
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 あさぎり町商工会（法人番号：8330005007685） 

実施期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

目標 

あさぎり町商工会は、地域産業の強みや商工業の課題を踏まえ、小規

模事業者の持続的発展と経営力向上等を支援し、経営発達支援事業の効

率的な実施を図り、小規模事業者を取り巻く経営課題を克服し、中長期

的な小規模事業者の持続的発展を目指すこととする。 

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 

①課題別調査票を活用した経済動向調査  

②地域金融機関等の経済動向調査 

③地域の景況調査を通じて、業種ごとに算出して比較分析を行う 

２．経営状況の分析に関すること 

①職員が一体となり伴走型支援体制を強化した経営分析指導 

②経営分析の必要性・取り組む事業者の掘り起し 

③商品・サービスの分析、経営資源、財務分析を実施、専門家の活用 

３．事業計画策定支援に関すること 

①分析結果等に基づいた事業計画策定支援、創業計画策定支援 

②営業戦略等の構築と売上計画、生産計画、資金計画等の策定支援 

③小規模事業者経営発達支援資金の積極的な活用  

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

①情報周知・巡回による事業計画、進捗状況のフォローアップ  

②第二創業、創業支援計画のフォローアップ 

③事業計画実現に向けた新たな方策等の支援 

５．需要動向調査に関すること 

①需要動向調査の実施 ②市場、消費者ニーズの情報収集分析 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①農商工連携や6次産業化による商品開発の支援 

②展示会、見本市、商談会等の支援 ③商品等の情報提供支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

① 当地域のイベントへの積極的な参加協力を推進する。 

② 商品券発行事業を継続して実施、商品開発、販売促進事業の展開 

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為の取組み 

① 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 

② 経営指導員等の資質向上に関すること 

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 

連絡先 

あさぎり町商工会 

担当：経営指導員：西邨 純 

〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1736-1 

TEL 0966-45-0969   FAX 0966-45-4925 

URL  http://www.kumashoko.or.jp/asagiri/ 

E-mail  asagirishoko@luck.ocn.ne.jp 

 

http://www.kumashoko.or.jp/asagiri/
mailto:asagirishoko@luck.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 

 

１、あさぎり町の概要 

あさぎり町は熊本県南部、球磨盆地の中央に位置し、南は宮崎県えびの市と小林市、

西は錦町、北は相良村に接している。また、町の面積は159.49㎢で、南北22.5km、東西

11.2km の楕円のような形状をしている。 

地形的には球磨川が中央部を流れる平地部分と、これを囲む白髪岳、黒原山などの山

間地域からなり、地目別土地利用の状況は約19％が農用地、約66%が森林となっており、

町内を日本三急流のひとつに数えられている球磨川、国道219号、くま川鉄道が東西に

走っている。 

地勢は、盆地の中央部分を縦割りにする形で町の北と南側が山間部となっており、両

側から流れ込む球磨川の支流に沿った形で緩やかな平地を形成している。 

 

 
 

平成１５年４月１日に旧熊本県球磨郡上村、免田町、岡原村、須恵村及び深田村の中

球磨５か町村の合併により発足した新しい町である。 

商工会においても、上村を管轄する上村商工会、免田町、岡原村、須恵村及び深田村

を管轄する免田地区商工会が町村合併と同時に同年に合併設立した。 

平成27年の国勢調査による本町の人口は16,037 人となっている。昭和55年から平成

27年までの35 年間で3,487人減少し、この間の人口増加率は－17.8％にも及んでいる。 

また、現在のペースで推移した場合、平成32年には15,300人を割り込むものと予想さ

れている。また、現在の状況のまま人口等が推移した場合、平成32年には総人口に占め

る高齢者の割合は36.4％になるものと予想されている。 
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あさぎり町の総人口及び高齢者人口の推移と将来推計 

 
 

２、あさぎり町の産業構造・産業特性 

（１）産業構造・産業特性 

町の商工業者の業種構成データ及び産業別就業人口・生産額データをみると、業種別

に事業所数では、卸売・小売業が最も多く全産業事業所数の約32%、2位が、建設業14%、

3位が飲食業・宿泊業約11%、4位がサービス業10%、5位が製造業9.6%となっており、ほ

とんどの事業者が、主にあさぎり町及び近隣の住民を対象とした生活支援型の産業とな

っている。 

町内の小規模事業者の割合は、全商工業者の84％と高い比率を示しており、従業員1

～4人の事業所が全体の約60％、9人以下では全体の3／4以上を占めている。 

産業地域特性として、合併前の5つの町村のうち、当町の中心となっている旧免田町

に全体の50%強の産業が集中している。また工業については、旧上村と旧免田町に集中

しており、背後の広大な山林を抱えていることより製材業が中となっている。その他に

地域農産物の食品加工業などがある。 

また、球磨焼酎・いちご・梨・ブドウ・メロン・米・豆乳・ウコン・高菜の漬け物な

どの産品の購入、おかどめ幸福駅→岡留熊野座神社→球磨焼酎蔵見学→谷水薬師→皆越

鬼子母神→勝福寺毘沙門堂→季節の収穫体験などの地域の観光資源を巡る回遊などで

来町される観光客を対象とした宿泊や物品販売等の観光関連産業も当地の産業を構成

している。なお、商工会の組織率は50％である。 

 

商工業者の業種別内訳（平成 30年 4月 1日現在） 

計 建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食 

宿泊業 
サービス業 その他 

663 93 64 33 179 77 67 150 

100% 14.0% 9.6% 4.9% 26.9% 11.6% 10.1% 22.6% 
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小規模事業者の業種別内訳 (社) 

計 建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食 

 宿泊業 
サービス業 その他 

553 82 55 22 143 71 49 131 

100% 14.8% 9.9% 3.9% 25.8% 12.8% 8.8% 23.6% 

資料：全国商工会連合会 平成 29年度商工業実態調査より 

 

（２）産業別人口（就業構造）の動向 

総就業者に対する第一次産業の割合は県平均の10.5％を大きく上回る22,8％で、本町

における農林業の果たす役割は大きいものがある。また、第一次産業の就業者の割合は、

昭和55年には38.6％であったが、平成27年には22,8％にまで減少した。 

第二次産業の就業者は減少向を示しており、平成27年では22.5％となっている。一方、

第三次産業の就業者は直近ではやや減少がみられるが、最近は年々増加傾向にあり、平

成27年では54.4％と半数以上を占めるようになった。なお、総就業者は減少傾向にある。 

就業人口(人) 

調査年 平成27年 平成22年 平成17年 昭和60年 昭和55年 

就業者数 7,797 8,193  8,729  9,902   10,047    

第一次産業 1,778 1,966 2,129 3,431 3,878 

第二次産業 1,760 1,812 2,138 2,814 2,599 

第三次産業 4,245 4,400 4,462 3,653 3,569 

分類不能 14 15 0 4 1 

 

（３）あさぎり町の産業の現状と課題 

あさぎり町の産業である、①農林業（第一次産業）、②生活支援を行う卸・小売業・

サービス業・建設業等、③観光関連産業である宿泊業と土産品の卸・小売業・製造業、

観光客向けの飲食業・サービス業について以下に示します。 

 

① 農林業（第一次産業） 

■農業 

あさぎり町の農業産は、耕種農業の割合は、51.6%、畜産農業の割合は47.8%となってお

り、農業産出額864,000万円で見たあさぎり町の農業は、耕種農業と畜産農業の両方で

バランスよく構成されている。耕種農業において、農業産出額の割合が高く、強みとな

っているのは「野菜」となっており、あさぎり町の耕種農業の農業産出額全体の33.6%

を占め、次に工芸農作物、米となっている。畜産農業は肉用牛と乳用牛が大半を占めて

いる。 

専兼業別農家数（販売農家） 

調査年 平成27年 平成22年 平成17年 昭和60年 

総世帯数 5,298  5,415  5,434  5,079  

農家数 788 954 1,127 1,997 

専業 338 373 355 562 

兼業 450 581 772 1,435 
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経営耕地面積（単位：アール） 

調査年 平成27年 平成22年 平成17年 昭和60年 

総面積 282,600  258,347  270,249  298,016  

田 244,200  216,756  229,846  247,944  

畑 30,500  32,593  30,531  38,271  

樹園地 7,900  8,998 9,872 11,801 

 

■林業 

森林率は66％で、民有林が約80％を占め、戦後植栽されたスギ、ヒノキが中心で統治

が属する球磨郡は県内の他地域と比較してヒノキの割合が高い地域となっている。当町

を含む球磨郡においては木材業58社、製材業32社あり、木材関連事業が多い地域である。 

また林産品である筍やシイタケなども特産品となっている。 

森林面積（単位：ha） 

民有林 
国有林 合計 

人工林 天然林 竹林 その他 総数 

5,345  2,617 102 127 8,191 2,344 10,535 

 

② 生活支援産業 

■商業等（卸・小売業・サービス業・飲食業等） 

あさぎり町の商業は主に町内を商圏とし、全体の事業者数の53％、就業者数の66％、

売上高の66％を占める旧免田町商業、そのなかでもあさぎり駅前の事業者で形成されて

いる任意団体である「免田駅前振興会」(会員15名）を中心として栄えてきた。 

また、国道219号線沿いに立地している小売・飲食店をはじめ建設業や自動車整備業

などのサービス業も一定数あり町民の生活を支えている。 

■製造業（食品加工業・酒造業・製材業等） 

野菜・果樹や筍・椎茸等を原料とした食品加工業や農産物ブランド化している球磨焼

酎の酒造業、更に地元のすぎ・ヒノキの製材業等があるが、事業者数が減少傾向にある。 

 

工業 （製造） 事業所数等 

 Ｈ26 Ｈ25 Ｈ24 Ｈ23 Ｈ22 
事業所数 34 37 39 39 39 

従業者数（人） 652 627 925 875 925 

製造品出荷額 （万円） 983,801 1,004,332 899,370 946,895 899,370 

付加価値額 （万円） 296,653 336,096 299,425 299,425 381,195 

 

③ 観光関連産業（宿泊業・お土産品等の加工販売業・観光客向けサービス業等） 

■観光客やビジネス客を対象とした４件の宿泊業がある。                         

さらに、特産品であるお土産品・贈答用品としての「あさぎり町推奨商品」の認定制

度があり、町の産業振興拠点として物産館等を運営する地域商社的な「(有)あさぎり町

ふるさと振興社」を中心として、地場産品の販売や農商工連携・６次産業化などによる

特産品開発の取り組みがなされている。 
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【課題】 

①農林業（第一次産業）関連 

これまでも商工会会員により、地域資源を活用した特産品の開発及びメニューとして

の提供や新たな販路開拓事業に取り組んできたが、顧客ターゲットに合わせた商品開発

が十分に出来ていないため、販売促進につながっていない状況である。 

これまでの取り組みを調査・分析し、改めて農林業と食品製造・販売業が連携した農

商工連携・６次産業化などの更なる取り組みが求められている。 

 

②生活支援産業関連 

インターネットの普及や消費者ニーズへの対応の遅れ等から町外の商圏へ流出して

おり、また周辺地域への大規模小売店舗進出により競合が激化しており、中心市街地の

小規模店舗は、後継者不足と高齢化により、商店数の減少や空き店舗が増加するなど、

活気が失われている。 

消費の流出防止対策として、中心市街地を核として、積極的な情報発信、空き店舗の

活用支援、担い手の育成、環境整備が求められている。 

更に、地場産業の振興については、これまでの商品開発や販売促進の取り組みを踏ま

えて、大量な販売が期待できる都市部で好まれる商品への改良をはじめ、農林商工連携

による新たな商品開発や、販路を開拓することが求められている。 

 

③観光関連産業関連 

球磨焼酎・いちご・梨・ブドウ・メロン・米・豆乳・ウコン・高菜の漬け物などの産

品の付加価値化や谷水薬師、臼太鼓踊り・虎踊り・棒おどりなどの地域の文化などの地

域資源を活かした観光商品の開発と現有の特産品などのブラッシュアップによる地域

ブランド力の強化や地域セールスなどの観光関連産業の連携による更なる取り組みが

求められている。 

 
（４）創業・廃業の状況 

近年の創業状況は、平成28年が4件（主な業種は飲食業）で、平成27年が3件（主な業

種は飲食業）で、廃業状況は、平成28年が4件（主な業種は小売業）で、平成27年が9件

（主な業種は建設業）で、主な廃業理由として後継者不足等があげられる。 

 

 
３、あさぎり町総合計画における産業振興関連施策の概要 

平成２５年度～平成３４年度の１０年計画として制定された「あさぎり町基本構想」

のうち産業振興関連の「まちづくりの基本目標」は以下の通りである。 

 

（１）産業振興関連の「まちづくりの基本目標」 

■幸せ感じる就業空間の構築 

・町の豊かな自然を活かした「ゆとりと魅力ある農業・農村」をつくるとともに、林業

や木材産業の活性化を進める。 
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・消費者ニーズに対応した商品やサービスの提供を通して生活文化を提案し、商工業が

一体となった活力あふれる産業の育成に努める。 

・個々の産業が連携しながら、町の産業全体の活性化を目指す。 

 

（２）産業振興関連の方針の「快適な商工業環境の創出」の基本目標、主要施策の概要

等 

制定された「あさぎり町総合計画」のうち産業振興関連の方針の「快適な商工業環境

の創出」の基本目標、主要施策の概要は以下の通りである。 

 

■基本方針 

商工会など関係機関と連携しながら、地場産業の育成や地域商業の活性化に取り組み 

ます。また、町の顔となる中心市街地の活性化に努める。 

 

■主要施策の概要 

（１）中心市街地・商店街の活性化 

県が進める駅前交差点改良に並行して、あさぎり駅前整備をハード、ソフト両面にわ

たり引き続き対策を実施し、新たな中心市街地活性化計画の策定を進めて、施策の展開

を検討していく。また、空き店舗の新規出店者に対して支援を行う。 

 

（２）関係団体との連携強化 

経営改善や経営意欲の醸成を図るため、商工会等と連携しながら、研修会、交流会の

開催、各種支援情報の提供、町内での消費購買拡大のための施策を展開し、商工業の活

性化と後継者の育成確保に努める。 

 

（３）地場産業の育成強化等 

企業誘致が厳しい経済状況の下、地場産業の育成強化への取り組みを図る。農林業、

商業、観光業との連携による地域資源を活用した新商品開発、新ビジネス展開を図るた

め、情報交換等を通じたネットワークの構築を支援する。また、企業誘致を行うための

大規模な用地の確保や庁内の企業誘致体制の整備を行い、今後も積極的に企業誘致を推

進する。 

 

（４）商品開発と販路拡大 

地元にある農林畜産物を活用した加工商品の開発や、既存商品の磨き上げ事業に取り

組み、都市部で販売できる商品アイテム数及び数量を増やせるよう取り組み、販路拡大

に努める。 

 

■それぞれの取り組み 

（１）町民一人一人の取り組み 

・「地元にあるものは地元で購入する」意識をもとう。 

（２）地域や団体、事業者などの取り組み 

・販売している商品など情報を積極的に発信しよう。 

・地元の地域資源を活用した付加価値の高い商品を開発しよう。 
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（３）町の取り組み 

・快適な商店街環境づくりの支援を行いる。 

・各種イベント事業の支援を行いる。 

・空き店舗新規出店者の支援を行いる。 

・農林商工連携や6 次産業化に向けた取り組みを支援する。 

 

■目指す姿 

・あさぎり駅前の交差点改良により、買い物客などの通行の安全性も高くなり、快適な

環境となる。また、駅前広場を活用した各種イベント等を実施することにより、集客力

が高まる。 

・空き店舗活用を含めた個々の店舗、事業所が行う魅力的な店づくりを推進するため、

商工会や関係団体と連携しながら、中心市街地活性化や地場産業の育成強化等を行うこ

とにより、個店の即売力や経営基盤の強化が図られる。 

・農林畜産物を主原料とした商品開発や、販売チャネルの共有化等により、全国的にも

少しずつ販路が広がり、販売収益が伸びている事業所が増え、地元でも新たな雇用の場

につながる。 

 

４、商工会取り組みの現状と課題 

【現状】 

商工会では、小規模事業者の経営改善普及事業として、税務指導（記帳代行、確定申

告等）、金融相談（各種制度資金の斡旋）、労務指導（労働保険の事務代行）、共済制

度（各種共済制度、退職金制度、各種保険制度）、青年部・女性部の指導、地域振興事

業として各種イベントの開催など、今までは、対処的指導となっていた。 

また、全国展開事業など当商工会のこれまでの取り組みにおいて、地域資源を活用し

た体験メニューや特産品の開発及び既存商品のブラッシュアップ、それらの新たな販路

開拓の支援を行ってきましたが、関連事業者の収益増につながっているとは言えない状

況である。 

 

【課題】 

小規模事業者の持続的発展のためにも、今までの対処的指導中心から、今後は経営発

達支援事業を展開し、会員をはじめとする地域の小規模事業者が、事業の継続、成長・

発展を図ることができるよう支援を充実させるとともに、地域創生の一翼を担う地域の

中核的存在として商工会も変革する必要がある。 

そのためにも、あさぎり町や町の産業振興拠点として物産館等を運営する地域商社的

な「(有)あさぎり町ふるさと振興社」をはじめ関係機関と連携しながら、管内の小規模

事業者への経営支援サービスの充実や育成指導、地域経済の活性化への取り組みが求め

られている。 

 
５、地域の産業振興と地域経済活性化等に関する分析と戦略検討 

（１）強み・弱みと事業環境の機会の整理 

上記の地域特性、産業特性・産業構造等、地域の企業経営及び地域経営の状況をふま

えて地域の産業振興と地域経済活性化等に関する強み・弱みとインフラ整備、産業振興
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施策等、経営環境の状況から事業環境の機会を整理すると以下の通りである。 

 

[強み] 

・主に町内を商圏として、主に国道219号沿線及び旧免田町のあさぎり駅前商店街に商

業集積があり、行政による駅前交差点改良や駅前整備などの整備が進められている。 

・第一次産業の就業者は減少傾向であるが、県内の他地域に比べて多く本町における

農林業の果たす役割は大きい。 

・６次産業化の取組み拠点である「熊本県アグリビジネスセンター」が県南にあり、

連携による地域特産品の付加価値化を図る取組み事業者がある。 

・物産館等を運営する地域商社的な「(有)あさぎり町ふるさと振興社」がある。 

・球磨地域の特産品であり地域ブランドである球磨焼酎の酒造業がある。 

・商工会青年部活動が活発である。 

[弱み] 

・近隣地域に大型SCがあり、購買の町外流出が増加傾向にある。 

・道路網は整備されているが公共交通機関が幹線道路沿いのみで交通利便性が低い。 

・特産加工品、ご当地グルメが少ない。  

・連携不足などにより地域資源が活かされていない。 

[機会] 

・農林業、商業、観光業との連携による地域資源を活用した新商品開発、新ビジネス

展開を図るため、情報交換等を通じたネットワークの構築及び加工商品の開発や販

路拡大を目指す町行政の計画がある。 

・農産物の付加価値化等を推進・支援する熊本県の県南フードバレー構想がある。 

・企業誘致を行うための大規模な用地の確保や企業誘致体制の整備など積極的な企業

誘致を推進する町行政の計画がある。 

・あさぎり駅前整備や新たな中心市街地活性化計画が進められている。 

・空き店舗の新規出店者支援や後継者の育成確保など、あさぎり町の商工業の活性化

施策が具体的かつ現実的である。 

[脅威] 

・県平均を4.5％、全国平均を7.1％上回り急速に少子・高齢化が進んでいる。 

 

（２）地域の産業振興戦略と経済活性化戦略 

上記の「地域の産業振興と地域経済活性化等に関する強み・弱みと事業環境の機会の

整理」から次のようなあさぎり町商工会エリアの産業振興戦略と経済活性化戦略があげ

られる。 

 

① 強みを活かした積極的産業振興戦略 

・快適な商店街環境づくりの整備に伴う、顧客ニーズに合った商店街取扱商品の開発

と顧客開拓戦略 

・創業・事業承継支援等による若手経営者・後継者の意欲を伸ばす、個別企業の企業

力にあった経営改革、人材育成戦略等による小規模事業者の経営力・企業力向上 

・熊本県の県南フードバレー構想の取り組みを活用した、農業者・ＪＡ等との農商工

連携・6 次産業化等による業種間の連携による特産品の付加価値化と販路開拓戦略
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の展開による地域ブランド力の向上 

・農林業、商業、観光業との連携による地域経済活性化戦略 

 

② 弱みを克服した堅実な産業振興戦略 

・行政や地域内各種団体等との更なる地域内連携と地域外連携の構築戦略 

・経済動向・需要動向に沿った顧客視点での計画的・戦略的な商工振興戦略 

 

小規模事業者の持続的発展のために、今までの経営改善普及事業中心から経営発達支

援事業を展開し、会員をはじめとする地域の小規模事業者が、事業の継続、成長・発展

を図ることができるよう、地域の経済支援機関である商工会として以下の「中長期的な

産業振興のあり方」及びそれを踏まえた「経営発達支援事業の目標」「目標の達成へ向

けた取り組み方針」を設定する。 

 

６、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加速化していく厳しい

状況が見込まれる当町において、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、事業者の減少の歯止め及び増加す

ること」により、町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きて

いる。 

さらに、「あさぎり町総合計画」では、農林産業の６次産業化･ブランド化や観光資源

の発掘・活用取組みや仕掛けづくりなどが示されており、これらの取り組みにより、地

域生活支援や経済交流の機会獲得・販路拡大へつなげ、地域循環経済の活性化及び外貨

獲得や誘客を強化し、地域経済の振興を図る。 

そのためにも、当町の課題としてあげた「連携不足などにより地域資源が活かされて

いない」の課題解決策として、今後はあさぎり町当局とも強力に連携し、更なる町民の

生活安定化・定住化支援や観光客の誘客等による外貨獲得へつなげ、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、また「地域の産業振興と地域経済活性化等に関する方向検討」

などから、当町における向こう１０年を見据えた小規模事業者の中長期的な振興発展を

促進するには、下記の取り組みにより、「小規模事業者の経営力向上」と「地域ブラン

ド力の向上」を図ることが重要と言える。 

 

① 「小規模事業者の持続的発展の基盤づくりの促進」（個店の企業力・経営力強化） 

② 地域資源の活用」（商店街等の活性化、観光資源の活用等による地域ブランド 

力の向上） 

③「創業・事業承継支援」（地域産業の育成・持続化による地域活性化） 

 

７、経営発達支援事業の目標 

上記の中長期的な振興のあり方を念頭に、「地域の産業振興と地域経済活性化等に関

する方向検討」などの結果から、小規模事業者の持続的発展のために、今までの対処的

指導中心から経営発達支援事業を展開する。 
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事業展開において、会員をはじめとする地域の小規模事業者が、事業の継続、成長・

発展を図ることができるよう、町行政がすすめる中長期的な産業振興のあり方を踏まえ

て、「小規模事業者の経営力向上」と「地域ブランド力の向上」を図る中長期的な振興

のあり方を基本理念として、個店の企業力・経営力等強化の支援による地域小規模事業

者の持続的な発展の基盤づくりを促進し、もって地域資源を活用した地域産業の振興を

図ることにより地域活性化に取り組み、活力に満ちた地域を創造することを目的とし、

地域の経済支援機関である商工会として以下の目標を設定する。 

 

【定量目標】 

商店街等の活性化等による地域ブランド力向上の基盤である地域小規模事業者の 

経営力向上を図るため、生活支援産業及び観光関連産業の地域小規模事業者の経営基盤

となる経営状況分析とそれに基づく経営計画作成支援件数として、5年間で100事業者を

目指す。 

 

【定性的目標】 

（１）伴走型による個別支援強化により、小規模事業者の経営力向上と需要開拓・販

売促進への支援を強力に推進する。 

（２）生活支援を推進するため、商店街など買物集積地の活性化を支援する 

（３）農商工連携・6次化産業化等、差別化。ブランド化が図れる地域特産品の商品力

向上と顧客開拓等の支援による、観光関連事業者の企業力強化支援を推進する。 

（４）地域産業の育成・持続化を目指し、これまでの創業支援に加えて、第二創業及

び事業承継支援による小規模事業者の持続経営支援を推進する。 

（５）地域産業振興の更なる発展を目指して、地域の各種団体との連携及び施策連携

強化による地域ブランド力の向上支援を推進する。    

 
８、目標の達成へ向けた取り組み方針 

以上の「小規模事業者の経営力向上」と「地域ブランド力の向上」を目指した目標を

達成するため、経営発達支援事業において、当地域における小規模事業者を伴走型によ

り支援し地域経済の活性化を図る取組みにおいて、「地域の産業振興と地域経済活性化

等に関する方向検討」などを踏まえて、次のような方針を設定する。 

なお、以下に示す「経営力向上と販売促進」、「観光関連産業の顧客開拓等」「創業及

び事業承継」支援等に際しては、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。 また、熊本県商工会連合会・地域金融機関・その他支援機

関と連携し、より万全な支援体制とする。  
（※）ＰＤＣＡサイクル：Ｐ(Plan 計画)・Ｄ(Do 実行)・Ｃ(C heck 評価)・Ａ(Action 改善)の手順      

 

（方針１）小規模事業者の経営力向上と販売促進の支援の実施 

  小規模事業者の持続的発展のため、個店の経営力・管理力・企業力強化支援、観光客

への取り込み強化支援などの課題解決を目指す取組方針等に示す、個別企業の販売力向

上、販路開拓等を目指した経営計画作成と実施等について伴走型の支援を実施する。 

もって、土産品加工販売業等、更に生活支援産業である小売・サービス業や飲食業、
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製材業、建設業などの持続的な経営力発達につなげる。 

 

（方針２）生活支援を推進するため商店街など買物集積地の活性化支援の実施 

商店街等を構成する商業・サービス業や建設業など個人事業者の経営課題と重複する

点が多いが、任意団体である「免田駅前振興会」を中心とした、観光客に対応した販売

促進・商品開発、回遊の仕掛けづくり、集客イベント企画・実施や空き店舗の新規出店

者に対する支援などによる課題解決を目指す取組方針等に示す集積する商店街にぎわ

い創出など商店街等振興策の推進とともに総合的なまちづくり支援を地域内の各種団

体等と連携して行う。 

 

（方針３）ブランド化等を目指す地域特産品の商品力向上と顧客開拓等の支援の実施   

当町の外貨獲得である観光産業、とりわけ土産物加工販売業に対し、関係諸機関（全

国商工会連合会、熊本県商工会連合会、熊本県、あさぎり町、(有)あさぎり町ふるさと

振興社、地元農協等）と連携を図り、観光客誘致及び農商工連携・６次産業化による商

品開発・加工・販売において、あさぎり町の観光資源や農産物等の強みを活かしたブラ

ンド化をすすめる。 

ブランド化に関しては、町内製造業者や流通小売業者や(有)あさぎり町ふるさと振興

社などに対して商品開発並びに販路開拓等を支援することにより、関連の小規模事業者

の持続的な経営力発達につなげる。 

 

（方針４）地域産業の育成・持続化を目指す創業及び事業承継支援の実施     

  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歯止めをかけるために、創業及び事業承継支援

を推進し、もって地域産業の担い手を育成する。  

創業支援の内容については、幅広い職種での創業希望者の掘り起しと、町の豊富な農

産物に付加価値を付けた商品開発を行う創業者の育成、発掘に重点をおいて取り組むと

共に、創業計画策定から経営が軌道に乗るまでワンストップ相談窓口を整備活用し、更

に本会が参画しているネットワークを積極的に駆使し、有効な補助制度、融資制度など

も活用し、PDCAサイクルに基づき一貫支援を実施する。 

また、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、事業縮小・廃業を選

択するケースもあるが、税理士・中小企業診断士などの専門家と連携しながら、第二創

業、後継者の育成など事業承継を円滑に行うための計画作成や手続き等について支援を

実施し、廃業・倒産数の抑止につなげる。 
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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・後】 

【現状と課題】 

これまで、景気動向関連情報については、全国商工会連合会、日本政策金融公庫、熊

本県信用保証協会等から定期的に情報収集していたが、経営指導員等の会員支援用の商

工会内部情報に止まっていた。 

また、地域の小規模事業者への経済動向関連情報については、３年に１回「会員実態

調査アンケート」を実施してきたが、商工会員が対象で回収率が低く、また巡回時のヒ

アリングにより一部聞き取りをして把握しているが限定的なものであった。また、漠然

とした聞き取りにより支援に活用できる情報となっていなかった。 

情報提供については、資料としての提供のみであったため活用されていないことが課

題としてあった。 

課題として、経済・経営の動向調査を定期的に行っていたにもかかわらず、必要な情

報は相談がある都度調査しており、戦略的・計画的な経営分析や経営計画作成等に必要

な小規模事業者ニーズに合った活用できる情報収集と情報提供があげられる。 

 

【課題に対する取り組み】 

今後は、調査項目の標準化や分析方法の高度化を図り、小規模事業者にとってわかり

やすい内容で地区内の経済動向の調査を小規模事業者に向け実態調査ヒアリングを実

施し、今後の事業展開における経営状況の分析や事業計画の策定等を行っていくうえで

の経営力向上のための基礎資料として、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。 

 

【事業の内容】 

将来性などの経営分析や中期の経営計画の作成等に必要な小規模事業者ニーズに合

った活用できる情報収集と情報の提供を行う。 

（１）行政による統計データの収集・分析 

中小企業白書、総務省統計局（個人企業経済調査）、熊本県統計月報（労働・賃金・建

築・商業・金融）、職業安定業務月報（熊本労働局職業安定部）等から定期的に「業種・

地域別の経済動向」「売上額」「仕入れ単価」「採算」「資金繰り」 「業況」「事業

所数動態」「人手過不足」などに関する主に広域的な景気動向関連情報を収集・整理・

分析を行う。  

  

（２）民間、各種団体の情報誌等からのデータ・情報の収集・分析（情報） 
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外部団体の調査レポート（熊本県商工会連合会の景況調査、日銀の経済短観、 日本

政策金融公庫の各種調査）及び熊本県信用保証協会や地元金融機関が発行する調査月

報、農協が発行する機関誌等から、「地域の経済動向」「業種毎の業況」「消費者物価

指数」「売上・採算(利益)の動向」「設備投資の状況」などに関する主に地域的な景気

動向関連情報を収集・整理・分析を行う。 

 

（３）地域小規模事業者の実態等に関する情報の収集・分析 

巡回や相談窓口における会員企業等地域の商業・サービス業、観光業・飲食業、６次

産業、製造業（工業）・建設業（土木・建築業）等の生活支援産業・観光関連産業の小

規模事業者からのヒアリング等により「業種別の経済動向」「売上額」「仕入れ単価」

「採算」「資金繰り」「業況」「人手過不足」などに関する支援対象事業者関連情報を

収集・整理・分析を行う。 

 

（４）収集・整理・分析した経済動向調査結果の活用 

調査により得られた情報データはカルテ等に綴込み、情報共有ができるようにし、巡

回訪問時や本会ホームページ等を通じて情報発信を行い、併せて個社に対しデータの活

用方法等の提案を行うとともに、創業・事業承継予定事業者等も含めた経営状況分析や

経営計画作成など今後の経営支援における取組みに活用する。 

 

【経済動向調査についての数値目標】 

支援内容    現状   31 年度   32 年度  33 年度  34 年度  35年度  

ヒアリング調査    0社    10社    10社   15社    15社   15社   
小規模事業者数 

経済動向情報収集回数  0回    1回    1回   1 回   1 回   1 回 

 

【期待する効果】 

上記事業を行うことで、継続的に地域の経済動向を把握し情報を提供することによ

り、地域経済・地域社会の変化が把握でき、情報提供を受けた事業者は、地域の経済動

向を考慮した経営の実践が可能となる。 

併せて、重要な基礎情報の整理をすることで、経営分析や事業計画策定において、小

規模事業者の機会や脅威を捉え、それぞれの経営資源にあわせた事業の方向性を確認、

判断し的確な経営支援ができるようになるとともに、創業・事業承継予定事業者に対す

る取組みの意思決定に重要な情報提供に活用できる。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【現状と課題】 

これまで、小規模事業者への経営分析については、税務申告支援時や金融斡旋時、融

資条件変更時・各種補助金申請時などのみの財務諸表を使った経営指標にもとづく財務

分析が中心であったため、小規模事業者の売上強化、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。 
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経営の発達には事業の持続的発展を見すえた多面的な経営分析が必要であるが、多く

の小規模事業者は経営分析の必要性の理解が弱いことより、持続的発展を目指した計画

策定への取り組みを浸透させることが課題でもある。 
 

【課題に対する取り組み】 

小規模事業者が抱える経営課題を明確に把握するためにも、財務分析だけでなく保有

する有形無形の経営資源や事業者の経営能力などの経営状況を客観的かつ多面的に分

析し把握できる取組を行う。もって、小規模事業者の売上強化、販売促進などの経営改

善につながる実施可能な取り組みの提案や具体的な事業計画ならびに行動計画の作成

支援につなげていく。 

また、経営分析を通じて地域小規模事業者の経営実態を把握することで、経営赤信号

事業者の早期発見に繋げ、事業縮小・廃業の低減にも結びつける。 

 

【事業内容】 

商業・サービス業、観光業・飲食業、６次産業、製造業（工業）・建設業（土木・建

築業）等の生活支援産業・観光関連産業の経営改善や経営革新等に意欲のある小規模事

業者や創業・事業承継予定事業者、更に金融斡旋・補助金申請事業者、記帳代行サポー

ト60事業所・確定申告指導150事業所等を対象とし、経営指導員・経営支援員の巡回・

窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて、経営状況分析の必要性の理解を促進すると

ともに、経営分析ヒアリングシートや分析手法を活用して、小規模事業者の経営状況の

分析を行う。 

具体的には、経営判断や行動の指針のための重要な情報源である決算書を基にした財

務分析等の定量分析と経営資源・経営機能やＳＷＯＴ分析、競合分析等の定性分析に分

けた項目等について、小規模事業者の経営分析を実施して問題点や課題を抽出する。 

 

（１）経営状況の分析の取組事業者の発掘 

毎年度 2 回以上実施する経営指導員の巡回・窓口相談を通じて経営分析に取り組む

小規模事業者の掘り起こしを行うと共に、創業・第二創業・事業承継等のテーマでセミ

ナーの開催等を通じて経営分析に取り組む小規模事業者の掘り起こしを行う。 

また、経営分析の必要性を知ってもらうために「財務分析セミナー、決算書の読み方

セミナー」を実施する。小規模事業者の多くが不得手としている経営分析に関する興

味・意欲を引き出し、自立的な経営判断力を養うため、基礎的な経営分析に関する個別

指導会・セミナーを、専門家（税理士・中小企業診断士等）を招聘して実施する。 

 

（２）経営分析ヒアリングシートの活用     

経営分析に必要な項目を網羅したヒアリングシートを作成し、巡回訪問時や窓口相談

時、並びにセミナー開催時等に各企業に対し、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項目としては、「会社概要(会社名、住所、事業内容等)」 「事

業内容(主たる商品、商品特徴、販売先、客層、営業活動内容等)」「収益・財 務内容(損

益計算書・貸借対照表)」等とする。  
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（３）財務分析の活用 

記帳システムによる数値入力・指数分析などによる財務分析等を行い、売上・利益等

の状況を把握し、経営上の問題点や課題を抽出するための基礎データとして過去の自社

データとの比較傾向分析や下表に示す経営指標等について分析を行い、中小企業の経営

指標(中小企業経営調査)や小企業の経営指標調査(日本政策金融公庫)等の各種指標と

の比較分析等を行い、経営状況分析の基礎データとして活用する。 

なお、帳継続指導先には｢ネットde 記帳」等による経営分析資料を速やかに提供する。 

 

＜財務分析指標＞  

①収益性 売上総利益率   ＝ 売上総利益／売上  

営業利益率    ＝ 営業利益／売上  

経常利益率    ＝ 経常利益／売上 

②効率性 売掛金回転率   ＝ 売上／売掛金  

棚卸回転率    ＝ 売上原価／棚卸資産  

買掛金回転率   ＝ 売上原価／買掛金  

総資産回転率   ＝ 売上／総資産 

③安全性 流動比率     ＝ 流動資産／流動負債   

当座比率     ＝ 当座資産／流動負債  

固定比率     ＝ 固定資産／自己資本  

自己資本比率   ＝ 自己資本／総資本 

④損益分岐点

分析 

変動費率     ＝ 売上原価／売上高  

損益分岐点売上高 ＝ 固定費／（1-変動費率） 

 

（４）ＳＷＯＴ分析等の活用      

以下に示す経営動向・需要動向の調査情報等に基づく外部経営環境情報及び財務分析

や小規模事業者への聞き取り方法で収集した内部経営環境情報をもとに下表に示すＳ

ＷＯＴ分析を実施し、内部・外部環境のプラス・マイナス要因や強み・弱みを把握する

ことにより、「強みを活かし機会を 勝ち取るための施策」や「弱みから最悪のシナリ

オを避けるためのリスク管理」 などを内容とした事業計画策定支援へとつなげる。 

① 経営資源や経営機能の強み・弱み等内部経営環境 

② 経営動向・需要動向の調査情報や競合状況等外部経営環境 

<ＳＷＯＴ分析>   

  プラス要因 マイナス要因 

内部経営

環境 

強み：自社の持つ強みや長 所

などプラス要因 

弱み：自社の持つ弱みや短所 などマ

イナス要因 

外部経営

環境 

機会：チャンスになるような

事項などプラス要因 

脅威 ：自社が不利になるマイナス要

因 
 
 

（５） 経営分析の実施 

上記の財務分析やＳＷＯＴ分析等は、商業・サービス業、観光業・飲食業、６次産業、

製造業（工業）・建設業（土木・建築業）等の生活支援産業・観光関連産業を対象に経
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営支援員及び経営指導員が行うが、専門的な知識を必要とする課題等については連携機

関（熊本県商工会連合会等）の実施する専門家派遣事業の利用や「ミラサポ」「よろず

相談拠点」等のコーディネーター等との連携を活用する。 

 

（６）経営分析結果の活用 

経営状況分析の結果に基づき、経営上の問題点や課題を抽出することにより、各小規

模事業者にフィードバックし気づきを促すとともに、経営課題解決のための事業計画の

作成などの支援に活かしていく。 

 

【経営分析についての数値目標】 

支援内容      現状   31年度  32年度  33年度  34年度  35年度 

経営分析セミナー回数  1回    1回    1回   1回   1回   1回  

経営分析セミナー   15社  20社   20社   25社  30社   35社    
参加事業者数   

経営分析目標件数    8件   10件   15件   20件  25件   30件 

 

【期待する効果】 

小規模事業者の業種ごとの特性を踏まえた経営状況分析の結果に基づき、経営上の問

題点や課題の抽出、経営課題解決のための改善策の検討、事業計画の作成などについて、

各小規模事業者の認識のもとニーズにあった支援を具体的に進めることが可能となり、

経営指導員・支援員の巡回・窓口相談等で小規模事業者の持続的発展を目指して継続的

に支援していくことがより可能になる。 

 

 

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、小規模事業者への事業計画書策定については、融資申込時や補助金・助

成金申請時に経営指導員主導で作成したものが多く、小規模事業者が自主的に自らの経

営改善や経営革新のための事業計画策定を支援するケースは少なく、そのため実行可能

性が低い計画であった点が課題としてある。 

 

【課題に対する取り組み】 

今後の事業計画策定支援については、経営分析や需要動向調査等の結果を踏まえ、事

業者が経営課題を克服するための事業計画の策定において、自主的に自らで作成できる

よう、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。  

 

【事業内容】 

（１）支援対象者の掘り起し 

事業計画の策定に関するセミナーを開催し計画策定を目指す小規模事業者や創業・事
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業承継予定事業者等の掘り起しを行う。 

セミナーについては事業計画策定に必要な基礎知識の習得を目的に、経営指導員、専

門家（税理士、中小企業診断士）を招聘して実施する。 

また、巡回指導時や窓口における小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事業

計画策定の必要性等を説明し、事業計画策定目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

特に、創業予定者や事業承継予定者に対しては、本会ホームページや、地域関係機関

で組織する「産学官金」連携の創業サポート団体のホームページ、及びちらしによる周

知等により、地域内の創業予定者や事業承継予定者を募集し、創業や事業承継の考えや

方向性を踏まえ、関係機関と連携しながら、創業計画や事業承継計画の策定支援を行う。 

 

（２）事業計画策定支援 

前項目の「経営状況の分析」において経営分析を実施した事業者等に対し、事業計画

の必要性や考え方・ノウハウ等を理解させ、計画策定の重要性について認識してもらい、

計画策定への意識付けを行う。 

事業計画の策定支援に当たっては、下に示すように市場調査情報等や個社別の経営状

況の分析結果を踏まえ、経営上の今後の目標を明確にしたうえで、自社の強み・弱み分

析等に基づく課題を整理し、長期的な視点に立って実態に即して実効性のある事業計画

策定支援を行う。 

① 分析結果等に基づいた事業計画策定支援 

② 営業戦略・生産戦略・資本戦略等の構築と売上計画・生産計画・資金計画、収支計

画等の策定支援 

③ 短期事業計画、中期事業計画策定支援 

 

なお事業計画策定支援に当たっては、事業計画書策定に意欲がある小規模事業者を対

象として個別相談会等を実施し、個々の事業者と一緒になった伴走型の個別指導を中心

として行う。個別指導の際には担当職員も同席し伴走型の支援を行う。 

 

【事業計画策定支援についての目標】 

支援内容    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   8件   10件    15件   20件   25件    30件 

事業計画セミナー件数 1回   1回   1回    1回   1回    1回 

事業計画セミナー   10件  20件    20件   25件   30件    35件   
参加事業者数 

個別相談会利用者数  10人   20人    20人   25人   30人   35人 

 

【期待する効果】 

小規模事業者にとって、短期・中期の売上計画・生産計画・資金計画、収支計画等の

事業計画を策定することにより、経営方針・目標等の明確化による金融機関等からの信

用力の向上や、計画に基づき実状に合わせた伴走型支援を行うことで、経営力の向上を

図り、持続的な経営発達を支援することができる。 

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より、地
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域の事業者の増加、廃業の防止などによる地域産業の活性化に貢献することができる。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②・後】 

【現状と課題】 

これまでは、金融機関の融資申請と公的補助事業への申請時に支援した経営計画の策

定後のフォローアップ支援を、計画的に十分に行ってきたとは言えず、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ていた。 

また、新規創業者に対しても、開業後のフォローアップとして、特に重点的に巡回訪

問をおこなっていたとは言えない。 

 

【課題に対する取り組み】 

小規模事業者にとって、事業計画策定後の計画と実績との比較による進捗管理やその

後の対策・見直し等による計画実現に向け、ＰＤＣＡサイクルを回しながら、事業計画

に磨きを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。 

当事業において、目標に掲げた重点業種の地域小規模事業者を主な対象として経営計

画の策定支援を行ったすべての事業者に対して、計画策定後の実施支援を行うことによ

り、地域小規模事業者の経営改善等の実現、経営力向上の達成を目指す。 

また、創業者や事業承継者に対する創業計画・事業承継計画策定後の支援についても

同様に取り組むものとする。 

 

【事業内容】 

（１）定期的なフォローアップの実施   

事業計画書策定を行った小規模事業者が、事業計画策定後に、四半期ごと巡回訪問に

より策定した事業計画を着実に実行するため、下に示すように進捗状況の確認を行うと

ともに、指導・助言が必要な場合には、その要因を分析し、計画の見直し・修正につい

て支援も行う。 

① 事業計画の進捗状況の把握 

② 財務管理・労務管理・営業管理などのマネージメント力の向上 

③ 事業計画実現に向けた新たな方策等の支援 

なお、２年目以降のフォローアップ頻度については、事業の進捗に応じて加減する。 

 

（２）支援体制の強化 

前述のフォローアップを実施していく中で、以下に示すフォロー体制により伴走型の

指導を強化する。 

① 専門家派遣…熊本県商工会連合会・ミラサポの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実施する。 

② 認定支援機関の活用…事業計画策定後に、国・県・町、熊本県商工会連合会・ミラ

サポ・よろず支援拠点等の行う補助事業・支援策等について、商工会の広報、巡回

指導時、ホームページ、ソーシャルメディアを活用して積極的に周知し活用を促す。 

③ 商工会広域連携の活用…隣町の「錦町商工会」との経営指導員会議を毎月１日に実

施し、数名の経営指導員・支援員でチームを作り、問題解決のための支援策を協議・
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提案しながら支援を行う。 

 

（３）各種支援策等の活用    

前述のフォローアップを実施していく中で、必要に応じ国・熊本県・熊本県商工会連

合会が行う各種の支援策を活用することにより、経営の持続的発展に係る効果のさらな

る引き上げを図るものとする。    

特に日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援資金」については、積極的に活

用していくものとする。 

また、創業後の支援については、商工会による巡回訪問により進捗管理・資金繰り・

金融・税務等の相談を重点的・個別にフォローアップを行い、併せて消費者動向の情報

提供も行うなどにより伴走型の支援を行い、新規会員加入の推進にもつなげ、専門的な

相談サービスも行う。 

 

【事業計画策定後の実施支援の目標】 

支援内容      現状   31年度  32年度  33年度   34年度  35年度  

フォローアップ対象件数  8件    10件    15件   20件   25件    30件    

フォローアップ回数(延べ) 12件   40件    60件   80件   100件   120件 

フォローアップ回数(創業) 2件   2件    3件    3件   4件    4件 

 

【期待できる効果】 

定期的なフォローアップをすることにより、事業者の事業の進捗を把握することが可

能となり、着実な取り組みによる目標達成が期待できる。 

特に、経営計画の策定支援を行ったすべての事業者に対して、計画策定後の実施支援

を行うことにより、地域小規模事業者の経営改善等の実現、経営力向上の達成が見込め

える。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

これまで、全国展開支援事業等で消費者等にアンケート調査を行ってきたが、商品開

発や販路開拓に活かせるような、消費者のニーズ・市場動向の把握及び提供へつなげる

までには至っていなかった。 

また、国・県・市による需要動向に関する各種統計等の情報では、町周辺をターゲッ

トとした商品開発や販路開拓などの需要開発・販売戦略構築、販売・売上計画策定には

不十分であることも課題として挙げられる。 

 

【課題に対する取り組み】 

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

っていくうえで必要不可欠であり、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、今後は、販売計画作成や需要開拓等を行う地域小規模事業者に関係

する需要を把握するため、重点地域等を決め、対象者や商品及び役務・サービスを絞り

込んだアンケート調査等による需要動向調査を行う。 
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調査は、バイヤーや消費者等の買い手の立場に立った調査を実施し、商品計画、販売

計画の策定及び計画を達成するための商品開発・販路開拓などの需要開発に活用し、小

規模事業者個社の持続的発展を支援する。 

 

【事業内容】 

販売計画作成や需要開拓等を行う商業・サービス業、観光業・飲食業、６次産業、製

造業（工業）・建設業（土木・建築業）等の生活支援産業・観光関連産業関連の小規模

事業者支援のための調査対象等を絞り下記の調査を重点的に行う。 

 

（１）統計データ等の需要動向調査情報の収集・分析 

事業者の取扱う商品・サービス等の需要動向について、行政情報や金融機関情報、POS 

情報や書籍・インターネット情報等を収集・整理し分析する。 

 

（２）消費者への需要動向調査の実施・分析      

経営分析を実施し、事業計画策定を目指す当該小規模事業者の顧客を対象とした消費

者アンケート調査を専用アンケート用紙により実施し、地区別、業種別、時系列で分析

する。 

展示会や商談会等での、市場（顧客）ニーズ情報の収集・分析、商圏調査・分析や顧

客満足度調査・分析等においては大学や金融機関の持つ専門的知識やシンクタンク機能

を活用し、協力を得ながら実施する、 

 

（３）収集・分析した情報の活用 

調査分析結果については、経営計画策定事業者等の新製品開発や販路開拓等の販売促

進などの需要開拓計画策定や計画の実施に活用する。 

分析結果を小規模事業者に提供することで、買い手のニーズを踏まえた「売れる商品

提供」「求められるサービス提供」等を実現し、効果的な事業計画の策定や新たな需要

の開拓につなげ、「客単価・客数の増加」「売上・利益の拡大」を図る。 

調査分析結果等で一般性があり有用と思われる情報は会報やホームページ等にも掲

載して積極的に当該小規模事業者に情報の提供・発信を行い共有化するとともに、経営

指導員が使用できる共有ファイル上で管理するなど、いつでも経営支援において使用可

能なデータとして共有管理する。 

 

【数値目標】 

事業内容      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   8件     10件    15件   20件   25件    30件 

調査回数      0回     2回    2回    2回    2回    2回 

調査結果提供数     0件     10件   10件   10件   10件   10件  

 

【期待できる効果】 

需要動向調査等により獲得した市場（顧客）ニーズ情報の分析結果を、生活支援産業・

観光関連産業関連の当該小規模事業者の商品計画、販売計画の策定及び計画を達成する
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ための商品開発・販路開拓などの需要開発に活用し、小規模事業者の売上や利益増によ

る持続的発展を支援する。 

 

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】 

【現状と課題】 

これまで、小規模事業者への独自の商品開発及び販路開拓支援は、全国展開事業等の

取り組みにおけるご当地グルメの開発や店舗紹介等のパンフレット作成など単発的な

イベントや取組が多く、話題性はあるが、販路開拓に結び付けることが出来たとは言い

難い。 

 

【課題に対する取り組み】 

需要動向調査・分析結果に基づき、特色のある商品・技術・サービス等の開発及びそ

れら開発商品の販路開拓に資するため、当地の製造業・小売業などの小規模事業者が、

行政・商工会上部団体・金融機関等が主催する展示会・見本市・商談会・物産展等の参

加に対し積極的に支援を行うとともに、ホームページ等を利用して、インターネット情

報の発信等により、小規模事業者の開発商品の広告宣伝・情報発信などの販売促進を積

極的に支援する。 

 

【事業内容】 

（１）農商工連携や6次産業化による商品開発の支援 

農業者やＪＡ、町行政の農業振興部所との連携により、熊本県の県南フードバレー構

想の取り組みを活用した商品開発を支援する。 

 

（２）展示会・見本市・商談会等への参加促進・支援強化 

全国商工会連合会の主催する「全国物産展」をはじめ支援連携団体等が関与する物産

展、見本市等の参加を支援する。更に、全国商工会連合会が主催し運営する「ニッポン

セレクト」に当該事業所の販路拡大推進商品を出品支援する。 

全国商工会連合会の主催する「むらからまちから館」、熊本県連主催の「くまもと物

産フェアー」(11月第1週2日間開催予定、出店者数240社、来場者20,000人、全体売上高

3,500万円)等のイベントへの参加・出展・開催等に対し支援する。 

事業者の出展に臨んでは、顧客獲得に効果的なパンフレット・リーフレットの 作成

要領、効果的な陳列方法、リピートにつなげる手法やアンケート実施要領、マスメディ

アへの情報発信（プレスリリース）による広域的な宣伝要領等について、専門家と連携

しながら事業者に対し支援を実施する。      

事後の支援として、アンケート分析結果の提供、商品等の改善提案、その他効果的な

販売促進方法等について支援を実施し、支援対象企業のマーケット ニーズを捉えた商

品開発力を高めつつ、情報発信力の強化にも繋げていく。 

 

（３）Web 情報の発信等 

全国商工会連合会が提供する事業者支援 Web システム「SHIFT」への登録を推進し、

ネット上に企業や商品等の情報を発信すると共に、その利活用方法等について支援す

る。 
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Web やSNS を利用した販路の開拓や商品・技術等のＰＲの方法等について、必要に応

じ連携機関の専門家を交えて指導・助言を行う。 

小規模事業者のホームページに商工会ページから積極的にリンクして、ページランク

の向上を図る。 

 

【数値目標】 

支援内容        現状   31年度  32年度  33年度  33年度  34年度 

物産展等出店事業者数   1社    4社   4社   4社   4社    4社 

物産展等売上額／社   10万円   10万円  15万円  15万円  20万円   20万円 

商談会等参加事業者数    2社    3社   3社   4社   4社    4社  

商談会等成約件数／社    0件    2件   2件   3件   3件    3件 

 

【期待できる効果】 

小規模事業者に商品・サービスを提供・発信する機会を増大させるため、商談会・展

示会・即売会の開催・アンテナショップの整備やネット販売などのＩＴ活用を通じた販

路開拓展開の支援により、新たな需要の開拓を行い、小規模事業者が売上や利益増によ

る持続的に発展する。 

 

 

Ⅱ. 地域経済の活性化に資する取組み 

 

１. 地域経済活性化事業 

【現状と課題】 

（１）現在のハード型取組 

熊本県で、あさぎり駅前交差点改良工事の計画を進めており、それに並行して中心市

街地活性化事業を実施して、拡幅に伴う店舗移転者の移転先の確保及び新しい商店街の

形成のための整備を進めようとしている。 

あさぎり町総合計画では、町の顔としてふさわしい商店街の再編成（中心市街地）と

いうことで、中心市街地の活性化を図るために、商業の活性化と市街地の再編に努め、

安全な買物空間を確保するための道路整備、各種イベント用広場の整備や空き店舗の積

極的な活用を図り、中心市街地の活性化・再開発に民間と行政が一体となって取組んで

いる。 

町内の商工関係施設及び物産館・農産物直売、処理加工施設等として下記の施設が整

備されている。 

・あさぎり町ふるさと振興社・ふれあい物産館 

・あさぎり町商工コミュニティセンター「ポッポー館」 

・あさぎり町おかどめ幸福駅売店 農産物加工所 

・あさぎり町岡原農産物処理加工施設「やったろ館・蔵」 

・あさぎり町深田農産物直売施設「あさぎり町深田ふれあい市場」 

・あさぎり町深田農産物処理加工施設 
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（２）現在のソフト型取組 

本町では、下記の町内で開催されている祭・イベントの他に、あさぎり駅前商店街の

若手商店主で構成する「免田駅前振興会」で駅前歩道と駅前芝生広場を利用した駅前イ

ベント（フリーマーケット・ビアガーデン等）を年に数回実施している。他にも既存の

施設「ポッポー館」を利用したひなまつりや七夕まつり等各種イベントを開催すること

であさぎり駅前商店街の活性化を図っている。 

 

■あさぎり町商工会が協賛し協力して開催している主なイベント等 

開催月 イベント名称 商工会との関連 

７月 七夕まつり 町内保育園、青色申告会、各団体と連携 

８月 駅前ビアガーデンイベント 駅前振興会主催に参加協力 

９月 あさぎり夜市（駅周辺） 「くま川鉄道」支援事業の一環、参加協力 

１１ ウィンターライトフェステ

ィバル 

駅を中心に周辺の広場をイルミネーションを

設置、参加協力 

 

また、上記以外の町内で開催されている祭・イベント等として、八幡神社大祭、球磨

神楽、岡留神社大祭、築地熊野座神社祭、谷水薬師例大祭及びあさぎり夏祭り（商工会

協賛）・天子の水公園花菖蒲祭りが開催されている。 

 

上記のハード型・ソフト型取組みは、町内関連団体によって組織化されている「あさ

ぎり町産業活性化協議会」にて協議・運営され、地域のにぎわい創出に加え、地元関係

機関との連携強化や協働意識の醸成につながっている。      

併せて、あさぎり町が、商工会、ＪＡくま、各関係団体と連携して「(有)あさぎり町

ふるさと振興社」が設立され、当社が町内の商工関係施設及び物産館・農産物直売、処

理加工施設等を運営するなどにより、農商工連携や6次産業化による商品開発と開発商

品の販売促進等に取り組んでいる。 

しかしながら、地域の経済的な活性化ということに関しては、「(有)あさぎり町ふる

さと振興社」取扱商品のブランド化や振興社の販売力や企画力・管理力が弱く、地域横

断的な連携による取り組みが十分に発揮なされているとは言えない状況である。 

 

【課題に対する取り組み】 

小規模事業者の経営の改善発達は、地域経済の活性化と一体となって図っていく必要

があるため、商工会が行う地域経済活性化事業として、イベント等については「あさぎ

り町産業活性化協議会」と協議・連携するとともに、地域物産のブランド化や開発・販

売については「(有)あさぎり町ふるさと振興社」と今後の連携の方向性を共有する仕組

みの再構築を図り、販売力や企画力・管理力の強化に関して積極的に支援する。 

 

【事業内容】 

（１）地域資源活用による賑わいづくり     

あさぎり町商工会としても、町の中心部の再開発に伴い、広場にてこれまでの各種イ

ベントを継続的に主催して取り組むなど、年間を通して実施するイベントで、地域のに

ぎわい性を創出し、地域経済の活性化を図る。 
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また、あさぎり町と連携して、地域内の商工業者の協働・連携により、各個店のＰＲ

を行うとともに消費活動のあさぎり町内への囲い込みを行い、消費需要を喚起すること

により、来店数・売上高の低迷を打開し、売り上げ向上と地域経済の活性化を図ること

を目的に商品券発行事業等を継続して実施する。 

 

（２）地域物産資源のブランド化、販売促進等の取り組み 

地域物産開発・販売については「(有)あさぎり町ふるさと振興社」との連携の方向性

を共有する仕組みの再構築を図り、協議会の弱みである商品のブランド化及び販売力や

企画力・管理力の強化に関して、積極的に支援する。 

 

【期待できる効果】 

上記のハード型・ソフト型取組みの本事業での「あさぎり町産業活性化協議会」及び

「(有)あさぎり町ふるさと振興社」との更なる連携取り組みにより、地域経済の活性化

に貢献する地域ブランド化やにぎわい創出などの増進を図る。 

 

 

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】 

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を開催し、どちらかと言えば一方的な情報の収集にと

どまっていた。  

 

【課題に対する取り組み】 

他の商工会や商工会議所、支援機関、専門家等との間で、支援ノウハウ等の情報交換

を行い、自らの支援能力の継続的向上を図ることは重要であることより、今後は情報の

収集だけではなく、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。 

今後は、以下に示す他の支援機関との情報発信や情報共有の機会において、個社への

伴走型支援力の向上を目指して、経営分析や経営計画作成、そのフォローアップ、需要

開拓などの指導・支援についてのノウハウ等の情報交換及び情報の共有を図る。 

 

【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、金融機

関等と連携協力しながら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事業継承支援へ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、熊本県事業引き継ぎ支援センター及び専門家

（弁護士、税理士、中小企業診断士など）と連携し、情報交換及び情報の共有を図る。 
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（３）定期的に年１回以上開催している球磨地区にある商工会の経営指導員協議会等に

おいて、伴走型の個社支援の事例研究などをテーマにした、伴走型の個社支援について

のノウハウ等の情報交換及び情報の共有を図る。 

 

（４）当商工会内の「職員会議」を週1回開催し、指導事業者の伴走型支援に対する支

援ノウハウを組織内の経営指導員及び経営支援員等で共有する。 

 

 

２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状と課題】 

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してきた。 

また、球磨地区等の指導員部会および支援員部会において、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目指してきた。 

しかしながら、商工会内部における指導員や支援員等の職員間のＯＪＴについては、

現状は不十分で課題といえ、今後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。 

 

【課題に対する取り組み】 

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、新たに小規模事

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

とから、小規模事業者の個社支援の実施に際しては、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分析し、それを補うことのできるような取り組み内容とする。 

 

【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」に参加して、持続

的に発展していこうとする企業に対す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。 

 

（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、各月開催の「経営指導員研修」等において

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）県や地区の商工会職員協議会へ参加し、他地区・他商工会の動向や業務・事業内

容等の情報収集・意見交換等を行い、小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウ



２６ 
 

の習得等資質向上に努める。 

 

（５）商工会の各職員が実際の経営支援等で習得した支援ノウハウを、データーベー

ス・ナレッジマネージメントシステムである商工会基幹システムを活用することにより

職員間で共有化を図り、支援能力の向上へつなげる。 また、本基幹システムに支援ノ

ウハウを記録・保存することにより、組織として の支援ノウハウとして、（人事異動

後であっても）残し、活用していくことができる。 

また、経営分析結果や研修等で学んできたことをミーティングで経営支援員等職員にも

周知し、共有することで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

の向上を図る。 

 

（６）専門家派遣時に職員も同行し、専門的かつ高度な支援スキルを学ぶこととする。

事後においては職員間で情報共有化を図る。  

     

 

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 

事業の評価及び見直しをするための仕組みは、経営発達支援事業の評価及び見直しを

するための仕組みを設けることが重要であることより、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・体制の構築とそれに基づく実施を行う。 

 

① あさぎり町商工会正副会長および監事で構成している「あさぎり町商工会執行部会」

へ、毎年１０月に第２四半期までの事業の実施状況を報告し、評価を行い、経営指

導員にて見直し案の提示を行う。また、事業の進捗管理・成果検証・自己評価（「内

部監査」）を行う。 

② 外部有識者（中小企業診断士、あさぎり町の商工担当者）等で構成される「事業検

証委員会（仮称）」を組織し、その中において、事業年度終了毎に事業の実施状況、

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。 

③ 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

事務局長・指導員により検討し作成する。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会長会議へ報告し、承認を受け

る。 

⑤ 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4月現在） 

（１）組織体制 

あさぎり町商工会 会員数330 名 

＜役員＞ 会長 1 名 副会長 2 名 理事 18 名 監事 2 名 

＜事務局職員＞ 事務局長1名   経営指導員2名   経営支援員4名   全7名 

<部会> 商業部会、工業部会、青年部、女性部   

<委員会>レクレーション委員会、イベント委員会、商品券委員会、駐車場管理委員会 

    事業検証委員会（平成31年度新規） 

<事業実施体制> 事務局長1名   経営指導員2名   経営支援員4名   全7名 

        

                 

（２）連絡先 

あさぎり町商工会 

〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1736番地1 

TEL 0966-45-0969   FAX 0966-45-4925 

URL  http://www.kumashoko.or.jp/asagiri/ 

E-mail  asagirishoko@luck.ocn.ne.jp 

担当：経営指導員 西邨 純 

 

 

  

http://www.kumashoko.or.jp/asagiri/
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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 

(31 年 5 月以

降) 

32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 750 750 750 750 750 

 

 

調査事業 

 

経営分析セミ

ナー事業 

 

事業計画策定 

フォローアッ

プ事業 

 

需要調査事業 

 

展示会・商談会 

等支援事業 

 

地域経済活性

化事業 

 

資質向上対策 

事業 

 

 

 

50 

 

200 

 

 

150 

 

 

 

50 

 

100 

 

 

150 

 

 

50 

 

 

 

 

50 

 

200 

 

 

150 

 

 

 

50 

 

100 

 

 

150 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

200 

 

 

150 

 

 

 

50 

 

100 

 

 

150 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

200 

 

 

150 

 

 

 

50 

 

100 

 

 

     150 

  

 

50 

 

 

 

 

50 

 

200 

 

 

150 

 

 

 

50 

 

100 

 

 

150 

 

 

50 

 

 

（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 

会費、手数料、国補助金、県補助金、町補助金、参加者負担金 

 

 

（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 

連携者及びその役割 

 

① あさぎり町 

住所：熊本県球磨郡あさぎり町免田東 1199番地  電話：0966-45-1111 

町長 愛甲一典 

【販路開拓支援事業】【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 

住所：熊本市中央区南熊本 5丁目 1番 1号（電話：096-372-2500） 

会長 笠 愛一郎 

【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） 

【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、情報提供や出展支援で連携 

 

④ 中小企業大学校人吉校 

住所：熊本県人吉市鬼木町梢山 1769-1（電話：0966-23‐6800） 

校長 美野洋二 

【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 

 

⑤ 日本政策金融公庫八代支店 

住所：熊本県八代市出町 4-17（電話：0965-33-0648） 

支店長 神川秀夫 

【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 

 

⑥ 熊本県 

住所：熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号（電話：096-383-1111） 

知事 蒲島郁夫 

【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 
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⑦ あさぎり町ふるさと振興社 

住所：熊本県球磨郡あさぎり町上北 1972番地 1（電話：0966-47-0590） 

代表者 愛甲一典 

【販路開拓支援事業】 

販路開拓、物産展、展示即売会等の情報提供や出展に向けた支援で連携 

 

⑧ あさぎり町産業活性化協議会 

住所：熊本県球磨郡あさぎり町免田東 1199番地（電話：0966-45-1111） 

会長 小松英一 

【販路開拓支援事業】【地域活性化事業】 

   あさぎり町一体となった事業実施に向けた連携 
 

⑨ ＪＡくま（球磨地域農業協同組合） 

住所：熊本県球磨郡錦町一武 2657番地 4（電話：0966-38-1101） 

代表理事組合長 福田勝徳 

【販路開拓支援事業】 

  農商工連携・6次産業化等による商品開発等事業実施に向けた連携 

 

⑩ くま中央森林協同組合 

住所：熊本県人吉市東間下町 3333番地 1（電話：0966-24-3729） 

代表理事組合長 宮原俊彦 

【販路開拓支援事業】 

    農商工連携・6次産業化等による商品開発等事業実施に向けた連携 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

① あさぎり町  
【販路開拓支援事業】【地域活性化事業】 

【創業支援】 

 

②熊本県商工会連合会 
【経営分析・事業策定支援事業】【販路開拓支援事業】 

③熊本県よろず支援拠点 
【経営分析・事業策定支援事業】【販路開拓支援事業】 

④中小企業大学校人吉校 
【販路開拓支援事業】 

⑤日本政策金融公庫八代支店 
【事業計画の策定支援事業】 

⑥熊本県 
【経営分析・事業計画策定支援】【販路開拓支援事業】 

⑦あさぎり町ふるさと振興社 
【販路開拓支援事業】 

⑧あさぎり町産業活性化協議会 
  【販路開拓支援事業】【地域活性化事業】 

⑨ ＪＡくま（球磨地域農業協同組合） 
【販路開拓支援事業】 

⑩ くま中央森林協同組合 
【販路開拓支援事業】 

あさぎり町商工会 

連 
携 

支

援 

連 

携 
支 

援 

相 談 

支 援 

報 告 

評価・見直し 

あさぎり町商工会 

事業検証委員会 
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