 

開拓成果目標(件) 1 2 2 2 2 2 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
１．地域経済活性化事業 

  これまでは、地域内のイベントにおける連携協力を中心に経済活性化の取組みを行ってき

た。 

そこで今回は商工会が主体となって、地域が抱えている課題の掘り起こしと、その対策につ

いて検討を行うことを目的とした「地域の問題に関する懇談会」を毎年 1回開催する。構成メ

ンバーには、山江村、山江村議会の他、テーマに応じてＪＡ等の地域経済団体やＮＰＯ法人か

ちゃリンクやまえ等の村おこし団体を招聘し、経営発達支援事業内容で実施した調査結果も踏

まえながら協議を行う。また、その検討結果を踏まえて各組織（山江村、山江村議会、ＪＡ等）

が連携し、地域経済活性化の取組みに繋げる。 

 

 （事業内容） 

(１) 地域経済活性化に必要な「山江村の宝物ブランド」を明確にするために、山江村の協力

を得ながら、県内の大学等と連携して、山江村ブランドを明確にするような販路開拓ツー

ルとして使えるデザイン（商談会等において活用する山江村の統一デザイン等）の作成を

目指す。 

 

(２)農業者の高齢化、後継者不足、有害獣被害等により特産品である「栗」の生産量が減少し

ている。この問題は「栗」を加工し事業を展開している小規模事業者にとっても、非常に

深刻な影響をもたらしている。そこでこの課題を解決するために、企業・農林水産業者・

村当局・ＪＡ・商工会等が連携してコミュニティービジネスの起業を目指す取り組みを行
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う。創業後には、経営指導員等が主体となって経営・経理・金融など多面的に伴走型の支

援を行う。 

    

   【コミュニティービジネス「やまえ栗生産担い手育成ビジネス」のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （目標） 

   コミュニティービジネスの起業により、新たに商工業者と農林水産業者が連携する仕組み

を構築される。その効果は、地域の商工業・農業といった経済面の活性化にとどまらず、

農家の高齢化による耕作放棄地の拡大の懸念の抑制につながり、農山村景観の保全や、新

しい雇用の場の創出に繋がり、山江村全体の経済活性化に繋げることが出来る。 

なお、コミュニティービジネス創出により期待される効果は下記のとおりである。 

    ①農山村景観の保全による山江村のブランドとしてのイメージアップ 

    ②地域小規模事業者の安定した地域資源の確保 

    ③観光農園の開設による観光客の増加による賑わいの創出 

    ④新しい雇用創出によるＩターン・Ｕターン人口増加 

 

 

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が支援機関を対象とする小規模事業者支援研修において、同じような
取組みを行っている商工会等の支援機関のメンバーと支援のノウハウや支援の現状、支援

の進め方等について情報交換を行う。 

② 熊本県ブランド推進課、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関連の
研修会や懇談会等において、熊本県が実施している販路開拓支援事業の情報を入手し、支

援対象企業に提供することで、支援の効果を高める。 

③ 食材ハンティングツアー等の販路開拓事業を通じて、バイヤー等と情報交換をすることに
よりターゲットのニーズや実情を把握することで、支援力の向上に繋げる。 

④ 熊本県商工会連合会や、熊本県よろず支援拠点、全国商工会連合会関連のふるさとサービ
ス等の組織と連携し、各組織に登録している専門家の情報を入手し支援にあたる。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 ① 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等で実施される専門的な研

修に、経営指導員及び必要に応じて経営支援員が年間 1回以上参加することで、小規模事

業者の売上や付加価値を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

 ② くまもと県南フードバレー推進協議会等が開催する企業向けのセミナーに積極的に参加

し、販路開拓等の支援ノウハウの習得に努める。また、可能な限り小規模事業者と共に参

加することで、支援対象企業のニーズをリアルタイムで確認しつつ、ニーズに対応した支

援資質の向上を図る。 

 ③ 支援する小規模事業者の経営分析結果を踏まえた課題解決方法を協議し、支援ノウハウを

共有化するために、経営指導員並びに経営支援員は、毎週１回のミーティングを行う。ミ

ーティングでは、研修等に参加し習得した知識や情報に関する内容や、実際に企業を支援

した後に、その支援の内容や支援手法、助言した内容を共有化する。また、必要に応じて

巡回訪問に同行させる等のＯＪＴを行うことで伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

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

行う。 

① 正副会長及び、熊本県商工会連合会及び外部有識者として山江村商工担当課長で構成する
経営発達支援計画事業評価委員会（仮称）を組織して、事業の実施状況、成果の評価・検

証を行い、見直し（案）の方針を決定する。 

② 事業の成果・評価・見直しの結果については、商工会理事会へ報告し、承認を受ける。 
③ 事業の成果・評価・見直しの内容については、山江村商工会のホームページ
（http://www.kumashoko.or.jp/yamae/）で計画期間中公表する。また、事務所でも閲覧

できるようにする。 

【経営発達支援計画の評価・見直しに係るＰＤＣＡの仕組み】 

 ・計画（Ｐ：プラン）…山江村商工会 

 ・実施（Ｄ：ドゥ）…山江村商工会・連携する支援団体 

 ・点検評価見直し（Ｃ：チェック）…経営発達支援計画事業評価委員会（仮称） 

                 〔正副会長・熊本県商工会連合会・山江村商工担当課長〕

          ＊対象項目：①事業の実施状況②成果の評価③計画の見直しの方針 

 ・改善（Ａ：アクション）…山江村商工会・連携する支援団体 
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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２７年８月現在）
（１）組織体制 

   ○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２名 

    以上の人員体制で、計画推進にあたる。 

   【山江村商工会の組織概要】 

    会員数(正会員６１名、定款会員４名、特別会員６名) 

    部会：商業部会、工業部会、青年部、女性部 

    役員数、事務局体制は、上記のとおり。 

 

（２）連絡先    住所  熊本県球磨郡山江村山田甲１３２５－１ 

                 組織  山江村商工会  （担当者） 藤川晃司 

                 電話番号 0966-24-9326 

                 FAX 番号 0966-22-5535 

                 メールアドレス ksyamae@lime.ocn.ne.jp 

               URL   http://kumashoko.or.jp/yamae/ 
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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） 

 ２７年度 

( 27 年 4 月

以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 1,950 2,450 2,450 1,950 1,950

 

・調査費 

・ｾﾐﾅｰ開催費 

・個別相談会 

  開催費 

・専門家の 

招聘費 

・商談会等 

出展費 

・販路ツール

作成費 

・食材ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞﾂ
ｱｰ開催費 

500 

150 

150 

 

150 

 

500 

 

 

 

500 

500

150

150

150

500

500

500

500

150

150

150

500

500

500

500 

150 

150 

 

150 

 

500 

 

 

 

500 

500

150

150

150

500

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 

国補助金、県補助金、村補助金、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 

① 小規模事業者の経営、事業計画策定、販路開拓支援に関する専門家の情報提供及び派遣依頼
② 販路開拓支援事業における商談会・展示即売会等の情報共有及び出展の連携。 

連携者及びその役割 

① 山江村（住所：熊本県球磨郡山江村大字山田甲 1356 番地の１ 電話：0966-23-3111）  
【販路開拓支援事業】【地域活性化事業】 

   チーム山江村として、官民一体となった事業実施に向けた連携 

② 熊本県商工会連合会（会長：伊東昭正 住所：熊本市中央区安政町 3-13 電話：

096-325-5161 ）  

【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、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

で連携 

③ 全国商工会連合会（会長：石澤義文 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 ） 

【販路開拓支援事業】 

展示即売会等の情報提供や出展に向けた支援で連携 

④ ㈱ふるさとサービス（代表取締役：本藤俊男 住所：東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通
会館 10Ｆ 電話：03-5220-3836 ） 

【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で連携 

⑤ 熊本県ブランド推進課（住所：熊本市中央区水前寺 6-18-1 電話：096-333‐2333 ） 
【販路開拓支援事業】 

展示即売会等の情報提供や出展に向けた支援で連携 

⑥ 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 ） 

【販路開拓支援事業】 

展示即売会等の情報提供や出展に向けた支援で連携 

⑦ 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、食材ハンティングツアーの企画実施等で連携 

⑧ 中小企業大学校人吉校（校長：美野洋二 住所：熊本県人吉市鬼木町梢山1769-1 電話：0966-23
‐6800 ） 

【販路開拓支援事業】 

   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 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

① 山江村 

【販路開拓支援事業】【地域活性化事業】 

山江村商工会 

②熊本県商工会連合会 

【経営分析・事業策定及び実

施支援事業】 

【販路開拓支援事業】 

③全国商工会連合会 

【販路開拓支援事業】 

④㈱ふるさとサービス 

【経営分析・事業策定及び実

施支援事業】 

【販路開拓支援事業】 ⑥くまもと県南フードバレー 

推進協議会 

【販路開拓支援事業】 

⑧中小企業大学校人吉校 

【販路開拓支援事業】 

⑦熊本県よろず支援拠点 

【経営分析・事業策定及び実施支援事業】 

【販路開拓支援事業】 

連携

連携

連携

連携

支援 連携

連携

支援 

相談 

支援 

⑤熊本県ブランド推進課 

【販路開拓支援事業】 

連携


