
経営発達支援計画の概要 

実施者名 八代商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日 

目標 

八代商工会議所は、地域の経済団体の役割として小規模企業が直面し

ている課題を事業者とともに解決し持続発展するため「『小規模事業者の

経営の持続と発展の支援』と『地域の強みを活かした新ビジネス創出』

による八代地域の経済の再興」を目標に５カ年計画を作成し、これに取

り組む。地域経済の活性化と雇用の創出に寄与できるように５年間で 520

事業所の事業計画の策定をおこない、支援対象企業の抱える経営課題の

抽出と解決と売上 10％増加を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

1. 地域の経済動向調査 
経営動向調査/LOBO 調査/中心市街地通行量調査/消費動向調査 

2. 経営の現状の分析 
小規模事業者の SWOT 分析/財務分析/専門家派遣/経営セミナー 

経営支援プログラムの策定 

3. 事業計画策定支援 
事業計画策定セミナー・相談会/事業計画策定支援 

創業・第二創業（経営革新）支援/創業塾開催 

4. 事業計画策定後の実施支援 
月 1度のフォローアップ/ 

5. 需要動向調査 
インバウンド需要調査/地域農産物商品化調査/バイヤー意向調査 

6. 新たな需要開拓に寄与する事業 
商品力向上セミナー/商談力向上セミナー/商品評価会 

商談会等の情報提供 

 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 

 九州三大祭「八代妙見祭」の平成 28 年度のユネスコ無形文化遺
産登録に向けての活動 

 外国クルーズ船寄港及び外国人観光客に対応するための支援 
 八代の観光を考える会議の開催 

連絡先 

〒８６６－０８６２ 

熊本県八代市松江城町６番６号 

八代商工会議所 中小企業相談所・経営支援課 

TEL ０９６５－３２－６１９１ FAX ０９６５－３４－１６１７ 

 



   

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

＜八代市の概要＞ 

八代市は、熊本県南の中心的な市で、県下第2の人口（約13万人）を有する田園工業都市であ

る。平成１７年８月１日、6 市町村（八代市・八代郡鏡町・千丁町・泉村・坂本村・東陽村）が市町村

合併し、新生八代市が誕生した。八代商工会議所の管轄は旧八代市である（旧郡部は八代市商

工会が管轄する） 

江戸時代以来の干拓によって広がった平野部では農業が盛んで、畳表の原料となるイ草の生

産高は日本一であり、かつては国産の約 8割を占めていたが、平成元年頃から安価な中国産に押

され、作付面積が最盛期の 3 分の 1 と急激に減少している。また、国内最大の柑橘類・晩白柚（ば

んぺいゆ）も特産品で日本一の生産量を誇り、最近は冬トマトの一大産地としても知られている。 

明治時代になり、八代港が近代的な港湾として整備され、明治 23 年に九州第 1 号のセメント工

場ができたのを皮切りに、以後製紙工場、日曹人絹パルプ、昭和酒造と相次いで進出し、工業都

市へと発展し、現在では日本製紙（製紙）、メルシャン（酒造）、興人フィルム＆ケミカルズ（化学）、

YKK（アルミ建材）、ヤマハ熊本プロダクツ（船外機）の工場があり、八代市内の工業出荷額の約７

割を占めている。 

戦中、戦後を通して田園地帯や海岸埋立地に新しい工場が立ち並び、イ草の生産も伸びて繁

栄し、当時の商店街、歓楽街や日奈久温泉の賑わいは熊本一だったと言われている。 

 

＜地域経済の現状と課題＞ 

 このように順調に成長してきた八代の経済であったが、バブル経済崩壊すると中心市街地の核を

成していた大型小売店 3 店舗が相次いで閉店する一方で、郊外には県南地域最大のショッピング

センターが 2 店舗、幹線道路沿いにはドラッグストア、ディスカウントスーパーが出店した。また同時

期に八代地域の消費を支えてきたイ草農家は安価な中国産の畳表に押され衰退し、これらと相ま

って八代の商業は急速に疲弊していった。平成 3 年に 8,170 件あった事業所は、平成 24 年には

6,191 件と約 24%減少している。また、八代市の人口は、平成 27 年 7 月末の集計では 130,736 人

であり、10 年後の平成 37 年に 113,441 人、20 年後には 93,053 人と推計されている。（資料：国立

社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」） 

事業所の減少は若年層の雇用の機会と比例し、八代市外への人口流出の原因のひとつとなっ

ている。また経営者の高齢化は事業継続や承継を困難なものとし、さらなる需要の減少を生み、負

のスパイラルに陥っている状況である。 

 上述のように消費の低迷や人口減少等の環境・需要の急激な変化により、それに対応することが

できない小規模事業者の経営は厳しい業績が続いており、売上不振、後継者不在、債務超過等

が原因で廃業を余儀なくされている事業所は依然として多く、特に中心市街地ではその状況が顕

著である。 

 

＜経営発達支援計画の目標＞ 

 平成２６年度の八代商工会議所の経営指導員の指導実績を見てみると、金融・税務・労働に関

する指導が過半数を占めている。金融の相談は最初のコンタクトから融資実行までで完結している

ケースが大部分を占めており、例えて言うなら痛みに苦しんでいる患者に痛み止めを渡しただけに

しかすぎず、小規模事業者の経営の持続化のためには、経営指導員が事業者にとってのかかりつ

けの医師となり、痛みの原因の究明→治療→リハビリ→退院→定期検診のような寄り添った支援を

行うことが必要である。 
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 八代商工会議所は、地域の経済団体の役割として小規模企業が直面している課題を事業者とと

もに解決し持続発展するため「『小規模事業者の経営の持続と発展の支援』と『地域の強みを活か

した新ビジネス創出』による八代地域の経済の再興」を目標に５カ年計画を作成し、これに取り組

む。 

  

１． 経営課題に直面している小規模事業者の現状分析（SWOT 分析）を行い、課題解決（専門家

派遣や新たな需要に資すること）等の支援スケジュールを示した「経営支援プログラム」を作成

し、対象者に経営の持続・発展のための伴走型支援の方向性を明確にし、事業者・経営指導

員が一体となってこれに取り組む。 

 

２． 新規創業・第二創業を目指す者の現状分析（SWOT 分析）を行い、課題解決（専門家派遣や

新たな需要に資すること）等の支援スケジュールを示した「経営支援プログラム」を作成し、経営

の持続発展のための伴走型支援の方向性を明確にし、事業者・経営指導員が一体となってこ

れに取り組む。 

 

３． 八代市は平成 3 年より廃業が開業を上回る状況が続いており、事業所増加による地域の活性

化のため、これまでの創業支援に加えて八代市の国（中小企業庁・総務省）から認定された

「創業支援事業計画」の「特定創業支援事業」に参画し、地域の総合力で創業しやすい環境を

構築する。 

 

４． 平成２７年に熊本県「農」と「食」を核とした「くまもと県南フードバレー構想」が策定され、県南地

域を挙げて地域産品を活かした新商品の開発・販売の機運が高まっており、経営革新、地域

資源活用、農商工連携などの新たなビジネスにチャレンジする小規模事業者に対して需要に

基づく商品づくり支援と事業計画策定の支援を行う。 

 

５． 小規模事業者が取り組む商品・サービスについて、開発段階からの支援（商品力の向上）を行

い、販路開拓（商談力の向上）についても商談会参加までの準備の支援、ホームページやSNS

を活用した商品認知度向上の支援を行う。 

 

６． 平成24年から八代港に外国船籍の大型クルーズ船が寄港、平成26年に熊本空港に台湾（高

雄）の定期便が就航するなど当地域においても外国人観光客が右肩上がり増加している。これ

をビジネスチャンスととらえて、小規模事業者に外国人観光客の需要の動向などの情報を提供

と販売力強化の支援を行い、特に小売業、サービス業の売上 10%増加を目指す。 

 

７． 小規模事業者の後継者難など倒産以外の理由での廃業の相談に対しては、熊本県事業引き

継ぎセンターと連携し、創業希望者とマッチングを行うなどスムーズな事業承継を図り、地域経

済の新陳代謝を進める。 

 

 本計画では、以上の 7 項目を重点的に実施し、５年間で 520 事業所の事業計画の策定を行い、対象

企業の抱える経営課題の抽出と解決と売上 10％増加を目標に伴走型支援を行い、地域経済の底上げ

と雇用の創出による地域経済活力の再興を図る。 
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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２７年４月１日～平成３２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】 
当地域は、かつて八代の消費を支えていたイ草農家が安価な中国産の畳表に押され衰退

し、消費は低迷していった。 

また、中心商店街の核を担っていた大型小売店はバブル経済崩壊と共に閉店する中で、

郊外には県南地域最大のショッピングセンターが立て続けに 2 店舗が出店し、大手資本の

ドラッグストアやディスカウントスーパーも幹線道路沿いに出店が今でも続き、インター

ネットの普及により通信販売の利用も増えている。このように、小規模事業者を取り巻く

経営環境、消費行動は著しく変化している。 

「イ草農家の元気がなくなったから仕方ない」とか「大型店にはかなわない」等の半ば

諦めたような考え方がある中、急激な変化にも順応し事業を拡大している小規模事業者も

多く存在する。 

小規模事業者がどのような原因で経営難に陥ってしまったのか、外的要因による「痛み

の原因の究明」と今後の経営活動の参考とするために下記の調査を行う。 

八代商工会議所では、業種ごとの経営や景気の動向を把握するため、四半期ごとに管内

の商工業者を対象に経営動向調査と年に 1回中心商店街の通行量調査を実施している。 

経営指導員が収集した指標を分析、小規模事業者の経営課題の把握や、巡回指導、窓口

相談のための資料としている。 

また、結果を八代商工会議所のホームページ、会報誌で公開するとともに、熊本県や八

代市、マスコミ等に情報提供を行っている。 

 本計画ではこれらの資料に熊本県や八代市統計調査も盛り込み「八代の経済の基礎調査」

としてとりまとめ、小規模事業者の現状分析の資料として、経営指導員の経営発展・持続

化のための伴走型支援の資料として活用する。 

 

（事業内容） 

①八代商工会議所景気動向調査 

調査対象：管内の事業者約 180 社 

調査目的：管内の業種別の景気や経営の動向をとりまとめ、小規模事業者の現況を把握

     し、経営分析や需要予測に役立てる。 

 調査時期：四半期（3月、6月、9月、12 月）ごとに実施 

 調査項目：業況・売上・仕入・支払条件・設備投資・借入状況・従業員数の DI 値。 

      また、別途質問事項を設ける（例えば、消費税増税後の影響について等） 

 調査方法：FAX で回答 未回答先には電話・訪問よるヒアリングで回答を収集する 

 公表方法：八代商工会議所ホームページ・当会議所会報、マスコミに情報提供 

 

②LOBO 調査（日本商工会議所景気早期景気観測システムに提供する調査） 

 調査対象：業種別の組合及び事業者 6 件 

調査目的：管内の組合や団体にヒアリングを行い、業界の動向などを把握し、経営分析

や需要予測に役立てる。 

 調査時期：毎月実施 
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 調査項目：業況・売上・仕入・支払条件・設備投資・借入状況・従業員数の DI 値 

      また別途質問事項をも受ける（消費税増税後の影響等） 

 調査方法：訪問によるヒアリング 

 公表方法：八代商工会議所ホームページ・当会議所会報 

 

③中心商店街通行量調査 

 調査対象：八代市内の中心商店街（本町アーケード及び通町商店街） 

 調査目的：消費者の商店街までの移動手段、行動を把握し、小規模事業者が大半を 

占め疲弊著しい商店街の活性化策の基礎資料とする。 

 調査時期：年に 1回 12 月 20 日前後に実施 

調査項目：歩行者と自転車の通行量を計測する。 

調査方法：調査ポイントを 8ヶ所に設置 

公表方法：八代商工会議所ホームページ・当会議所会報、マスコミに情報提供 

 

④消費動向調査 

 調査対象：八代市内の 100 世帯 

調査目的：消費者の購買行動や購買意識の変化を把握し、商店街の活性化策や小売業・

サービス業の事業計画策定の基礎資料とする 

 調査時期：3年に 1回実施 10 月中旬から約 1ヶ月間で回収 

 調査項目：品目（13 品目）ごとの購買先、商店街の利用状況 

 調査方法：訪問によるヒアリング 

 公表方法：八代市の部分をとりまとめ八代商工会議所ホームページで公表 

 

（目標） 

本計画ではこれらの調査結果に加えて熊本県や八代市統計調査も折込み「八代の経済

の基礎調査」としてとりまとめ、経営指導員が小規模事業者を取り巻く経営環境がどの

ような状況にあるのかを把握するとともに、小規模事業者にも相談の際に提供し、経営

発展・持続化のための伴走型支援に役立てる。 

 

調査事業 景気動向調査 LOBO 調査 通行量調査 消費動向調査 

調査対象数 200 6 － 100 

公表頻度 年に 4回 毎月 1回 年に 1回 3 年毎 

 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
「小規模事業者の「痛みの原因の究明」のために財務分析を中心とした内部的要因の経営

状況の分析を行う。」 

 

 これまでの小規模事業者からの相談内容を振り返ると、経営難に陥った原因を不景気な

どといった外部要因だけに目が行き、内部要因を見落としがちである。 

個人事業者の多くは自身で日々記帳し確定申告を行っているが、それは税務申告のため

の集計作業と化し、前年と比べて売上や経費、所得が増えた・減った等の把握程度しかさ

れていないのが現状で、事業者自身で財務分析をしようにも市販されている財務分析のテ

キストは、中小企業向けのもので小規模事業者にとっては規模が大きすぎて参考にならな

い。 
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このような小規模事業者の状況下、経営指導員のこれまでの経営分析や記帳指導等の経

験から、事業者の規模にあった財務分析等の手法を指導し、事業者と一体となり内部的要

因からの「痛みの原因の究明」を行う。 

 また、小規模事業者が抱える経営課題の改善や経営環境変化等の対策の指針になるよう、

小規模事業者に特化した経営分析セミナー等を開催する。特に疲弊が著しい小売業・サー

ビス業については、八代商工会議所の小売業部会（383 企業）、サービス業部会（384 企業）

の部会活動での意見や経営指導員の指導内容からセミナーの内容を吟味し開催し、自社の

内部状況について分析するきっかけとする。 

 これらの活動を通じ、高度かつ専門的な課題に関しては、ミラサポや熊本県商工会議所

連合会の専門家派遣制度（エキスパートバンク）、熊本県よろず支援拠点や中小企業基盤整

備機構のコーディネーター、地域の金融機関と連携し、小規模事業者が直面している経営

課題に対してより丁寧な伴走型のサポートを行う。 

 

（事業内容） 

① 経営状況の分析 
経営指導員が巡回訪問・窓口相談を通じ、小規模事業者に対して経営分析を行う。

分析の対象事業者には週に 1回以上の頻度でコンタクトをとることとし、最長でも 1

ヶ月以内で分析を終えることとする。 

「強み」「弱み」に関しては事業者からのヒアリング、「脅威」「機会」に関しては上述

の経済動向調査の結果によるＳＷＯＴ分析を行い、分析の結果は小規模事業者の経営

の持続・発展のための経営の指針や改善策の検討の材料に用いる。 

専門的な内容に関しては熊本県よろず支援拠点と連携し分析を行い、今後の事業計

画策定まで、経営指導員、よろず支援拠点の専門家と一体となり支援を行う。 

 

② 財務状況の分析 
個人事業主の多くは財務の事を確定申告のための「集計」としか捉えていない。こ

の状況に対し、経営指導員が過去 3 年分の決算書を元に財務分析を行い、小規模事業

者収益性、安全性、効率性、成長性の分析結果をグラフなど用い視覚化するなど、小

規模事業者が同業他社の平均と比べてどのような財務状況にあるのかを把握しやすく

工夫し、分析結果を基に財務面からの経営改善策を検討する。 

 

③ 専門家の活用 
高度かつ専門的な課題に関しては、ミラサポや熊本県商工会議所連合会の専門家派

遣制度（エキスパートバンク）、熊本県よろず支援拠点や中小企業基盤整備機構のコー

ディネーター、地域の金融機関と連携し経営課題の分析を行う。分析後も担当した経

営指導員と専門家が経営計画策定まで一貫してフォローを行う。 

 

④ セミナーの開催 
 上記①から③までに抽出した経営課題の対策や経営環境の変化に対応するための指

針となるようなセミナーを開催する。特に疲弊が著しい小売業・サービス業について

は、八代商工会議所の小売業部会（383 企業）、サービス業部会（384 企業）の部会活

動での意見や経営指導員の指導内容からセミナーの内容を吟味し開催し、自社の内部

状況について分析するきっかけとする。 

 また参加者に対しアンケート等を実施し、直面している課題等についての状況を把

握するとともに今後の支援の資料として役立てる。 
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  （目標） 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回・窓口相談件数 4,221 4,500 4,700 5,000 5,000 5,000

経営分析件数 70 80 100 100 120 120

専門家派遣数 7 10 20 20 20 20

経営分析 

セミナー開催・参加者数 
-

1

（50）

2

（100）

2

（100）

2 

（100） 

2

（100）

小売業・サービス業向け 

セミナー開催・参加者数 
-

1

（50）

2

（50）

2

（50）

2 

（50） 

2

（50）

   

 

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
3.1 小規模事業者の事業計画作成支援 

「上記 1 の外部要因、上記 2 の内部要因から小規模事業者の『痛みの原因の究明』を行っ

た。その「痛みの治療」の指針となる経営計画の策定を行う。」 

 

当会議所では小規模事業者持続化補助金の申請について延べ 102 企業の支援を行った

が、多く事業者が事業計画の策定が初めての経験であった。採択者はもとより補助金が不

採択であった事業所でも「自社を見つめなおす良いきっかけとなった」「補助金は不採択で

あったが本事業をブラッシュアップして取り組みたい」との声が多く寄せられ、事業計画

策定の重要性を知るきっかけとなったと思われる。 

本計画では小規模事業者が経営課題を解決するために、上記Ⅰの 1 の市場調査、上記Ⅰ

の 2 の経営分析の結果を踏まえ、熊本県よろず支援拠点等の各分野の専門家と連携し、経

営力の向上、販売力のアップ等を中心に事業計画の策定支援を行う。 

また、熊本県よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構、地域の金融機関や保証協会と連

携し、実効性のある伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持続的経営の発展を図る。

八代商工会議所の管轄内において、商業・サービス業の割合が高く、また郊外型ショッ

ピングセンター、大手ドラッグストアの出店の影響を最も受けている業種でもあることか

ら、これらの業種を支援の中心とする。 

本計画の５ヵ年で支援企業の売上を 10%の増加を目標とし、これを達成できるよう伴走

型の支援を行う。 

  

（事業内容） 

① 事業計画策定等に関するセミナーや個別相談会を通じ、経営課題を解決し、経営環境
に対応するためには、事業計画の策定が必要性であることを説き、事業計画の策定を

目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

② 巡回指導、窓口相談に際し、小規模事業者からの課題解決のための相談を受けるとと
もに、経営課題を解決し、経営環境に対応するためには、事業計画の策定が必要性で

あることを説き、事業計画の策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 
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③ 商工会議所が推薦するマル経資金（小企業等経営改善貸付）の相談、小規模事業者持
続化補助金の申請時に経営課題を解決し、経営環境に対応するためには、事業計画の

策定が必要性であることを説き、事業計画の策定を目指す小規模事業者の掘り起こし

を行う。 

 

④ 個人事業主向けの記帳指導、確定申告時の決算指導の際に、決算は単なる集計ではな
く財務分析など経営方針決定に必要な事項であること説明し、また経営環境に対応す

るためには、事業計画の策定が必要性であることを説き、事業計画の策定を目指す小

規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

⑤ 上記①から④で発掘した事業計画の策定を行う小規模事業者に対し、経営指導員が目
標達成まで伴走型の支援を行う意思表示のため、事業者の現状分析、課題解決の検討

等の支援スケジュールを示した「経営支援プログラム」作成し、事業者と経営指導員

が一体となってこれに取り組む。 

 

⑥ 事業計画に基づき経営の持続的発展のための設備投資、雇用などで資金調達が必要な
場合は、新設された日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の推

薦を行い、資金面での支援を行う。 

 

⑦ 後継者難などの倒産以外の理由で廃業を考えている事業者に対し、熊本県事業引継ぎ
センターと連携し、同業種で創業を考えている者とマッチングを行う。引き継がせる

事業者、引き継ぐ者の両者の計画書を作成し円滑な事業所の引継ぎができるようセン

ターと経営指導員が一体となってこれを支援する 

 

（目標） 

 
26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画策定セミナー 

開催数・参加者数 

1

（27）

2

（60）

2

（60）

2

（60）

2 

（60） 

2

（60）

事業計画策定個別相談会 

開催数・参加者数 

10

（51）

20

（100）

10

（100）

10

（100）

10 

（100） 

10

（100）

経営支援プログラム 

作成目標件数 
6 80 80 90 90 90

事業引継ぎ計画作成数 - 3 5 5 5 5
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経営支援プログラムのイメージ 
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  3.2 創業・第二創業（経営革新）の事業計画策定支援 

八代市の事業所数を見てみると、平成3年に8,170件あった事業所は、平成24年には6,191

件と約 24%減少している。創業者を育成し地域に根付かせることは、地域経済の活力の源と

なり雇用機会の創出が期待できる。 

新しく商品やサービスを開発しそれに取り組むことは、痛みの原因の治療とは違い前向

きで楽しいことのように思われるが、それが事業者からのシーズのみに頼ったものであれ

ば、それが将来の痛みの原因になる可能性が高い。予想される痛みを回避すべく、上記 1

の結果や需要予測等を行い、小規模事業者、創業者の新事業計画の策定支援を行う。 

 

（事業内容） 

① 八代商工会議所のホームページや八代市の市報に創業の相談について平日はもとよ
り、毎月 1 回の休日相談窓口を設置していることを告知し、平日に来所が困難なサラ

リーマン等の創業希望者に対応出来る体制を整え、創業ニーズの掘り起こしを行う。

 

② 創業に関する知識とビジネスモデル構築の手法を習得できる創業塾（全 4 回開催）を
開催し、創業ニーズの掘り起こしを行い支援する。 

 

③ 創業しようとする業種の現状分析、八代市内の消費の動向や商圏分析等の情報を提供
し、創業にあたって想定される課題解決の検討等の支援スケジュールを示した「経営

支援プログラム」を作成し、経営指導員が創業準備段階から創業後のフォローを行う

ことを確認する。 

 

④ 八代市が国から認定された「創業支援計画」を受け、八代商工会議所は「特定創業支
援事業」に参画し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の４項目の指導・支援は

もとより、法人設立の際の登録免許税の免除、創業融資枠の拡大などメリットを創業

者が享受できるようにする。また創業補助金の申請や経営力強化資金等、資金面の支

援を日本政策金融公庫と連携し実施する。 

 

⑤ 後継者不在等が原因で廃業の意向のある事業所と創業希望者について熊本県事業引き
継ぎセンターと連携してマッチングを行い、事業引継ぎまでのフォローを行う。 

 

⑥ 巡回指導時や経営革新セミナー等により、目まぐるしく変化する経営環境に対し事業
者もそれに対応しなければ経営の持続化は困難であることを説き、新事業にチャレン

ジする小規模事業者を発掘し支援する。 

 

⑦ 新事業にチャレンジする小規模事業者が経営革新等の認定申請時に、熊本県よろず支
援拠点や中小企業基盤整備機構等と連携し、事業計画の策定支援を行う。 

 

⑧ 当地域では、トマト、イ草、晩白柚を活用した商品の開発が盛んである。新商品を企
画し開発することは前向きではあるが、需要よりも事業者のシーズに頼った商品づく

りにより苦戦している事業所は少なくない。経営指導員が小規模事業者と共にＰＥＳ

Ｔ分析を用い商品の企画段階からの支援を行う。 
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  （目標） 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業塾開催数・参加者数 － －
1

（20）

１

（20）

1 

（20） 

1

（20）

創業支援者数 
（経営支援プログラムに含む） 

20 25 30 30 40 40

経営革新セミナー 

開催数・参加者数 
－ － 30 30 30 30

第二創業（経営革新） 

支援者数 
（経営支援プログラムに含む） 

6 15 15 15 15 15

農商工連携・地域資源活

用等支援者数 
（経営支援プログラムに含む） 

1 2 2 2 2 2

事業引継ぎ計画作成 － 3 5 5 5 5

 

 

 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
事業計画を策定しそれに沿って行動することは、多くの小規模事業者にとって初めての

経験である。事業計画を作ったもののどのように行動して良いのかわからない小規模事業

者に対して、経営のリハビリ期間中は、経営指導員は小さな目標を設定し、目標達成の成

功体験を重ねることにより、快方に向かっていることを実感してもらう工夫をする。また

定期検診のように事業の進捗状況・財務状況のヒアリングを行い、PDCA サイクルの手法で

評価を行い、伴走型支援で小規模事業者の持続的発展を支援する。 

 

（事業内容） 

経営指導員は事業計画を策定した事業所に対し、下記の事項に留意し月１回のフォロー

アップを行う。 

 

① 経営指導員は事業計画策定の支援を行った事業所に対し、月に１度は面談を行い事業
の進捗状況を把握する。小規模事業者の事業計画が順調に進んでいることを実感でき

るような工夫をし、経営意欲の高まるような支援を行う。 

 

② 事業計画の策定時と策定後では経営環境が変化している可能性が高いため、PDCA サイ
クルの手法でチェックし、その変化に対応できるように伴走型支援を行う。 

 

③ 「小規模事業者経営発達支援融資制度」の利用者に対して、融資実行後のフォローア
ップを実施する。 
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④ 創業者の多くは日々の財務処理、決算などの税務は経験がないため、月に１度の面談
の中で指導するとともに、その数字の中から見える経営状況についても説明し、事業

者自身でも理解できるよう指導する。 

 

⑤ 国、熊本県、八代市の支援策の案内や上記 1 の地域の経済の動向、下記 5 の需要動向
の情報を提供しフォローアップを実施する。 

 

（目標） 

計画策定後 1年間は少なくとも月 1度は面談しフォローアップを行う。 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

経営支援プログラム 

策定先フォロー回数 

960

（80）

1,200

（100）

1,200

（100）

1,440 

（120） 

1,440

（120）

※括弧内は支援企業数 

 

5. 需要動向調査に関すること【指針③】 
小規模事業者が持続的に発展していくためには、需要の動向を把握し、それに基づく商

品・サービスの開発と販路開拓が必要である。 

小規模事業者の経験と勘に頼る経験から、データに基づく需要の動向を把握した経営へ

転換を図るため需要情報の提供を行う。 

   

  （事業内容） 

① 平成 24 年から中国からの大型クルーズ船が八代港に寄港するようになり、中国人観光
客が急激に増えていることから、中国人観光客向けの売れ筋商品やサービスを調査し、

新たな需要に対し売上に寄与できるよう八代商工会議所のホームページで公表する。

 

② 当地域ではトマト、晩白柚、イ草の商品開発が盛んに行われており、特におみやげ用
としての商品が多い。例えば Facebook 等の SNS を活用し、おみやげとして選ばれるた

めのアンケート（商品の種類、価格、大きさ、重さ、個数）を行い、需要に合わせた

地域農産物の商品化ができるような調査を行い、八代商工会議所のホームページで公

表する。 

 

③ 小規模事業者が参加する商談会に経営指導員も同席し、バイヤー等から商品・サービ
スの意向を調査しとりまとめ、新商品・新サービス開発の相談の際に情報を提供する。

 

④ 業界団体や国などが公表する需要の動向調査結果や市場予測及び日本政策金融公庫、
肥後銀行等の地域金融機関のシンクタンクの調査結果（成長市場、衰退市場、新規市

場など）を分析し、小規模事業者の市場が今どのような位置にありこれからどうなる

のかを把握し、活用しやすいようにとりまとめを行い小規模事業者との相談の際に情

報提供する。 

 

⑤ 上記の③調査は 1 年間の結果であるので、現在のトレンドとズレが生じる可能性があ
るため、週に３回発行される「日経ＭＪ（日経流通新聞）」や「日刊工業新聞」等を参

考に旬の商品トレンド、販売促進など、支援対象の小規模事業者でも活用できる事例

の情報提供を行う。これらの情報は、誰でも見ることができるようにスクラップなど

してとりまとめておく。 
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⑥ また、本年より熊本県下の商工会議所、商工会では、インターネットで「市場情報評
価ナビ MieNa」が使用できるようになり、商圏ごとに年齢層、所得層、アイテムごとの

購買力、同業種の件数など詳細に参照でき、小規模事業者や創業者への情報提供を行

う。 

 

⑦ 上記の①から⑤でとりまとめた情報は PDF ファイル等にデータ化しておき、巡回先で
もタブレット端末を活用し小規模事業者に情報提供ができるようにする。 

 

（目標） 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

中国人向け商品動向調査（新規） 1 1 1 1 1

地域農産物商品化調査（新規） － 1 1 1 1

バイヤー意向調査（新規） 1 2 2 2 2

   ※以上の調査結果は八代商工会議所のホームページで公表する。 

 

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】 
 平成２６年度に熊本県が策定した「農」と「食」を核とした「くまもと県南地域フード

バレー構想」により、熊本県南地域を挙げて地域産品を活かした新商品の開発・販売の機

運が高まっている。 

しかしながら、新商品開発に注力するあまり需要予測や販路開拓などが後手になり、販

売に苦労している小規模事業者は少なくはない。 

小規模事業者が取り組んだ新商品・新サービスの認知度の向上と販路開拓のために、業

界団体や企業で開催する商談会や展示会に関する情報を提供する。 

 商談会等に参加する小規模事業者に対して、商品のブラッシュアップとバイヤー向けの

習得を目的にセミナーを開催する。 

 また、小規模事業者が新たに開発した商品やサービス等の需要開拓を積極的に推進する

ためにホームページや SNS を活用した販路開拓支援について、熊本県よろず支援拠点や中

小企業基盤整備機構九州支部と連携し、新商品・新サービスの販売方法・プロモーション

の支援を行う。 

 

 

  （事業内容） 
① 小規模事業者の販路開拓のために、巡回訪問・窓口相談、八代商工会議所のホームペ
ージや Facebook で熊本県商工会議所連合会や民間団体等が主催する商談会の情報を

随時提供し、販路開拓の支援をする。 

 

② 小規模事業者が新商品・サービスの企画段階においてマーケティングスキルと商品力
を高めるセミナーを開催し、売れる商品づくりの支援を行う。 

 

③ 小規模事業者が参加する商談会において、バイヤーとの商談力を高めるセミナーや相
談会を開催し、販路開拓の支援を行う。 
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④ 小規模事業者が新商品・新サービスを開発する過程で Facebook 等の SNS のアンケー
ト機能を利用して、消費者からの評価を分析し、需要にマッチした商品が開発できる

仕組みを作る 

 

⑤ 小規模事業者の商談会に持ち込む前の商品・開発途上の商品について、バイヤーや専
門家を招き「商品評価会」を開催し、商品をブラッシュアップする仕組みを作る。 

 

⑥ 小規模事業者が新たに開発した商品・サービス等の需要開拓を積極的に推進するため
にホームページや SNS を活用した販路開拓支援について、熊本県よろず支援拠点や中

小企業基盤整備機構九州支部と連携し、新商品・新サービスの販売方法・プロモーシ

ョンの支援を行う 

 

⑦ 八代商工会議所が支援を行った小規模事業者の新たに開発した商品・サービスについ
て、プレスリリースを行い商品の認知度向上の支援を行う。 

 

⑧ 小規模事業者の新たな販路開拓や情報交換の場として異業種交流の場を新設する。 
 

  （目標） 

支援内容 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

商品力向上セミナー開

催回数・参加者数（新規） 

3

（60）

3

（60

3

（60）

3 

（60） 

3

（60）

商談力向上セミナー開

催回数・参加者数（新規） 

3

（60）

3

（60）

3

（60）

3 

（60） 

3

（60）

商品評価会開催回数・参

加者数（新規） 

1

（10）

1

（10）

1

（10）

1 

（10） 

1

（10）

異業種交流会開催回

数・参加者数（新規） 

1

（50）

1

（50）

1

（50）

1 

（50） 

1

（50）

SNS アンケートによる 

アイテム評価数（新規） 
－ 10 10 10 10

   ※①と⑦と⑧は相談の中で随時対応することとする。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 1.観光による地域の活性化 

日本が人口減少社会に突入したと言われて久しいが、当地八代市おいても例外ではなく八

代市の人口は平成 27年 7月末の集計では 130,736 人であり、10年後の平成 37に 113,441 人、

20 年後には 93,053 人と推計されている。人口の減少はそのまま消費の減少につながり地域

経済の減退を避けることはできない。 

定住人口の減少分を観光による交流人口を増やし、地域の活性化させることが重要である。

 

観光面において九州三大祭のひとつで国指定重要無形民俗文化財である「八代妙見祭」（毎

年 11 月 23 日開催）や全国の花火師が競演する「やつしろ全国花火競技大会」（毎年 10 月第

二土曜日開催）は、30 万人超の県内外の観光客で賑わいを見せているものの、その経済波及
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効果は一過性であり、その他の豊富な観光資源が活かされていないことが課題である。 

八代地域の観光資源の再確認と業界間の情報共有、今後の観光を軸とした地域経済の活性

化策の検討を目的に八代市内のホテル・旅館、交通等の観光業者、熊本県、八代市、八代市

商工会、八代よかとこ宣伝隊、八代商工会議所で「八代の観光を考える会議」（主催：八代商

工会議所）を年に 1回開催する。 

特に「八代妙見祭」は平成 28 年度のユネスコ無形文化遺産登録（山・鉾・屋台行事）に向

けて、八代市全体で盛り上がりを見せており、この活動に参画する。登録されれば歴史的価

値はもとより観光資源としての価値はさらに上がると予想される。 

また、近隣のアジア諸国の経済成長に伴い外国人観光客が増加しており、九州地域におい

ても新たな産業の柱になると期待されている。八代商工会議所でも平成 23 年から外国籍の大

型クルーズ船の誘致活動を行っており、平成 24 年 10 月に 7 万 5 千トン級のコスタ・ビクト

リア号が初入港、平成 26 年には 8万 5千トン級のコスタ・アトランティカ号が中国人観光客

2,007 名、乗組員 849 名を乗せ入港した。平成 27 年度は 10 隻の寄港が予定であり、中国や

台湾等のアジア諸国からの観光客による多大な経済効果が見込まれる。 

 

熊本県の過去 3年間の外国人宿泊客の国・地域別推計（単位：人） 

年度 全体 韓国 台湾 香港 中国 その他 増加率 

H23 229,368 149,175 17,442 7,223 12,590 42,938 － 

H24 302,505 172,313 66,184 13,215 16,429 34,364 31% 

H25 423,400 237,208 97,908 23,554 17,552 47,178 39% 

（平成 25 年度 熊本県観光統計表より抜粋） 

 

しかしながら、昨年クルーズ船が寄港した際は、中国人観光客のニーズにマッチした観光

ルートの提案ができず、観光客の多くは熊本城や阿蘇地域の観光ツアーに参加し、八代市を

含めた熊本県南地域での経済効果は希薄であった。 

こうしたことから、八代地域において経済効果を隅々まで行き届くように、八代商工会議

所では、上述の「八代の観光を考える会議」において外国人観光客のニーズにマッチした観

光ルートの策定や商店街を中心に免税店の手続きをはじめ外国人観光客の受入体制整備のた

めの支援を行う。 

 

① ホテル・旅館、交通等の観光業者、熊本県、八代市、八代市商工会、八代よかとこ宣
伝隊、八代商工会議所で「八代の観光を考える会議」を年に１回行い、「観光業」の活

性化のために情報の共有と活性化策を検討する。 

 

② 八代妙見祭の平成 28 年度ユネスコ無形文化遺産登録に向けた活動に参画する。 
 

③ 外国人観光客の来訪による経済効果をより波及させるために、中心商店街等の商店を
対象に免税店の説明会及び登録の支援を行う。 

 

④ 外国人観光客に対応できるように「外国語（中国語・英語）おもてなしセミナー」や
「外国語（中国語・英語）POP 作成セミナー」、イスラム圏の観光客のための「ハラー

ル認証取得セミナー」等を開催し、海外からの観光客の受入体制を整える。 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

1. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
① 日本政策金融公庫八代支店が主催する「小規模事業者経営改善貸付連絡協議会（マル
経協議会）」において、政策公庫の金融動向や全国各地の金融面からの支援事例等に加

えて、参加する商工会議所（4 会議所）と商工会（15 商工会）のそれぞれの経営支援

の事例、需要の動向、地域の課題等についての情報の交換を行う。 

 

② 八代商工会議所で月に 1 度開催される熊本県よろず支援拠点の相談会において、相談
会前に拠点のコーディネーターと経営指導員 6人がミーティングを行い、とくに売上・

利益確保のための支援についてのノウハウを学ぶ。相談会には担当した経営指導員が

必ず同席し課題抽出から解決策の提案、その後のフォローまでのノウハウを修得する。

 

③ 熊本県信用保証協会八代支所及び市内金融機関と年に2回程度のミーティングを行い、
金融・財務からのアプローチによる小規模事業者の支援のノウハウや需要の動向等の

情報交換を行う。 

 

④ 平成 17 年に八代市と八代郡が合併したことから、現在の八代市内には八代商工会議所
と八代市商工会が存在する。2ヶ月に 1回程度ミーティングを行い、経営支援事例や需

要の動向等の情報の交換を行い、小規模事業者をとりまく地域の課題をお互いの力を

合わせて解決する。 

 

⑤ ①から④までの情報の交換のみならず、各支援機関と連携し互いの強みを活用して、
より効果的な支援の実施に役立てる。 

 

2. 経営指導員等の資質向上等に関すること 
① 経営指導員は、中小企業大学校や日本商工会議所が主催する売上増加、販路開拓、地域
資源活用、創業・経営革新等の研修に 3 年間で 1 回以上受講するものとし、これまで

の金融、記帳指導・税務指導といった経営指導に必要な能力に加えて、経営分析、売

上・利益向上といった小規模事業者の利益の確保に資する支援能力を身に付け、組織

全体の支援能力の向上を図る。 

 

② 八代商工会議所が主催する事業者向けの販路拡大や売上向上をテーマにしたセミナー
には、経営指導員及び経営支援員、記帳指導職員も参加し支援能力の向上を図る。 

 

③ 熊本県が主催する「テーマ別（創業、経営革新、事業承継）人材育成専門講座」を経
営指導員、経営支援員は必ず受講し、それぞれの分野のエキスパートとなるようＯＪ

Ｔを通じて研鑽に努め資質の向上を図る。 

 

④ これらの研修で学んだことは、月例の職員研修会で発表し、職員全員で支援能力のノ
ウハウを共有する。 

 

⑤ 若手経営指導員の育成については、上記の研修に加えてベテラン経営指導員との同行
訪問を行い、ベテラン経営指導員の事業主に対しての話法、指導方法、情報の収集の

方法等の現場を見て学ぶとともに、若手経営指導員の経営指導方法についてアドバイ

スを行う。 
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⑥ 経営支援計画を専門家等とチームで策定する際は、若手経営指導員・経営支援員をメ
ンバーに加えてＯＪＴによる伴走型の支援能力向上を図る。 

 

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 
① 外部有識者（中小企業診断士、熊本県・八代市の商工振興担当者）による評価委員会を設
置し、事業年度終了毎に事業の実施状況、成果の評価を行う。 

 

② 評価委員会の評価結果を受けて、計画の見直しの方針を決定する。 
 

③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、会頭へ報告し、承認を受ける。 
 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果を八代商工会議所のホームページ（http://8246cci.or.jp）
で計画期間中公表する。 
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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 

（２７年８月現在）

（１）組織体制 

  経営発達支援事業は、中小企業相談所に属する１１名で実施する・ 

 

                        業務課 

                         業務課職員 ４名 

 

事務局長  

 

 

                        中小企業相談所・経営支援課 

                         経営指導員  ６名 

経営支援員  ４名 

記帳指導職員 １名 １１名 

 

 

 

 

（２）連絡先 

   熊本県八代市松江城町６番６号 

   八代商工会議所 中小企業相談所 

   電話 0965－32－6191 FAX 0965－34－1671 

   Web  http://8246cci.or.jp 

      Mail yatsushirocci@magma.jp 
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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 57,379 59,880 62,480 60,880 63,480

 

中小企業相談所 

 

商工振興助成費 

 

小規模持続的発

展事業 

 

異業種交流ネット

ワーク事業 

 

販売力強化支援

事業 

 

経営革新計画作

成支援事業 

 

地域資源等活用

チャレンジ支援

事業 

 

創業支援事業 

 

 

54,337 

 

1,100 

 

 

420 

 

 

450 

 

 

1,680 

 

 

639 

 

 

 

2,090 

 

 

 

 

55,000

1,100

500

450

1,680

650

－

500

55,500

1,100

500

450

1,680

650

2,100

500

56,000 

 

1,100 

 

 

500 

 

 

450 

 

 

1,680 

 

 

650 

 

 

 

－ 

 

500 

 

 

56,500

1,100

500

450

1,680

650

2,100

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 

会費収入、国庫補助金、熊本県補助金、八代市補助金 

 

 

（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 

連携する内容 

「『小規模事業者の経営の持続と発展の支援』と『地域の強みを活かした新ビジネス創出』によ

る八代地域の経済の再興」を目標に５カ年計画を作成し、地域経済の活性化と雇用の創出に寄与

できるよう目標の達成のために経営指導員と外部の専門家・支援機関と連携し支援を行う。 

連携者及びその役割 

 

連携機関 役割 住所 電話番号 

熊本県商工会議所連合会 

会長 田川憲生 

専門的な課題抽出、解決のための専

門家派遣 
熊本市中央区横紺屋町 10 

096－ 

354－6688 

熊本県よろず支援拠 

コーディネーター 鹿子木康 

経営計画策定のための相談会、専門

家派遣。特に売上の向上 
上益城郡上益城町田原 2081 

096－ 

286－1500 

中小企業基盤整備機構九州本部 

本部長 齋藤三 

専門的・高度な課題抽出・解決のため

の専門家派遣（農商工連携等） 
福岡市博多区祇園町 4-2 

092 

263-1500 

日本政策金融公庫八代支店 

支店長 内山圏志 

小規模事業者経営発達支援融資制

度、マル経協議会での連携 
八代市出町 4-17 

0965- 

32-5195 

熊本県信用保証協会八代支所 

所長 森勉 

金融・財務面からの支援ノウハウの共

有、連携支援 
八代市若草町 10-6 

0965－ 

33-2579 

八代市商工会 

会長 黒木計 

地域経済の課題を共有し、連携して

解決を図る。 
八代市鏡町内田 460-3 

0965－ 

52-8811 

熊本県事業引継ぎ支援センター 

コーディネーター 緒方幸夫 

廃業するもの、創業希望者のマッチン

グを連携して実施する。 
熊本市中央区横紺屋町 10 

096－ 

354－6688 
 

連携体制図等 

 

 

目標：八代地域の経済の再興

地域の強みを活かした新ビジネスの創出 

八代市内の 

小規模事業者 

創業・第二創業を

目指す事業者 

八代商工会議所 
目標達成のための伴走型支援 

連携機関とのコーディネート 

◆熊本県事業引継ぎ支援センター

廃業・創業のマッチング 

◆熊本県商工会議所連合会 

専門家派遣

小規模事業者の経営の持続・成長発展 

◆熊本県よろず支援拠点 

相談会・専門家派遣 

◆中小企業基盤整備機構 

高度な課題のための専門派遣 

◆日本政策金融公庫八代支店 

小規模事業者向け融資・マル経協議会

◆八代市商工会 

地域経済の課題を共同で解決 


