
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
球磨村商工会（法人番号 3330005007657） 

実施期間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日【５年間】 

目標 

行政や各種団体、金融機関、支援機関と連携し、小規模事業者の持続

的な経営発達支援を実施し、小規模事業者の経営力強化を図るとともに、

創業希望者の発掘及び第二創業予定者（後継者）の育成による、高齢化・

廃業への対応と、雇用の場の維持・創出を行う。 

また、小規模事業者が主体となって取り組む、地域の強みを活かした

特産品や観光商品等の開発や改良、販路拡大を支援し観光振興に繋げ、

地域経済の活性化を実現することを目的とする。 

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 

国が提供するビッグデータを活用し、地域経済の実態把握と分析を行い、

地域における課題を抽出することによって、観光産業をはじめとする地

域産業に係る小規模事業者の経営力向上に繋げる。 

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の持続的発展に向け、業種特性を踏まえた経営分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

地域の経済動向調査、経営分析結果、需要動向を踏まえ、各種支援機関 

の協力を仰ぎながら中長期的な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 

事業計画策定後に、国、県、村、熊本県商工会連合会等の行う支援策等 

について積極的に周知し活用を促す。また、専門家派遣事業等の施策を

活用してフォローアップを実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

村・観光関連団体・村内企業と連携して、球磨村に訪れる観光客等から 

需要やニーズに関する調査を実施するともに、分析及び分析結果を情報

提供することで経営支援に活用する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

地域イベント及び熊本県商工会連合会をはじめとする関係機関から情報 

提供される各種展示会、商談会への出展支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域活性化協議会を立ち上げ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 

球磨村商工会 

〒869-6403 熊本県球磨郡球磨村大字一勝地甲７７番地３ 

TEL： 0966-32-1000 / FAX：0966-32-1001 

E-mail：kskuma@lime.ocn.ne.jp 

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

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（１）地域の現状及び課題 

【地域の概要・現状】 

1954年(昭和 29年)4月 1日 渡村・一勝地村・神瀬村合併 球磨村誕生 

 

●地域の場所・特徴 

 

 
 

本村は、熊本県の南部に位置し、面積（207.58 ㎢）の 88％が山林と山岳地帯になって

います。 

村の中央部を球磨川が東西に流れ、川をはさんだ北側に白岩山（標高 1,001m）、南側に

国見山（標高 969ｍ）など 700ｍ以上の山々がそびえたち、これらの山岳を縫って無数

の川が球磨川に注いでいます。 

年間の平均気温は、摂氏 15.3 ℃で、夏季と冬季の寒暖の差が大きく、やや大陸的変化

のある気候です。降雨量は年間 2,300 ㎜を超えるなど比較的多くなっています。主な産

業は農業と林業です。 

ＪＲ九州肥薩線が本村では、球泉洞駅・一勝地駅・那良口駅・渡駅の四駅がある。 

国道２１９号線を八代市より人吉市方面へ 41.5Ｋｍ、人吉市から八代市方面へ 11.2Ｋｍ 

７９の集落が広範囲に点在している 

「日本で最も美しい村」連合に平成２５年１０月４日加盟 

 

●面積    

(総土地面積、林野面積：2015年農林業センサス、耕地面積：平成 29年面積調査）  

総土地面積 20,758 ha。 

林野面積 18,120 ha。 

耕地面積 654 ha（田耕地面積 236 ha・畑耕地面積 418 ha） 

 

球磨村 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E5%9B%B3_43513.svg


●人口推移と世帯 

(2018.9№310「広報くまむら」より)  

総人口 3,741 人  （男 1,777 人 ・女 1,964 人）高齢化率 43.4％ 

 

本村においては、1955 年の12,833 人をピークとして、全国に比べて約50 年早く人口

減少に転じ、1990 年を境に年少人口（0〜14 歳）を⽼年人口（65 歳〜）が上回ってい

ます（国勢調査）。国⽴社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計

によれば、2040 年には本村の人口は2,045 人となり、2010 年に比べて約51.9％減少し、

年齢3 区分（年少人口、⽣産年齢人口、⽼年人口）のすべてにおいて減少していくこと

が予想されています。 

 

 
（「広報くまむら」より)  
広報くまむら 世帯数（戸） 総人口（人） 男（人） 女（人） 高齢化率（％） 

2016.4.1 1,526 3,928 1,851 2,077 41.5 

2017.4.1 1,514 3,863 1,823 2,040 42.4 

2018.4.1 1,498 3,804 1,801 2,003 43.2 

2018.9.1 1,490 3,741 1,777 1,964 43.4 

2016年～18年の 3年間でも急速な人口の減少と高齢化が進んでいることがわかる。 

 

●地域資源・観光資源（特徴・写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 美しい棚田１００選に選ばれた松谷棚田      一勝地梨のブランドで知られる毎床の梨園 
                      味・香・大きさともに最高の品質を誇る 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州で唯一ラフティングが楽しめる（球磨川）  清流球磨川の流れが育てた尺鮎 

 

球磨村は豊かな森林資源に恵まれています。 

日本三大急流でのラフティング及び鮎釣り特に球磨川では鮎の成育がよく３０ｃｍ

を超える大鮎がつれて、晩夏には日本一の大鮎釣り選手権大会が開かれ、多くの釣り人

が訪れます。 

1973年（昭和 48年）3月に発見された延長 4.8ｋｍの鍾乳洞「球泉洞」は、九州最大

の鍾乳洞であり、およそ 3億年前海底にあった石灰岩層が隆起してできたと推測されて

おり、現在でも少しずつ侵食を続けており独自の生態系を持つ洞穴生物が生息していま

す。 3 億年もの年月をかけて自然がつくり出した芸術作品ともいえます。本鍾乳洞に

は、多くの観光客が訪れ、また、平成 30年 4月には恋人の聖地にも認定されています。 

 

【地域の小規模事業者の現状】 

●業種割合 （H30.4.1現在会員事業所数） 
業種 建設業 製造業 卸・小売 飲食・宿泊 サービス その他 合計 

事業者数 ２８ ９ １４ ３ ７ １ ６２ 

内小規模

事業者 

２５ ９ １４ ３ ７ １ ５９ 

 

会員数の推移 

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

会員数 ７４ ７０ ６７ ６６ ６２ 

 

当村の会員事業所数の推移として、Ｈ２６年（5 年前）と比較し、１５％程度減少し

ており、組織率（実数）もほぼ横ばいであることから、事業所数の減少が顕著であると

いえる。減少の主な要因として、後継者がいないことによる廃業や事業所の離村が原因

であるといえる。 

  

●地域の課題 

人口減・高齢化等により、後継者不在や地区内消費規模の縮小の要因となり、また、

近隣地区（人吉市・芦北町・八代市）の大型店や通信販売への消費流出も顕著となって

きており、地区内の小規模事業者にとって、非常に厳しい経営環境となっている。 



地元自治会活動やまつり等地域行事の主たる担い手でもある小規模事業者の疲弊は、

とりもなおさず地域の元気・活力の喪失につながるものである。 

当地区には「梨」「棚田米」などの農産物があり、また球磨川や棚田、鍾乳洞などの

観光資源も豊富にあるものの、そういった有効な地域資源を外貨獲得や交流人口の増加

に充分に活用できていない。 

この地域資源をもう一度見直し、埋もれている宝物を掘り起し、高付加価値化等の施

策により地域浮揚の起爆剤とすることが重要である。 

そのためには、小規模事業者において生産者（農協、農家、森林組合）や観光を担う

行政とのネットワークの弱さや、販路確保の問題等の販売ノウハウの不足などの課題を

克服していく必要がある 
 

【商工会のこれまでの取り組み】 

これまでの事業者に対する支援としては、経営指導、金融、税務などの経営改善普

及事業、労働保険、共済等の総合振興事業、青年部、女性部等の育成事業等を行って

きたが、経営計画や事業計画の作成支援にあたっては、持続化補助金等の補助金獲得

を目的とした計画書作成にとどまっており、また全国展開支援事業等の補助事業も行

ってこなかった。 

  

【球磨村の振興計画】 

当村の最大の課題（問題点）として、急速な人口減少があげられる。 

球磨村人口ビジョン（H27.10）の将来の展望に下記の地方創生の 4つの視点が上げら

れおり、この視点は小規模事業者振興のビジョンともいえる。 

①  ①球磨村の資源を活かした「しごと」をつくり、安定して働けるようにする 

人口減少に歯止めをかけるには、特に若い世代の都市部への転出超過を解消する必

要があり、そのために、若い世代の安定した雇⽤を生み出す力を持った産業の競争⼒

強化に取り組み、本村の資源を活かした魅⼒ある雇⽤の創出を目指します。 

②  球磨村の魅⼒を磨きあげ、移住・定住による「ひと」の流れをつくる 

豊かな自然や美しい景観など本村の魅⼒をさらに磨きあげ、それらを村内外に積極的

にＰＲすることにより、村外からの移住と村内での定住を促進します。 

③ 生活しやすい環境を整え、若い世代の希望をかなえる 

結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備などの取り組みを推

進することにより、安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会を創り、若い世代

の希望の実現を目指します。 

④  集約と連携により時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る 

「しごと」と「ひと」の好循環には、それを支える「まち」の活性化が必要です。

「まち」の活性化、「地域」の活性化のために、地域の課題を解決し、安心安全で快

適な⽣活環境を整備します。 

 

（２）小規模事業者支援の中長期的な振興のあり方 

今後、高齢化・後継者不足等による小規模事業者の廃業増加がさらに加速化してい



く状況が見込まれる当地区において、向こう１０年を見据えた中長期的な振興のあり

方を考えた時に、「既存の小規模事業者への経営発達支援により、経営の継続及び発展

を実現していくこと」また、「創業・事業承継支援により、事業者の増加・或いは減少

の歯止めとすること」により、地区内小規模事業者の振興発展へつなげていくことが

必要となってくる。 

さらに、球磨村の振興計画では、「観光資源や人を最大限に活用しながら、地域住民

が主役になれる観光産業を推進すると共に、地元商業関係者と連携を図り、観光商業

に取り組みます」、とあり外貨獲得や誘客へつなげ、個々の小規模事業者の振興発展を

実現していく必要がある。 

以上のようなことから、当地区における向こう１０年を見据えた中長期的な振興に

ついての取り組みとしては、「小規模事業者の持続的発展の促進」及び「創業・事業承

継支援」「地域資源の活用」により、当地区の小規模事業者の振興発展を促進すること

が重要となってくる。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 今回の経営発達支援計画では 、以上の中長期的な振興あり方を念頭に、次のような

目標設定とする 

① 小規模事業者の経営力向上と販売促進への支援を強力に推進する。 

② 創業及び事業承継支援による小規模事業者への支援を推進する。 

③ 地域資源を活用した商品の開発やブラッシュアップを行う小規模事業者への支援

を推進する。 

④ 他の支援機関との連携と職員の資質向上による支援体制を構築する 

（４）目標の達成に向けた方針 

 ①小規模事業者の持続的発展のため、伴走型の支援を実施し、個別企業の経営力向上

並びに販売力の向上、販路開拓等を目指した経営分析、事業計画策定等について強力

に支援する。 

  なお、事業計画作成支援に関しては、Ｐ（Plan計画）Ｄ（DO実行）Ｃ（Check評価）

Ａ（Action 改善）の手順（いわゆる PDCA サイクル）により、計画内容を継続的に改

善していくものとする。 

 ②高齢化・後継者不足等による廃業の増加により、小規模事業者数は減少する一方で

あり、地域の活力喪失につながることから、創業及び事業承継支援を推進することに

より、歯止めをかける必要がある。 

創業支援の内容については、創業計画策定から経営が軌道に乗るまでの一貫支援を

実施する。また、創業計画作成支援についてもＰＤＣＡサイクルを活用し支援するも

のとする。 

事業承継支援については、事業承継支援については、 将来の経営環境の不安視や関

連する知識の不足等により、廃業をやむなしとするケースも多く見受けられころであ

るが、本会では 熊本県商工会連合会や事業承継支援センターなどの専門家と連携しな

がら、事業承継の円滑な手続き等について支援を実施し、廃業・倒産等の抑止に繋げ

る。 

③ 地域資源（農産物や観光資源）を活用した商品・サービスの開発やブラッシュア



ップを行う事業者への支援として、経済動向調査（RESAS）や事業計画書の作成を

行い、PDCAサイクルを活用し、当村に必要な外貨獲得のための事業者を育て上げ

ていく。 

④ 上記個社支援を実施するために、金融機関や関係商工団体、村担当課との連携を

密にし、情報交換等を図り、また商工会内でのＯＪＴの実施や研修等への参加に

より支援能力の向上を行うことで、伴走型支援を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 

これまでの当地区内の経済動向については、必要に応じてその都度調査を実施して

いたが、資料については、個別企業への指導や説明会資料として使用するのみで、必

ずしも有効活用できていなかった。 

今後は国が提供するビッグデータ等を活用し当地区に合わせた地域の経済動向の分

析を行い、今後の事業計画策定等を行っていくうえのでの基礎資料として活用し、小

規模事業者の売上増加、収益確保に向けて活用していくものとする。 

（２）事業内容 

・国が提供するビッグデータの活用 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を

集中投下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経

済分析システム）活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、公表する。 

【分析手法】 

・「地域経済循環マップ・生産分析」 →何で稼いでいるか等を分析 

・「まちづくりマップ・From-to分析」→人の動き等を分析 

・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

（３）成果の活用 

○情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知

する。 

○経営指導員等が巡回指導や経営分析を行う際の参考資料とする。 

 

（４）目標 
 現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

① 調査分析

回数 

０回 1回 1回 1回 1回 1回 

① 公表回数 － 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

当商工会でのこれまでの経営分析では、主に金融支援時や補助金申請等において「財

務分析」等を実施してきたが、今後の企業の売上強化、販売促進などの経営改善につ

なげるための分析までには至っていなかった。 

今後は、各企業の強み・弱み、及び経営課題などを把握し、事業計画策定につなが

る経営分析を行っていくものとする。 

また、より高度かつ専門的な課題については、熊本県商工会連合会、熊本県よろず

支援拠点、ミラサポ、中小機構基盤整備機構等の専門家を派遣することで、効果的な

経営分析を実施していく。 

（２）事業内容 

 ①経営分析ヒアリングシートの活用 

  全国商工会連合会提供の経営状況セルフチェックシートを活用し、巡回訪問時や窓

口相談時に当該シートを活用してヒアリングを実施する。ヒアリングシートの内容は

下記のとおり。 

  
 

 

② 質問・提案ポイント集及び経営状況まとめシート及び財務分析により経営状況の洗

い出しと課題等の深堀り 

全国商工会連合会提供の質問提案ポイント集を活用し、経営状況を洗い出しし、経

営課題を見つける。また、併せて財務分析も行う。 



 

 （質問・提案ポイント集） 

 
（経営状況まとめシート） 

 



 

（財務分析） 

売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率等について、経済産業省の「ローカルベ

ンチマーク」等を活用する。 

（３）成果の活用 

○分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

○分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップ

に活用する。 

（４）目標 
  現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

経営分析件数  ３件  ５件  ５件  ５件  ５件  ５件 

    

 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

当商工会では、これまで金融相談時や小規模事業者持続化補助金申請時等において

事業計画策定支援を行ってきたが、小規模事業者が自主的に自らの経営発達のための

事業計画策定を支援するケースは少なかった。 

 

（２）支援に対する考え方 

今後の事業計画策定支援については、小規模事業者の経営課題解決に向け、前述の

経済動向調査や経営分析、需要動向調査等の結果を総合的に踏まえた上で、積極的な

伴走型支援により小規模事業者の持続的発展を支援する。 

また、創業予定者や事業承継予定者に対する創業計画・事業承継計画の策定支援に

ついても同様に取り組むものとする。 

なお、本件についても熊本県商工会連合会、熊本県よろず支援拠点、ミラサポ、中

小機構基盤整備機構等の専門家と連携しながら、効果的な支援を実施していく。 

また、併せて、持続化補助金の申請を契機として経営計画の策定を目指す事業者の

中から、実現可能性の高いものを選定し、事業計画の策定につなげていく。 

（３）事業内容 

事業計画の策定 

【支援対象】経営分析を行った事業者を対象とする 

【手段・手法】専門家派遣事業等を活用し、確実に事業計画の策定につなげていく。 

（４）目標 
  現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

事業計画策

定件数 

  －  ４件 ４件  ４件 ４件  ４件 

       

 

 

                                  



 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

当商工会ではこれまで事業計画策定後の実施支援については、 計画的なフォローア

ップが十分にできていなかったため、せっかく策定した事業計画が十分に活用できて

いないケースが散見された。今後は小規模事業者がＰＤＣＡサイクルを回しなら、計

画を磨きかけていくことのできる体制となるよう、定期的なフォローアップを行い、

事業計画の確実な実行を通して 小規模事業者の持続的発展につなげていく 。 

また、創業者や事業承継に対する計画・策定後の支援ついても同様に取り組むのと

する。 

なお、本件についても熊本県商工会連合会、熊本県よろず支援拠点、ミラサポ、中

小機構基盤整備機構等の専門家と連携しながら、効果的な支援を実施していく。 

（２）事業内容 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とし、経営指導員等が概ね四半期に一度の

頻度で巡回訪問のうえ、事業の進捗状況の確認、改善等の支援を行う。 

 

（３）目標 
  現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

フォローアッ

プ対象事業者

数 

  －  ４社  ４社  ４社  ４社  ４社 

頻度（延数）   －  １６回  １６回  １６回  １６回  １６回 

                                       

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

これまでの需要動向については、本会が保有する統計データやインターネット上で

抽出したデータを元に会員事業所等へ提供するに留まっており、新な販路開拓、新商

品開発に活かせるような消費者のニーズ・市場動向把握及び提供へつなげるまでには

至っていなかった。 

  需要動向を正確に把握することは、 新たな販路開拓や商品・サービスの開発を行

っていくうえで必要不可欠あり、企業の事業計画を策定するうえでも非常に重要な要

素であることから 、本会としては、実際に消費者がどのような商品やサービスの提

供を望んでいるのかの調査を実施し、集計・分析した結果を事業者へ提供し、商品の

ブラッシュアップや新商品・サービス開発へ提供、新たな需要・販路開拓に繋げるも

のとする。 

（２）事業内容 

当村の農産物等を活用した新商品を開発・ブラッシュアップするため、「物産館かわ

せみ」、「球泉洞」において、試食及び来場者アンケートを実施し、調査結果を分析し

た上で当該事業所にフィードバックすることで、新商品開発に資する。 

【サンプル数】来場者 50人 

【調査手段・手法】「物産館かわせみ」、「球泉洞」の来場客が増加する８月、来場者が

減少する１２月（計２回）に、来場客に店頭で試食してもらい、アンケート票へ記入

する。 



 また、毎年１１月に行われるくまもと物産フェアにおいても来場者５０名に対しアン

ケート調査を行う。 

【分析手段・手法】調査結果は、エキスパートバンク等の販路開拓等の専門家に意見を

聞き分析を行う。 

【調査項目】①味、②甘さ、③硬さ、④色、⑤大きさ、⑥価格、⑦見た目、⑨パッケー

ジ等 

【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員が事業所に直接説明する形でフィードバッ

クし、更なる改良等を行う。 

（３）目標 

  現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

調査対象

事業者数 

 ０社  ２社  ２社  ２社  ２社  ２社 

   

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 

これまでの「新たな需要開拓」に関する取り組みとして は、熊本県商工会連合会が

主催する「くまもと物産フェア」へ少数の事業者が参加するにとどまっていた。 

  今後は地区内 の地域資源を活用した食品加工業者やその他製造販売等に対し、都

市圏や地域外における取引先の発掘や新規顧客獲得による売上拡大 ・利益改善の必

要性等について十分な理解を求め、積極的に商談会や物産展への参加を促進していく

ことにより、多様な顧客のニーズにあった商品・サービスを提供発信する機会を増大

させ、地区内小規模事業者の需要開拓・新規顧客獲得へつなげていく。 

また、バイヤーとの交渉要領や陳列等の出展成果に繋がるような支援や、マスメデ

ィアへの情報発信（プレスリリース）による広域的な広告宣伝も積極的に実施する。 

 

（２）事業内容 

①くまもと物産フェア出展事業（ＢtoＣ）【継続事業のブラッシュアップ】 

商工会が「くまもと物産フェア」において１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。出展に際しては陳列方法やＰ

ＯＰの作成指導などを事前に行い、また事後は検証を行い、ＰＤＣＡサイクルを回しな

がら販路開拓を行っていく。また需要動向調査も併せて行う（上記需要動向調査参照） 

【参考】「くまもと物産フェア」は、１１月初旬に二日間にわたり開催され、県内外か

ら延約２万人が来場するイベントで、２５０程度の展示ブースがある。 

（３）目標 

  現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 
①出展事業者

数 

 １社  ２社  ２社  ３社  ３社  ３社 

売上額／社 １０万円 １１万円  １２万円  １２万円  １３万円  １４万円 

 

 

 

 



Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（１）現状と課題 

これまで商工会は、地区内の最大のイベントである「日本一の大鮎釣り選手権大会」

の中心的な実施機関 (事務局)として、村行政、森林組合、農協、漁協等と連携し実施

してきており、このことは地域のにぎわい創出に加え、地元関係機との連携強化や協

働意識醸成につながっている。 

  今後も上記のにぎわい創出事業へ取り組みは継続しつつも、地域経済活性化に資す

る新たな取り組みとして「地域資源の普及促進」に向けた施策を実施していき、地域 

経済活性化、及び地域の小規模事業者が事業を持続的に発展させるための良好な環境

を整備する。 

（２）事業内容 

①「球磨村地域活性化協議会（仮称）」の開催 

観光客の誘致による観光産業の活性化、地域資源の活用による６次産業化など、球

磨村の活性化等を協議するため、球磨村役場企画振興課、球磨村観光協会、森林組合、

農協などの関係者が一同に参画する協議会の開催を目指し、当商工会としては、地域

経済活性化の中心的な役割として使命を果たしていく。 

 

②日本一の大鮎釣り選手権大会事業 

8月下旬に球磨川にて開催される日本一の鮎釣り大会であり、日本全国から参加さ

れる。地元特産品の購入や宿泊施設の利用等があり、地域経済への波及効果がある。 

                                         

 

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り組み 

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 

地域の小規模事業者に係る景況状況や需要動向、支援ノウハウ等について定期的に

連携する場を設け、行政、金融機関、他の支援機関等と緊密に情報交換を行うことに

より、支援ノウハウの向上に努めていく。 

（２）事業内容 

①人吉球磨地区商工連絡協議会への出席（年 回） 

 人吉球磨地区にある商工会（９商工会）人吉商工会議所で構成する協議会を定期的に

開催し、同じ商工会組織としての課題や対策、ノウハウ等の情報・意見交換を行うこと

により、経営支援能力の向上を図る。また連携した観光事業も行う。 

 

②下球磨地区４商工会広域連携の実施 

下球磨地区（球磨村・山江村・相良村・五木村）商工会で広域連携を組んでおり、定

期的な会議の実施やセミナーを開催し、商工会としての課題や対策、ノウハウ等の情

報・意見交換を行うことにより、支援ノウハウの向上に努めていく。 

 

③金融懇談会の実施（広域連携事業） 

日本政策金融公庫八代支店と連携し、一日公庫と金融懇談会を開催し、専門的な金融支

援の手法や金融に係る経営改善支援の際の事例研究などの情報交換を通じ、金融支援の

ノウハウの向上を図る。 



 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

当商工会の現在の職員数は３名（経営指導員１名、経営支援員２名）であり慢性的

にマンパワーが足りていない。 

そのような体制下、小規模事業者からの経営支援に係る相談ついては、経営指導員

のみならず経営支援員も含めた全職員が資質向上に努めることが必要である。 

また、求められるレベルについては従来の経営指導に必要な能力に加え、新に小規

模事業者の利益確保資する支援ノウハウの習得を実現するレベルまでが求められるこ

とから、本件の実施に際しては各職員の現在の能力を検証したうえで、不足している

部分を補うことのできるような取り組み内容とする。 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

経営指導員及び経営支援員の支援能力の一層の向上のため、熊本県商工会連合会主

催の「基本能力研修（一般・専門コース）」や中小企業大学校人吉校「事業計画策定セ

ミナー」等に対し、計画的に経営指導員等を派遣する。また、不足する能力を補うた

め、経営分析手法等の講習会を自主開催し、支援能力の向上に努める。 

②ＯＪＴ制度の導入 

経営指導員と経営支援員とがチームを組成し、巡回指導や窓口相談の機会を活用し

たＯＪＴを積極的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 

③ 職員間の定期ミーティングの開催 

経営指導員研修会等へ出席した経営指導員が順番で講師を務め、経営支援の基礎か

ら話の引出し術に至るまで、定期的なミーティング（月 2回、年間 24回）を開催し意

見交換等を行うことで、職員の支援能力の向上を図る。 

④ データベース化 

担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小

規模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の職員で

も一定レベル以上の対応ができるようにする。 

 



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 （年１回以上） 、本計画の事業実施状況及び成果について以下方法により

評価・検証を行う。 

① 当会の正副会長（３名）、球磨村企画振興課長、外部有識者（中小企業診断士）１名

等をメンバーとする「外部有識者協議会」を年１回開催し、経営発達支援事業の実

施状況、成果の評価・検証を行い見直し (案)を協議・決定する。 

② 当該協議会の評価結果は、理事会にフィードバックした上で、事業実施方針等に反

映させるとともに、ＨＰ、会報へ掲載（年１回）することで、地域の小規模事業者

等が常に閲覧可能な状態とする。 

 

 

 

 

 



（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 

（令和４年１月現在） 

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

〒869-6403 

熊本県球磨郡球磨村大字一勝地甲７７番地３ 

球磨村商工会 

TEL： 0966-32-1000 / FAX：0966-32-1001 

E-mail：kskuma@lime.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員 

会長 

副会長（2 名） 

理事（８名） 監事（2 名） 

事務局 

経営指導員（１名） 

経営支援員（２名） 

事務局全員で経営発達支援事業を実施する。 



（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） 

 平成 31年度 
（31 年 6 月以

降） 

平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 600 600 600 600 600 

 旅費 100 100 100 100 100 

印刷費 50 50 50 50 50 

調査費 300 300 300 300 300 

セミナー

開催費 

100 100 100 100 100 

会議費 50 50 50 50 50 

 

 

調達方法 

会費収入、県補助金、村補助金、事業委託費、手数料収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（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 球磨村（住所：熊本県球磨郡球磨村渡丙１７３０番地  電話：0966-32-1111） 

【地域活性化事業】 

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：笠愛一郎 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 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 ） 

専門家の情報提供や派遣等で連携 

【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】 

④熊本県事業引き継ぎ支援センター（住所：熊本県熊本市中央区紺屋町１０ 電話：

096-311-5030） 

【Ｍ＆Ａ、事業承継等】 

⑤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】【支援能力向上事業】 

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 

⑥日本政策金融公庫八代支店（支店長：神川秀夫 住所：熊本県八代市出町 4-17 電話：

0965-32-5195） 

【金融支援事業】 

⑦球磨村森林組合（組合長：大岩精一 住所：熊本県球磨郡球磨村神瀬 1130番地 電話：

0966-34-0211） 

【地域活性化事業】 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

（連携体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

熊本県商工会連合会 

球磨村商工会 

球磨村 

【地域活性化事業】 

熊本県よろず支援拠点 

【創業・事業承継】 

熊本県事業引き継ぎ支

援センター 

【M&A・事業承継】 

中小機構 

【販路開拓】 

日本政策金融公庫 

【金融支援】 

球磨村森林組合 

【地域活性化】 

連携 

連携 

連携 

連携 

連携 

連携 

連携・専門家派遣等 

相談 

支援 


