
経営発達支援計画の概要 
実施者名 水俣商工会議所（法人番号 7330005006589） 

実施期間  平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

 

水俣商工会議所は 

中長期的に小規模事業者数を維持し地域経済の推進を図るため、廃業による

小規模事業者の減少に歯止めをかけ、並びに創業による事業所増加支援を行

うため、 

１．既存事業所の持続的発展支援に対しての中核となります。 

２．創業支援に向けての積極的な情報発信・支援拠点となります。 

３．支援体制の整備を図ります。 

４．地元産品を活用しての地域ブランド化を推進します。 

 

事業内容 

 

１．地区内の各種経済動向の調査・分析・現状把握により小規模事業者の問

題点や課題を抽出分析し、販売戦略・商品開発等の支援をします。 

２．小規模事業者の強み弱みを明確に捉え、持続的発展を促すため経営分析

や需要動向調査を行い、ニーズに則した的確な指導方針の構築を行いま

す。 

３．小規模事業者の経営目標を達成するために、専門機関と連携し自称者に

対し伴走型の指導・助言を行います。 

４．事業計画策定後、確実に事業が実施されるよう伴走・フォローアップを

図ります。 

５．需要動向に則した事業計画を作成するため、商品・サービス等に対する

調査分析を行い事業者へフィードバックします。 

６．小規模事業者の販路開拓支援のため、商談会・展示会・ビジネスマッチ

ング・ＳＮＳ等を活用し支援します。 

７．既存事業を継続しつつ、事業者発展のための新たな企画を作成し、地域

力を高め地域経済の活性化を図ります。 

連絡先 

〒867-0042 

 熊本県水俣市大園町１－１１－５ 

 水俣商工会議所 中小企業相談所 

 相談所長兼指導課長 川添裕之 

 電話番号  ０９６６－６３－２１２８ 

 ＦＡＸ番号 ０９６６－６３－６４７４ 

 メールアドレス mail@minamata-cci.or.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 

 

Ⅰ 水俣市の地域資源等の概要 

 水俣市は熊本県の南端、鹿児島県との県境に位置し、北から北東にかけて葦北郡津奈

木町、芦北町、球磨郡球磨村、南から南東にかけては鹿児島県出水市、伊佐市に接して

おり、西は八代海（不知火海）に接している。 

 面積は 162.89 平方キロメートルで、東西に約 22 キロメートル、南北に約 14 キロメ

ートルとなっている。 

 不知火海を望むリアス式海岸の美しい湯の児海岸や、深緑に囲まれた湯出七滝、歴史

情緒あふれる温泉街等が存在する。 

また、水俣病を教訓に環境に対する住民の意識が非常に高く、23 種類の資源ごみ分別

リサイクルを住民が自らの手で行っている。 

 温暖な気候を活かし、デコポンやサラダ玉ねぎなどの農産物も豊富であり、チャンポ

ン・ハヤシソース・スイーツなどのグルメも目白押しであり、食を通しての街づくりを

精力的に行っている。 

 ・水俣チャンポン：市内の１５店舗の飲食店で「水俣チャンポン探求会」を組織し、

ご当地グルメとして認識してもらうよう、域外のイベントに出展

するなど積極的に活動を行っている。 

 ・みなまたスイーツ：市内には和菓子・洋菓子店が十数店舗あり、その中の１２店舗

で年 1回のイベント（スタンプラリー・婚活イベント等）を行っ

ている。 

 

図表 １ 水俣市の概要 

水俣市の概要水俣市の概要
熊本県の最南端

鹿児島県との県境に位置

面積 約１６３ｋ㎡

人口 約 ２７，０００人

世帯 約 １１，０００世帯

水俣川が一本の水系で完結する、
海、山、川の自然豊かな小都市

3

 
出典）水俣市資料、平成 22 年国勢調査 
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Ⅱ 水俣市の特徴 

①人口の推移 

  1956 年の 50,461 人をピークに減少が続いており、2015 年 5 月 30 日現在 26,065 人

となっている。このまま減少が続くと、2040 年には約 16,000 人まで減少すると試算

されている。 

 

出所：国勢調査
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図１ 人口推移と将来推計 

 

 

 ②年齢階層別（男女別）人口構成 

  男女ともに２０歳から２４歳の人口が１９歳以下の各年齢層よりも少なくなって

おり、大学進学や就職に伴って若年層が市外に流出していると推測される。また 2013

年８月１日現在の高齢化率は３２．３％となっている。 
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図２ 年齢階層別人口構成 
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 ③生産年齢人口の推移 

  地域の経済活動を支えている生産年齢人口は、1960 年代が約 29,000 人とピークで

あり、現在は約 15,000 人と半減している。 
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図３ 生産年齢人口の推移 

 

 ④管内商工業者数の推移 

  商業統計並びに経済センサスにおける当市の商工業者数は年々減少をしており、こ

の傾向は今後も継続するものと推測される。 

 

 
 

図４ 管内商工業者数の推移 

                            出所：総務省統計局統計データ 
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 ⑤産業別就業者数の推移 

  第一次・第二次産業では年々減少傾向が続いているが、第三次産業（商業・サービ

ス業）においては、ほとんど減少がない。この結果、当市における第三次産業の占め

る割合は増加しており、第三次産業が主体となっている。なお、第三次産業を見ると

小規模事業者は廃業等により事業所数は減少傾向にあるが、一方店舗は大型化する傾

向にあり、就業者数についてはパート等の臨時採用等による増加もあり、全体として

の減少幅が小さくなっているものと推測できる。 
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図４ 産業別就業者数の推移 

 

Ⅲ 水俣市の産業の変遷 

 ①製造業 

  2012 年の製造業（業種別）の出荷額をみると、「化学工業」が約 6 割を占め、つい

で「木材・木製品製造業」、「電気機械器具製造業」「プラスチック製品製造業」と、

ＪＮＣ関連の業種が中心となっている。 

出荷額全体の推移でみると、1998 年～2012 年の間において、430 億円程度～1000 億円

程度までとその年の状況により変動が激しい。      
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図５ 製造業（業種別）出荷額 
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図６ 製造品出荷額の推移 

 

 ②商業 

  小売業の売り場面積並びに販売額は減少傾向にあり、水俣市内中心部の販売額は

1998 年～2007 年の 10 年間で、約 50 億円小売販売額が減少している。Ⅱ-④において、

当市は第三次産業が主体であると述べたが、隣接する鹿児島県出水市のロードサイド

型店舗が集積している地区では、同じ 10 年間で約 85 億円販売額が増加しており、当

市の消費が市外に流出していると推測され、この流出による経済力の低下傾向は近年

さらに強まっているものと考えられる。 

      

 

水俣市中心部
49.9億円減少

出水市のロードサイド店集積地
84.8億円増加

出水市中心部
79.1億円減少

出所：平成23年度環境まちづくり推進事業概要報告書  
図７ 1998年から2007年の小売販売額の変化 

 

出典：水俣市産業振興戦略 2015（素案）価値総合研究所作成より抜粋
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 ③創業者の現状 

  当所における最近 6年間の、新規開業に伴う会員入会事業所は、平成 21 年度 3件、

平成 22 年度 5 件、平成 23 年度 8 件、平成 24 年度 7 件、平成 25 年度 3 件、平成 26

年度 5 件の合計 31 件であるが、内 7 件はすでに廃業を行っている。創業件数の増加

も今後の課題であるが、いかに事業を継続させるかが重要課題であると思われる。 

 

     
図８ 新規創業における会員入会事業所数の推移 

 

 ④後継者の現状 

 平成 26 年分確定申告時において、来所事業所に後継者の有無・今後の事業継続動向

についてのアンケートを行った。アンケート数 44 件の内、後継者がいるのは 9 件の

み（約 20％）であり、後継者がいない事業所は 35 件（約 80％）であった。また、後

継者がいない事業所においての今後の事業継続動向についての調査では、5 年以内の

廃業予定が 10 件、5年以降の廃業予定が 15 件と、後継者不在事業所 35 件中 25 件（約

71％）は廃業を計画している。この結果を踏まえると、今後 5年間において当市の事

業所が減少することは確実であると推測されるため、一日でも早い対策が必要である

と思われる。 

 
         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
図９ 事業後継者の有無              図 10 後継者不在事業所の廃業予定 
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Ⅳ 水俣商工会議所としての現状と課題 

  これまでは、税務指導・記帳指導・共済事業・地域イベント等が主な業務内容であ

ったが、地域ににぎわいを取り戻すため、食による街づくりとして、「はしご酒大会・

呑みの市」の実施、商工会議所が主催し有志の飲食店により設立した「こんまんまで

委員会」によるご当地グルメ開発等の事業を実施している。 

最近は、指導業務に注力するため、これまで以上に情報発信を行うことにより、経

営革新・小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金・業務改善助成金等の相談件

数が増加しているが、指導業務自体が手薄になっていることは否めない状況である。

原因として考えられるのが、事業内容の見直しを行わず、事業の取捨選択が行われ

ない中で、年々事業内容が増加し、それに対応する職員数の慢性的な不足により、相

談所職員が相談業務に専従することが非常に難しい状況にあることである。この状況

を改善するためには、これまでの事業内容を抜本的に見直しを行い、経営発達支援計

画の事業実施にシフトチェンジし、商工会議所の一般職員を含め、全職員による指導

体制を構築することが必要である。 

 

 

Ⅴ 経営発達支援に向けての目標と取り組み 

  人口減少・市外への消費の流出等による域内購買力の低下、既存事業所代表者の高

齢化並びに後継者不在による廃業事業所の増加、さらには創業事業者の廃業につなが

るケース等、上記のような深刻な課題を踏まえ、既存の事業者並びに新規創業者が当

市において事業を継続することができるよう【次世代までつながる企業作りと人材育

成】を理念とし、①商業・サービス業の魅力度向上、②創業支援による地域活性化、

③後継者不在事業所の魅力度向上、④後継者不在事業所の事業を引き継ぐ人材の掘り

起こし、⑤ブランド化による地域イメージの向上等を図ることにより、小規模事業者

数の減少に歯止めをかけ、現状維持ができるよう、水俣市・地域金融機関その他の支

援機関と連携し、伴走型の支援体制を構築し支援に取り組む。 

なお、上記の目標を達成していくためには、下記のような取り組みを強化してくこ

とが必要である。 

   

１．既存事業所の持続的発展支援に対しての中核となる 

企業育成においては、精神面・技術面の双方を支援するため①人材育成、②需要

調査（販路・売れ筋商品）、③販路支援（展示会・即売会）の各支援による販路開

拓・拡大を目標とする。 

そのため、行政・金融機関・専門家と連携を図り、常に情報の共有化に図り、様々

な課題に速やかに対応できるプラットフォーム体制を構築し、そのコーディネー

ター的な存在となって取り組んでいく。 

 

 ２．創業支援に向けての積極的な情報発信・支援拠点となる 

  当地域の課題となる、既存事業所代表者の高齢化・後継者不在による廃業による事

業所減少を解消し、地域全体の魅力を高めていくために、創業支援の指導体制とし

ての新たなプロジェクトチームを立ち上げて、創業者発掘・創業支援を行っていく。
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また、当所副会頭は、地域内の県立水俣高等学校の評議員にもなっており、連携が

取れる体制作りもすでに構築されている。そこで、教育現場と連携し、若年者に対

する創業意欲育成支援も積極的に行っていく。 

さらに、創業をするに当たっての情報提供支援・創業後の経営基礎力向上支援・【起

業・第二創業・事業承継】支援・女性の社会進出推進のための女性向け創業支援・

豊富な知識や経験を活かした創業を推進するため定年退職者向け創業支援を行い、

最終的にはチャレンジショップ運営支援を行うことで、確実な起業を目標とする。

 

 ３．支援体制の整備 

  上記 1並びに２の目標を実現するため、職員の資質向上等を積極的に行い、また、

これまで行っていなかった行政との創業支援連携のための体制作りを行う。 

 

４．地元産品を活用しての地域ブランド化の推進 

  水俣市には、温暖な気候を利用してデコポンやサラダ玉ねぎなどの農産物も豊富で

ある。デコポンについては、首都圏においては高級かんきつ類として流通している。

サラダ玉ねぎは、水分が多く辛味が非常に少ないため、水にさらさなくても食べら

れる玉ねぎである。そこで、この地域資源であるサラダ玉ねぎを活用し、平成２６

年度から、ハヤシライスソースのレトルト商品化を行っている。また、平成２５年

度より、水俣市内の有志の飲食店により「水俣のうまかもん街道」として、参加店

オリジナルのハヤシ料理を提供するイベントを行っている。今後もこのイベントを

継続しながら、サラダ玉ねぎを使用したレトルトハヤシソースを製造販売すること

で、「水俣ハヤシ」としてのブランド化を図り、水俣市＝ハヤシ料理として定着さ

せることで農商消（消費者）連携を図ることを目的とする。 

 

 

 上記の取組を強化することの成果としては事業者数の増加であり、今回の発達事業支

援計画では、下記の目標を設定した。 

 

 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

小規模事業者数 1,091 1,090 1,095 1,100 1,100 1,100 
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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２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日）

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1. 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
これまでは、日本商工会議所ＬＯＢＯ調査により地域内の経済動向調査を行って

いたが、調査結果を指導業務に対して活用ができていなかった。 

今後は、地区内の各種経済動向の調査・分析により、水俣市内経済の現状把握を

行い、小規模事業者の経営上の問題点や課題を抽出するための分析資料として活用す

ることにより、当所の小規模事業者への経営指導方針の明確化、経営相談時における

販売戦略・商品開発等の判断資料とするとともに事業計画策定のための基礎資料とし

て活用する  

 

 （事業内容） 

① 巡回指導による状況把握（既存事業の拡充） 
これまでは日本商工会議所のＬＯＢＯ調査を行ってきた。 

今後は、毎年１回全職員による、全会員（８５０会員）への巡回訪問によりアン

ケートを収集する。アンケート項目は、他地域との比較を容易にするため、日本

商工会議所ＬＯＢＯ調査と同項目に設定する。また、付帯事項として、持続的経

営に対しての課題・後継者の有無・人材育成に対しての要望、従業員として欲し

い人材像等も調査する。 

これまで、水俣商工会議所からの情報提供ツールである「商工だより」を発行し

ているが、会員への配布に際しては、全職員で担当事業所（1 人 50～70 件）が決

められており手配りでの配布を行っている。今回の全会員訪問に際しては、郵送

対象となっている遠方事業所（約 300 件）を新たに全職員に振り分け実施を行い

実施するものである。 

これまで実施してきた手配りでの情報提供という強みを活かし、アンケート回収

率９０％を目標に設定し実施する。 

また、調査結果は市内事業所に情報提供を行うとともに、当所経営指導員が経営

相談を行う際のデータとして活用する。また、ＨＰに記載することで会員以外の

事業所も確認できるようにする。 

≪アンケート主な調査項目≫ 

・売上高 ・採算 ・仕入単価 ・従業員 ・業況 ・資金繰り 

・持続的経営の課題 ・後継者 ・要望  等 

 

② 就職支援のための意識調査（新規事業） 
  水俣市の教育現場の実態は、小学校７校・中学校４校・高校１校となっている。 

  平成２６年度は３００人以上の高校生が卒業し、その内９６人が就職をしている。

  しかし、水俣・芦北地域への就職率は２６人（２９．１％）に留まっている現状で
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ある。理由として考えられるのは、地元企業の採用枠の人数もあるが、地元の企業

  情報を生徒たちにうまく伝えられていないことが原因のひとつと考えられる。 

 そこで、これまで実施したことがない、高等学校の教務主任・教頭・校長等を対象

とした、意識調査を実施することで、将来を担う若者を育成する教育現場としての

要望・課題等を収集し、また、学校側として欲しい事業所情報はどのようなものか

を確認する。 

収集分析結果に付いては、①で実施した事業所側の付帯調査結果を盛り込み、学校

側に情報提供を行い今後の生徒指導に活用することにより、地域での就職向上につ

ながる仕組みを構築する。 

③ 水俣地区金融懇談会の開催（既存事業の改善） 
これまでは、地域内の経済動向を把握するために、当所が主催者となって年 1 回

実施してきた。今後は、四半期ごと（年４回）に開催し、市内３金融機関・信用

保証協会・日本政策金融公庫との、融資状況並びに事業所情報の意見交換会を行

い、地域の経済動向について確認するとともに新たに当所で市内事業所における

課題・問題点を抽出・分析する。 

分析結果は、当所経営指導員が巡回・窓口での経営相談を行う際の基礎資料とす

る。また、各参画メンバーへフィードバックを行い、融資相談・経営相談を行う

際に活用する等地域の小規模事業者の支援に役立ててもらう。 

④ 商店街通行量調査の実施（新規事業） 
これまでは、商工会議所の事業として定期的な通行量調査を行っていなかったた

め、通行量の変動を数値で把握できなかった。 

今後は年１回の実施を行うことで、通行量の変動を数値化する。過去に実施した

データを基にし、当所で具体的な比較分析ができるよう調査項目・調査拠点は統

一したものとする。調査結果を分析し商店街等へ情報提供を行うことにより、商

店街活動の事業計画作成並びに賑わいづくりのための資料として活用し、当所経

営指導員が巡回・窓口相談を行う際の基礎資料とする。さらに、当所ＨＰで公表

することで、地域の小規模事業者の出店戦略等に活用する。 

⑤ 空き店舗調査の実施（新規事業） 
  これまでは、空き店舗が発生しても、その後の賃貸の意志・費用等についての調査

を行っていなかった。 

今後は、創業者支援の一環のため、当所で年 1 回空き店舗状況を調査し、賃貸の可

否・費用等を集計することで、創業予定者に対しての情報発信の基礎資料として活

用する。また、集計結果については当所ＨＰ上で公表し広く周知を図る。 

⑥ 市場情報評価ナビ（MieNa/ﾐｰﾅ）の活用（新規事業） 
㈱日本統計センター作成の【市場情報評価ナビ（MieNa/ﾐｰﾅ）】を活用し、エリアマ

ーケティングに必要な情報収集提供を行う。データ内容については、巡回指導・窓

口指導時の店舗周辺状況の提供、地域特性を「見える化」することで正確に認識す

る判断材料等、今後の持続的発展のために活用する。また、当所ＨＰに市場情報評

価ナビ（MieNa/ﾐｰﾅ）の情報を提供することで広く周知を図る。 
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（目標） 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

アンケート調査回収率 未実施 80％ 90％ 90％ 90％ 90％ 

巡回訪問件数 600 700 800 900 900 900 

就職支援のための意識調査検討会 未実施 1 1 1 1 1 

水俣地区金融懇談会 1 1 4 4 4 4 

商店街通行量調査 未実施 0 1 1 1 1 

空き店舗調査 未実施 0 1 1 1 1 
市場情報評価ナビ（MieNa/ﾐｰﾅ）情報提供件数 未実施 30 50 100 150 200 

 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
これまでは、金融支援の一環としての簡易的な財務分析は行っていたが、具体的

な経営戦略に活用できるような経営分析までは行っていなかった。 

今後は、小規模事業者の強み弱みを明確に捉え、持続的発展を促すため、経営指

導員による巡回・窓口相談・各種セミナーの実施・個別相談会の実施等により、参加

者アンケートを行い、経営分析が必要な小規模事業者を把握し、ニーズに則した的確

な指導方針の構築を行うものとし、商工会議所ネットワーク・よろず支援拠点等の専

門機関・エキスパートバンク等の専門家派遣制度を活用し、支援事業所に対しての指

導･助言を行う。 

 

（事業内容） 

① 経営分析対象者の掘り起こし（既存事業の改善） 
経営分析の対象となる事業所の掘り起こしを行うために、会員事業所・非会員事

業所を問わず積極的な情報発信による巡回・窓口相談並びに階層別等の各種セミナ

ーを通じて、経営分析対象者の掘り起しを行う。また、ＨＰ等で分析の必要性を周

知することで、非会員にも呼びかけを行い、事業所の掘り起こしを行っていく。さ

らに、小規模事業者の経営実態を把握するとともに経営分析の必要性の気づきにつ

なげ、対象事業所を掘り起こすためにアンケートを行う。 

アンケートの項目として、小規模事業者が抱えている課題、課題に対する具体的

改善内容に対する取組方針の有無、指導機関による経営指導の実績、経営分析につ

いての希望有無について行う。 

なお、アンケートについては、各種セミナー（事業計画書作成支援セミナー、経

営分析基礎セミナー、営業力養成セミナー、資金調達支援セミナー、事業承継セミ

ナー等）の参加者や巡回・窓口相談等の機会を通じて行う。 

② 分析項目・分析方法（既存事業の改善） 
財務分析・ＳＷＯＴ分析等の基礎的な部分については経営指導員が担当する。ま

た、今回の目標である商業・サービス業の魅力度を向上させるために、販売力・営

業力・技術力・設備能力等経営基盤に係る分析、商品構成分析、店舗レイアウト分

析・動線分析等店舗に係る分析を実施する。さらに、後継者不足等に悩む後継者育

成等の必要がある事業所に対し経営力強化支援を図るため、定着率・年齢構成・賃

金体系等人事・労務に係る分析を行う。 

高度で専門的な分析については、商工会議所ネットワーク、よろず支援拠点等の

専門機関、専門家派遣制度（エキスパートバンク・ミラサポ等）を活用する。 
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さらに、商品開発を行う小規模事業者に対しては、生産能力や設備衛生面等につ

いての分析を、上記専門家派遣制度を活用して行う。 

③ 分析結果の活用（既存の改善） 
分析結果については、小規模事業者が有する強み、弱み、需要動向調査、経済動

向調査を踏まえて経営課題の解決に活用する。また、経営指導員等の窓口相談、巡

回指導時に個別企業にフィードバックするとともに事業計画策定支援の基礎資料と

して活用する。 

④ 業種別の課題としてまとめる（新規事業） 
分析結果については、当所で業種別に経営課題としてまとめ、またさらに、業績

が好調な小規模事業者の要因（なぜ好調なのか、なぜ売上が伸びているのか）、業績

が伸び悩む事業所の課題（なぜ不振なのか、なぜ売れないのか）を把握し、消費流

出に悩む事業所、後継者に悩む事業所等の支援に際し成功するためのビジネスモデ

ルとして、経営指導員等の窓口相談、巡回指導時の個別相談等に活用する。 

また、当所ＨＰ上で公表し広く周知を図る。 

 

（目標） 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業所アンケート回収件数 未実施 50 75 100 100 100 

経営分析事業所件数 5 10 15 20 30 30 

分析結果情報提供件数 5 30 50 100 150 200 

 

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 これまでは、金融支援・補助金申請・創業・経営革新申請時において、事業計画

策定支援を行う等事案が発生した時に受動的に行ってきたが、恒常的な支援までは

行ってこなかった。 

今後は、小規模事業者にＰＤＣＡサイクルの仕組を導入し、計画的に経営目標を

達成するために、積極的に事業計画策定事業所の掘り起こしを行う。対象としては、

地域の経済動向調査並びに経営分析さらには需要動向調査において分析対象となっ

た事業所に対し、掘り起こしを行う。さらに、消費流出に悩む小売業者や経営者の

高齢化や後継者不足に悩む小規模事業者などについても、計画策定による経営力向

上のための支援を行う。必要に応じてよろず支援拠点等専門機関との連携・専門家

派遣制度等の活用を図りながら、事業者に対し伴走型の指導・助言を行うことによ

り、小規模事業者の持続的発展を目指す。 

 

（事業内容） 

① 経営指導員が行う窓口・巡回相談により、経営分析で抽出された経営課題を解決
するために、事業計画策定の必要がある小規模事業者の掘り起こしを行う。（継続

事業） 

② 経営者及び後継者向けセミナー及びセミナー後の個別相談会により、事業計画策
定の必要性を理解させることにより小規模事業者の掘り起こしを行う。（継続事

業） 

③ 事業計画策定を目指す事業者のほか、金融支援や補助金申請時における計画策定
支援を行う。特に消費流出に悩む小売業、経営者の高齢化や後継者不足に悩む小
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規模事業者などに対しては、事業計画策定による販路拡大支援も行う。なお、事

業計画策定に当たっては、職員間における指導項目の誤差を極力抑えるため、熊

本県作成の「経営支援プログラム」を活用する。（新規事業） 

④ 小規模事業者の資金調達を円滑にするため、日本生活金融公庫・国民生活事業が
貸付を行う「小規模事業者経営発達支援融資制度」の積極的な広報により、事業

計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしと持続的発展のための事業計画策定

支援並びに事業実施後のフォローアップを行う。（新規事業） 

⑤ 事業計画策定事業所については、当所会報に掲載することにより、事業計画未策
定事業所に対する、事業計画策定の意欲向上を図る。（既存事業の改善） 

⑥ 小規模事業者持続化補助金等で事業内容に革新性等が認められる場合は、経営革
新申請のための事業計画策定を支援する等、次のステップアップを図るための支

援を行う。【新規事業】 

⑦ 経営革新セミナー及び個別相談会を開催し、経営革新計画策定の支援を行い、経
営革新申請・認定までの伴走型支援を行う（新規事業） 

⑧ 創業者に対しては、現在立ち上げを検討中である「水俣市産業育成プラットフォ
ーム（仮称）」と連携し、創業セミナーを通じて、創業予備軍の発掘を図り、税務・

財務・商圏・ターゲット・競合先・事業計画・収支予算・販路拡大等、創業に対

しての知識の習得を図る。また、女性起業家・定年退職者の起業家の体験談もカ

リキュラムに組み込み、より実践的なセミナーに仕上げることで、積極的に操業

計画策定支援を行う。（新規事業） 

 

 

 

支援対象事業者

水俣市地域産業育成プラットフォーム構想の将来像

水俣商工会議所

●税務・財務指導
●個別経営指導
●事業計画策定支援
●経営革新計画策定支援
●専門家派遣
●小規模事業者支援計画

水俣市
●産業振興総括
●各種補助制度
●各種制度融資
●各種情報提供地域金融機関

●一般・制度融資
●特定目的政策融資
●販路開拓支援
●資金調達指導

国・県支援施策等の活用

1

㈱みなまた環境
テクノセンター

●産学官連携・事業化コー
ディネート
●案件発掘・事業化支援
●自主事業開発
●知識・アイデアシェア機能
・情報交換・共有の場
●ローカルコンサル

水俣市企業支援センター

●プラットフォーム窓口
●よろず相談（ワンストッ
プ相談窓口）
●案件発掘
●雇用促進支援
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（目標） 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定希望事業者掘り起こし 15 15 20 25 30 30 

経営支援プログラム作成件数 0 3 10 15 20 20 

各種補助金申請件数 15 15 20 20 20 20 

会報掲載事業所 1 4 8 8 8 8 

経営革新セミナー・相談会参加者 1 10 10 15 15 20 

経営革新計画認定件数 1 1 1 2 2 3 

創業セミナー開催 0 1 1 1 1 1 

 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
これまでは、事業計画策定後に経営上の課題が発生した時に出向くようなフォロー

を行っており、計画的なフォローアップは行っていなかった。 

今後は、事業計画策定後、小規模事業者がＰＤＣＡサイクルを廻しながら確実に事

業が実施され成果を高めるよう計画的にフォローアップを行うなど、積極的に小規

模事業者に対し伴走型支援に取り組みを行う。また、創業者に対しても計画的なフ

ォローアップを行い、円滑な事業運営が行えるよう丁寧なサポートを行う。 

 

（事業内容） 

① 事業計画策定後は、定期的（３ヶ月に１回）に巡回訪問し、計画内容の進捗状況

の確認を行い、経営課題の抽出とともに解決策に対して指導支援を行う。また、

必要に応じて専門家と連携を図りながら、事業者に対し伴走型の指導・助言を行

うことにより、小規模事業者の持続的発展を目指す。（新規事業） 

② 地域の特性としての、消費流出に悩む小売業、経営者の高齢化や後継者不足に悩
む小規模事業者に対しては、巡回頻度を高め（月 1 回程度）計画内容の進捗状況

の確認を行い、経営課題の抽出とともに解決策に対して指導支援を行う。また、

必要に応じて専門家と連携を図りながら、事業者に対し伴走型の指導・助言を行

うことにより、小規模事業者の持続的発展を目指す。（新規事業） 

③ 創業後 5 年未満の小規模事業者については、水俣市産業育成プラットフォームを
活用し、水俣市・金融機関・テクノセンター・支援センターと連携し、ハンズオ

ン的な支援体制をとり、計画的な支援を行う。（新規事業） 

④ 創業計画策定が終了した受講者に対し、チャレンジショップでの創業体験を行う
等実践的な支援を行うことでスムーズな創業につなげる。また、確実な創業に向

けて創業計画の見直し等のフォローアップを通じて、創業までの伴走型支援を充

実させる。（新規事業） 

⑤ 創業後は、当所会員親睦会並びに当所が主催するビジネス交流会への積極的参加
を促し、既存経営者との積極的な交流を支援することで、創業者の経営にとって

重要なネットワークづくりに役立てる。（新規事業） 

 

・会員親睦会：年 2回実施（5月下旬・9月下旬の土曜日）日中は会員親睦ゴルフ大会

を実施（毎回約 70 名の参加）、夜に会員親睦会として交流会（食事会）

を開催（毎回約 80 名の参加） 



１５ 
 

・ビジネス交流会：年 1回実施（10 月上旬の平日 18 時より）2部制となっており、第

1部は講演会（毎回約 100 名の参加）、講演会終了後第 2部として、

講師を交えての交流会（食事会）を開催（毎回約 100 名の参加）

 ※ほとんどが経営者であるため、情報交換の場として大いに活用されている。 

 

（目標） 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

フォローアップ巡回件数 10 30 30 30 30 30 

チャレンジショップ創業体験 0 0 1 2 2 2 

会員親睦会・ビジネス交流会参加者 150 200 200 200 200 200 

 

5. 需要動向調査に関すること【指針③】 
これまでは、新聞記事の確認、調査機関の情報確認にとどまり、有効的な活用を行

っていなかった。 

今後は、消費者ニーズが多様化・複雑化している中で小規模事業者の持続的な発展

に向けて支援していくためには、需要動向を把握し、積極的な情報提供が重要とな

ってくる。また、小規模事業者の経営目標を達成するためには、需要動向に則した

事業計画を策定する必要がある。そこで、提供する商品・サービスに関する需要動

向を把握し、商工会議所ネットワーク・よろず支援拠点・エキスパートバンク等の

専門家派遣制度を活用しながら調査分析を行い、結果については事業者への相談に

活用する。また、ＨＰ等を通じて地域の小規模事業者に情報提供を行う。 

なお、今回の動向調査については、当地域における製造業のほとんどがＪＮＣ関連

事業者であるため、商業に関連する調査項目中心で実施する。 

 

（事業内容） 

① 商店街来店者における需要動向調査（新規事業） 
年 1回、商店街への来店者に対する消費者アンケートを実施する 

 調査項目については、①性別、②年代、③住所地、④職種・業種、⑤商品（製品）

ごとの購入場所、⑥来店頻度、⑦不足業種、⑧交通手段、⑨魅力、⑩商店街に対す

る要望等を設定し現状把握を行う。 

  収集された回答を分析するために専門家を活用する。分析手法としてはニーズを

把握するとともに、地域外に流出している要因等を専門家を活用し探っていく。分

析結果（流出の原因となる商品魅力度・ニーズとのギャップ等）並びに活用方法を

積極的に商店街及び小規模事業者に情報発信を行い、消費者ニーズに対応する意欲

のある事業所の発掘を図る。 

② 全国における需要データ収集（新規事業） 
国、県、金融機関の需要動向、日経テレコンＰＯＳ情報、日経等の新聞を活用し、

全国における売れ筋商品等需要動向調査を収集し地域における需要動向と比較する

ことで、当地域における需要動向の特徴を把握する。なお、データ収集については、

職員の資質向上を図るため経営支援員が行うものとする。 

③ 需要動向調査結果の活用（新規事業） 
需要動向調査結果については、ＨＰ等に掲載し情報提供を行う。また、窓口指導、

巡回指導の個別相談時に商品構成の見直し、販促方法、ターゲット見直し等の売
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上拡大に向けて活用するとともに、事業計画策定支援の基礎資料としても活用す

る。 

（目標） 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

商店街需要動向調査開催回数 0 1 1 1 1 1 

新聞による情報収集（全６紙×200 日） 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

情報提供件数（需要動向） 0 100 150 200 250 300 

 

6. 新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
従来は、小規模事業者に対する販路開拓支援は、物産展の開催及び他地域である商

談会・展示会に関する広報活動に留まっていたため、参加者等は固定化の傾向があ

り、効果が薄いものになっていた。 

今後は、地域外からの流入人口の増加並びに消費者の地域外流出を抑制し、地域内

における資金循環の活性化（買い物は地元で）を図るため市内で開催される各種イ

ベント、熊本県内外において開催される商談会・展示会等への積極的な出展並びに

異業種ビジネスマッチング交流会等の開催を図ることによる新たな取引先確保・提

携先確保に向けた小規模事業者への販路開拓支援を行う。 

また、昨年度は【全国展開事業調査事業】の採択を受け、「食」をテーマに地域活性

化を図ることを目的に、食ビジネス創出プロジェクトの調査研究（①高齢者等の課

題抽出調査、②コミュニティキッチンに対する事業者のニーズ調査、③コミュニテ

ィキッチンの整備に関する課題整理とあり方検討、④コミュニティキッチン実現化

までのロードマップ作製）を実施した。今後は、調査結果を踏まえ、コミュニティ

キッチン整備における課題解決を図り、既存事業者の販路開拓支援並びに創業予定

者支援を行う。 

さらに、ＳＮＳ等の活用による積極的な情報発信を行い、商品・製品・サービス等

の認知度の向上を行い、販路開拓並びに拡大を支援する。 

 

※食ビジネス創出プロジェクト 

  社会構造変化（人口減少・少子高齢化）等の現在の水俣市において発生してい

る地域課題への対応策として、『食』をテーマに小規模事業者（既存事業者）・創

業希望者等を対象に、食品加工から販売までを行う担い手の育成と、ビジネス創

出のための支援につなげられる拠点等（コミュニティキッチン※仮称）の設置を

目的とする。 

 

※コミュニティキッチンに想定する機能 

  ①食のビジネス支援機能：食ビジネスに関する相談窓口 

  ②まちの台所・加工所機能：新商品（試作品）等開発の場支援 

  ③チャレンジショップ機能：新商品（試作品）のテストマーケティング機会提

供支援 

  ④シェアスペース機能：創業予定者・創業後まもない事業者向けシェアオフィ

ス機能 

  ⑤自主事業機能：食関連セミナー・人材育成事業、地産地消意識醸成事業 

          市内外の食関連事業者と生産者マッチング等 
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（事業内容） 

① 展示会・商談会における支援（既存事業の改善） 

熊本県内外において開催される商談会・ビジネスマッチングの情報提供を行う。

情報提供の方法としては、文書の配布並びにＨＰへの情報掲載を行い、当市の全

事業所への情報提供を行う。商談会・展示会への参加希望事業所については、事

前にヒアリングを行い、出展に際してのセールスポイントの整理や展示手法につ

いての支援を行うことで商談会・展示会での成約向上につなげる。また、展示会・

商談会への参加事業者については、専門家と連携し展示会・商談会の結果分析等

を行い、フィードバックを行う等継続的なフォローアップを行っていくことで販

路開拓につなげる。 

② みなまた物産展における支援(既存事業の改善) 

２日間で熊本県内外から約２万人を集客する【みなまた港フェスティバル】時に

開催する、【みなまた物産展】への小規模事業者の積極的な参加（出展）の呼びか

けを行う。小規模事業者の参加を通じて、出展事業者の実際の商品・サービスを

来場者へＰＲする機会につなげ、事業者の認知度向上を図ることにより、出店事

業所の実店舗売上増加に向けた販路開拓支援を行う。なお、参加する小規模事業

者については、商品の陳列方法、POP の書き方等の支援を行うことで来場者への印

象を高め、販路開拓につなげる。 

③ 広域ビジネスマッチング交流会における支援（既存事業の改善） 
ビジネス交流会の更なる充実を図るため、年 1 回近隣地域の商工会・商工会議所

との連携を図りお互いの地域の事業所が一堂に会する「広域ビジネスマッチング

交流会」を開催する。参加事業者が自社の商品・サービスのＰＲできる場を創出

することで、新たな取引先・提携先を見つける事による新商品開発並びに販路拡

大の支援を行う。また、交流会への参加事業者については、フォローアップとし

て専門家と連携し交流会結果の分析等のフィードバックを行う等継続的なフォロ

ーアップを行っていくことで販路開拓につなげる。 

④ 地域ブランド化推進における支援（既存事業の改善） 
地元食材としてブランドが確立されている「サラダたまねぎ（サラたまちゃん）」

を食材に使用し、平成２６年度から製造を開発した「水俣ハヤシソース」を地域

ブランドとするため、地域外の物産展等へ積極的な出店支援を行う。 

この「水俣ハヤシ」を地域ブランド化することで、市内店舗への客数増加の波及

効果を招き、飲食店の売り上げを増加させる効果が期待できる。そこで、【水俣の

うまかもん街道】の年２回の実施による認知度向上、並びに「水俣ハヤシソース」

の完成度を高めるため、①食材の見直し、②製造方法の見直し、③梱包方法の見

直し、④価格の見直し等を食の専門家と連携し支援を行う。 

また、完成品の販売促進のため、当所ＨＰにおける情報発信並びに各店での店頭

販売方法の指導等についても専門家と連携し支援を行う。 

さらに、水俣市の食文化を面的に捉え、新たに食による街づくりを行うため、既

に、認知度が高まっている「水俣チャンポン」並びに「水俣スイーツ」と連携し

総合的な食のイベントを実施する。 

これまでは、それぞれが独立した組織として活動しており、横のつながりを持つ

事が難しい状況にあった。そこで事務局機能を当所が担う事により、食に関連す
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る事業者の連携を図り、「食のまち水俣」としての地位確立を図り販路拡大支援に

つなげる。 

※水俣うまかもん街道とは、年に２回（春・秋）市内飲食店の有志により、地元

食材を活用した新作メニューを提供するイベント。このイベントを実施する事に

より、各参画店舗の認知度向上・集客アップを目指し実施。平成２７年度は「春

の陣・ハヤシ料理編」・「秋の陣・秘密の裏メニュー編」を実施。このイベントを

通じ、事業者間の連携が密になり、日常の営業活動においても情報交換等が積極

的に行われるなど、相乗効果が生まれている。 

 

 

 

 

 
       合同イベント 

の開催 

 

 

⑤ 全国展開事業の実施における支援（新規事業） 
全国展開事業調査結果を踏まえ、コミュニティキッチン整備における課題解決を

図り、既存事業からの改善計画構想を持つ飲食業関連経営者並びに地域内に出店

希望の飲食業関連創業予定者を対象とした支援策として 

●コミュニティキッチンの拠点作りに向けた具体的検証 

 市内飲食関連の空き店舗を調査し、食に関しての支援（相談窓口・共同加工

所・チャレンジショップ・シェアスペース等、拠点の機能そのものの検証を

含む（ハードプラスソフト））拠点として活用できるか検証を行う。 

   ●人材育成 

     参画事業者が主体性を持って様々なビジネスの革新に取り組み、且つ相互の

連携が促進されることによる域内消費の向上を目指す。一方、参画事業者自

身が中心的な役割を果たし、取り組みの効果を市内外へと波及させるため、

コアとなる人材の育成を行う。 

●新商品･新サービス開発に向けたビジネスプラン創出事業計画作成支援 

   事業構想はあるが、事業計画書として形（書面）になっていない事業者に対し、

ビジネスプランとして活用できるレベルまでの作成支援を行う。 

●地域内第 1次生産者との意見交換会の開催 

      地産地消を推進するため、地域内第１次生産者と意見交換会を行う事により、

地域産品の掘り起こしと活用推進のための支援を行う。 

●参画事業者の市民向け料理教室の開催による認知度向上支援 

     参画事業者による市民向け料理教室を年２回実施する事により、認知度向上

を図り、店舗での売上増加を図るための支援を行う。 

●ＳＮＳの活用による情報発信 

     事業における実施状況（新商品・新サービス情報、地産地消のための掘り起

こし食材情報、料理教室での指導状況等）を当所ＨＰ・ＳＮＳによりタイム

リーに情報発信を行う。 

水俣 
ハヤシ 

水俣   

チャンポン 

水俣 
スイーツ 

連携力

総合的イベント

による「食のま

ち水俣」として

の地位確立 
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●創業予定者への事業計画ビジネス化支援 

     創業予定者に対し商圏・顧客・競合店等の情報提供を行い、出店に最適な条

件等を洗い出し、確実な出店のための事業計画作成支援を行う。 

など、専門家と連携を図りながら小規模事業者への積極的な販路開拓支援を行う。

 
⑥ インターネット活用における支援 
ネット上での販路拡大支援策として、現在ネット販売を行っている事業所に対し

て、専門家を活用してネット販売上の課題を発見するとともに改善策を講じるこ

とで販売機会の確保につなげる。 

また、ホームページを保有していない小規模事業者に対しては、情報発信ツール

としてのＨＰ作成支援を専門家と連携し行っていく。 

また、当所が事務局を担う、「みなまた日和」という地域ポータルサイトがある。

【食べる飲む・泊まる・買う・遊ぶ・温泉・くらし生活】の 6 項目に分け、参画

希望の事業所を掲載し、事業情報の周知を行っている。しかし、掲載事業所の中

には、ホームページを保有していない小規模事業者も含まれ、情報の更新がされ

ていないのが現状である。そこで、情報発信支援のため、当所ＨＰ内に事業所掲

載ページを新設し、「みなまた日和」内の掲載事業所情報を当所ＨＰに移行するこ

とで、情報更新についての支援等を進め小規模事業者の販売機会の確保につなげ

る。（新規事業） 

（目標） 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

商談会・展示会案内 2 5 5 5 5 5 

みなまた物産展参加事業所 30 50 80 100 100 100 

ビジネスマッチング成約件数 0 3 10 10 10 10 

うまかもん街道参加事業所数 10 15 20 20 25 25 

食のまち水俣イベント回数 0 1 2 2 2 2 

ビジネスプラン創出事業計画作成 0 2 4 6 8 10 

料理教室開催 0 2 2 2 2 2 

ＨＰ作成等支援事業所数 1 5 10 10 15 15 



２０ 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  これまでの地域経済の活性化に対する取り組みに対しては、水俣市・水俣市商店会

連合会・水俣商工会議所においてイベントごとの委員会を立ち上げ内容の検討を行っ

ていたが、大きな内容の変化はなく、毎年の恒例イベントの実施にとどまっていた。

今後は、水俣市、一般社団法人みなまた観光物産協会、水俣市商店会連合会、水俣商

工会議所で組織する「地域活性化委員会（仮称）」を毎月１回開催し、地域の魅力を

踏まえた地域の活性化の方向性を検討する。 

  既存事業である「みなまた春まつり」「みなまた港フェスティバル」「恋龍祭」を継

続しつつ、地元事業所の発展のため、新たな企画を作成し、地域内の魅力を高めるこ

とによって来場者の増加により、地域経済の活性化を図る。 

  さらに、創業者予備軍の創出を図るために、学校現場での起業家育成講座・経営講

座など若年者向けの支援の充実を図ることにより地域経済の活性化に繋げる。 

（事業内容） 

① 中元・歳末大売出しの実施（新規事業） 
  ２００２年の歳末売出しを最後に中断していた売り出し事業を、平成２７年度の歳

末売出しより復活させる。実施に際しては市内７つの商店街を中心に、広く周知し

事業を実施する。担当委員会となる商業振興委員会において、行政と連携し事業の

方向性を検討し、より多くの参加事業所の募集を行う。 

② 飲食業活性化“健闘”委員会「こんまんまで委員会」の充実（既存事業の改善） 
  サラダ玉ねぎ等の地元産品を活用し「水俣ハヤシ」レトルトソースを平成２６年度

に製造販売を行った。地域内での６次産業化を図るため、食材調達・製造・封入・

販売が地域内で完結するよう地元業者と連携し事業推進を図る。また、商品のレベ

ルアップを図りブランド力を維持するため、生産者・消費者・製造者を委員会メン

バーに組み込み、ブラッシュアップを図っていくことで、地域ブランド化につなげ

ていく。 

③ 食のイベントにおけるスタンプラリーの実施（新規事業） 
 こんまんまで委員会が実施している【水俣のうまかもん街道】時に、参加店舗

をめぐるスタンプラリーを実施する。これは過去に行った【水俣のうまかもん街

道】における消費者アンケートにおいて、開催に対しての要望に対応するもので

ある。また、このスタンプラリーについては、水俣チャンポン・水俣スイーツと

連携を図り事業の充実を図っていく。 

・水俣のうまかもん街道 

   平成２５年度からサラダ玉ねぎの収穫時期に合わせ、年に 1 回春に開催してい

る。（約 1ヶ月） 

   平成２６年度から、参加店舗１３店により、サラダ玉ねぎを使用したオリジナル

の【ハヤシ料理】のうまかもん街道を実施。期間中はアンケートを収集し、次回

商品開発における基礎資料としている。また、アンケートへの回答者には抽選で

賞品（サラダ玉ねぎ詰め合わせ・レトルトハヤシ等）を送っている。 

④ 婚活の実施（既存事業の改善） 
   当所青年部主体による「街コン」を平成２４年度から実施している。男女各２０

名程度を募集し、班分けを行い飲食店を２店舗ずつ回り懇談をしてもらう。２店舗

回った後は、水俣商工会議所へ戻り、全員で飲みながら懇談・告白タイムの流れで
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事業を行っている。しかしながら、「街コン」は町の賑わい創出も含んでいるため、

ただ飲食店をめぐり交流をするだけでは、なかなか男女間の連帯感が生まれず、カ

ップルの成立という成果が生まれていない。 

今後は男女間の連帯感を生むため共同体験型のイベント（ボウリング・バーベキュ

ー等）を行いカップルの成立を目指す。独身の若者に活力が戻り事業の後継者を存

在させるためには、結婚し子孫を残すことが不可欠である。そのため行政・婚活コ

ンサルタント等と連携し事業の充実を図る。 

⑤ 市内各学校への事業内容説明（新規事業） 
   将来の担い手である生徒たちが、将来において就職や起業をするためには、様々

な情報が必要である。学校教育の場において早い時期に人材育成教育を行うこと

で、将来の選択枝が増える。そのため、平成２８年度以降の総合学習に、この人材

育成授業を盛り込んでもらうよう、事業内容の説明を早い時期に行う。 

⑥ 市内各学校への出前授業の実施（既存事業の改善） 
学生の起業意識を高めるために市内各学校への経営者の出前授業を行う。出前授

業を行うことで、就学時の起業家教育・経済教育を通じ、将来の創業者発掘を行う。

⑦ ビジネスコンテストの実施（新規事業の改善） 
出前授業終了後に、高校生を対象とした「ビジネスプランコンテスト」を実施す

る。当市における起業プランを実際に作成させることで、将来を担う若者に対する

起業家教育を充実させ、将来の創業者発掘を図る。 

 

（目標） 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

中元・歳末売り出し参加店舗数 0 50 100 100 100 100 

検討委員会の開催 6 6 10 10 10 10 

街コン参加者（年１回開催） 20 40 40 40 40 40 

学校への出前授業 2 2 3 4 5 6 

ビジネスコンテストの開催 0 0 1 1 1 1 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

   これまで、他の支援機関との連携においては、指導事案が生じた場合において、

経営指導員が情報を有する相談支援先に対し連携を図るという状況であり、支援機

関の広がりが乏しかった。 

また、事業者からの日常業務的（金融・税務・経理等）な相談案件の対応を優先

していたため、事業者の経営状況改善に対しての指導が手薄になっていた。 

今後は、小規模事業者に対する経営発達支援事業を効果的に推進するために、こ

れまで以上に各関係先と連携を取りながら意見交換を図っていく。 

当市において地域経済の活性化並びに持続的発展を推進するためには創業・後継

者育成が不可欠である。そのためには、「水俣市産業育成プラットフォーム」との連

携が重要であり、四半期に 1 回会議を設け、各機関の活動状況・指導関与先の状況

等について情報共有を行う。 

また、学校現場と連携し意見交換会を年 1 回行うことで、早い段階からの経営教
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育が徹底され、起業家育成の一翼を担うものであると考える。 

既存事業所の後継者育成等の専門的分野については、専門家と連携し適切な指導

並びに事業情報の発信を行い、最終的には事業承継がスムーズに行われるよう支援

を行っていく。（新規事業） 

 

  想定される連携先 

①熊本県及び県の関連機関（補助金・専門家派遣） 

 ・補助金申請、事業計画書策定指導 

②熊本県商工会議所連合会（専門家派遣） 

 ・事業計画書策定、販路開拓、分析等各種専門家派遣による指導 

③水俣市産業育成プラットフォーム（創業者の掘り起こし） 

 ・四半期に 1回会議を開催 

④市内小学校・中学校・高等学校（出前授業） 

 ・年に 1回意見交換会の開催、出前授業の開催 

⑤熊本県事業引継ぎセンター（事業承継） 

 ・持続的発展のための指導、後継者発掘等 

⑥市内金融機関・日本政策金融公庫（金融支援） 

 ・各種金融支援、金融懇談会（年 4回）における情報交換 

⑦よろず支援拠点（専門家） 

 ・補助金申請、事業計画書策定、分析等各種指導 

 

２．経営指導員等の資質の向上等に関すること 

  ①熊本県商工会議所連合会が主催する経営指導員研修（一般研修・特別研修）並び

に経営支援員研修に一般職員も参加させる。全職員の資質の向上と支援ノウハウ

の取得並びに他の商工会議所職員との交流による人脈形成を促進する（既存事業

の改善） 

② 地域特性としての課題である消費流出に悩む小売業に対しての対策として、個
店の魅力度アップに必要な知識を習得するため、中小企業大学校にて開講する

企業経営・経営戦略研修・販売・マーケティング・商品開発研修等に年１回以

上全職員を参加させ、専門的知識の習得を図り商工会議所全体のレベルアップ

を図る。（既存事業の改善） 

 ③各職員が参加し取得した知識は、毎月１回・２時間の定例勉強会実施することに

より、研修内容伝達による情報の共有化を図る。（既存事業の改善） 

 ④専門家派遣による指導時には、経営指導員のほかに支援員や一般職員を１名同伴

させることによるＯＪＴ研修を行い、支援員・一般職員の資質の向上を図り即戦

力となるよう養成していく。（既存事業所の改善） 

⑤経営営指導員の能力向上・維持を図るため、日本商工会議所ＷＥＢ研修を継続的

に受講する。また、個々のレベルアップを図るため公的資格の取得を推進する。

（既存事業の改善） 

⑥ 本県が平成 27 年度に実施した専門研修【創業・経営革新・事業承継：各 7時間
×5日間】を経営指導員が修了した。今後は専門性を向上させるため、経営指導員

によるＯＪＴにより全職員のレベルアップを図る。（新規事業） 
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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 

 本経営発達支援計画の遂行状況把握のため、以下の方法により評価・検証を行う。

① ＣＣＩ役員（数名）、外部有識者（地元金融機関、行政の中小企業支援担当課長、
中小企業診断士等）による評価委員会を平成 28 年度に設置し、年２回開催するこ

とでＰＤＣＡサイクルの手法を活用し実施状況・事業に対する成果の評価・見直し

案の提示を行う。（新規事業） 

②当所正副会頭会議に報告を行い、上記①の状況を踏まえての事業評価・方針を決定

する。（新規事業） 

③年度終了後、上記②の事業評価・方針を常議員・監事に報告する。（新規事業） 

④事業の成果・評価・見直しの結果をホームページ（http://www.minamata-cci.or.jp）

で計画期間中公表する。（新規事業） 
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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 28 年 1 月現在）

（１）組織体制 

   当所事務局長を事業統括マネージャー、中小企業相談所長兼指導課長を事業推進

リーダーとし、中小企業相談所全職員を事業推進スタッフとして、全職員一丸とな

って事業の推進に当たる。 

 

  事務局長 → 事業統括マネージャー 

     

  中小企業相談所長兼指導課長（経営指導員） → 事業推進リーダー 

 

 

  事業推進スタッフ（事業推進リーダー含む） 

   経営指導員３名、経営支援員３名、記帳指導職員１名、 

 

 

 

  事務局体制 

 

   事務局長 １名 

   中小企業相談所長兼指導課長（経営指導員） 

   金融課長（経営指導員） 

   振興課長（経営指導員） 以上経営指導員３名 

   経営支援員 ３名 

   記帳指導職員 １名  

    計   ８名 

 

 

（２）連絡先 

   名称    水俣商工会議所 中小企業相談所 

   住所    〒867-0042 熊本県水俣市大園町１－１１－５ 

   電話番号  ０９６６－６３－２１２８ 

   ＦＡＸ番号 ０９６６－６３－６４７４ 

   E-mail      mail@minamata-cci.or.jp 

      HP アドレス http://www.minamata-cci.or.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） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 5,140 5,240 5,540 5,540 5,540

 

小規模企業対策事業費 

 

①講習会開催費 

②金融指導費 

③通行量調査事業費 

④空き店舗調査事業費 

⑤部会会議開催事業費 

⑥会報発行費 

⑦ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ運営費 

⑧ビジネス交流会事業費 

⑨商店街来街者調査費 

⑩商談会出店関連費 

⑪食のイベント開催費 

⑫第 1次生産者意見交換会 

⑬料理教室 

⑭ＨＰ整備事業費 

⑮売り出し事業費 

⑯地域ブランド推進費 

⑰ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ事業費 

⑱街コン事業費 

⑲ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾝﾃｽﾄ事業費 

 

 

5,140

400

300

300

100

100

640

500

100

100

500

100

200

100

1,000

300

200

200

5,240

400

300

300

100

100

640

500

100

100

500

100

200

100

1,000

300

200

200

100

 

5,540

400

300

300

100

100

640

300

500

100

100

500

100

200

100

1,000

300

200

200

100

 

5,540 

 

400 

300 

300 

100 

100 

640 

300 

500 

100 

100 

500 

100 

200 

100 

1,000 

300 

200 

200 

100 

 

5,540

400

300

300

100

100

640

300

500

100

100

500

100

200

100

1,000

300

200

200

100

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

 会費、事業収入、国補助金、熊本県補助金、水俣市補助金、水俣市事業委託費 

 手数料収入、雑収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

  連携内容：地区内の各種経済動向を調査・分析の連携 

  連携先：水俣市、熊本県商工会議所連合会、よろず支援拠点、各金融機関、水俣市商店会連合会、

熊本県立水俣高等学校 

 

２．経営状況の分析に関すること 

  連携内容：経営分析結果により強み弱みを捉え、的確な指導方針を示すための連携 

  連携先：水俣市、熊本県商工会議所連合会、よろず支援拠点、各金融機関、㈱日本統計センター

 

３．事業計画策定支援に関すること 

  連携内容：小規模事業者の経営目標達成のための指導助言のための連携 

  連携先：熊本県、水俣市、水俣市産業育成プラットフォーム、熊本県商工会議所連合会、よろず

支援拠点、各金融機関 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  連携内容：計画策定後、成果を高められるよう計画的なフォローアップを行うための連携 

  連携先：水俣市、水俣市産業育成プラットフォーム、熊本県商工会議所連合会、よろず支援拠点、

各金融機関 

 

５．需要動向調査に関すること 

  連携内容：需要動向の把握・分析・情報発信を行うための連携 

  連携先：熊本県、水俣市、各金融機関、熊本県商工会議所連合会、よろず支援拠点 

 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

  連携内容：地域外流出を抑え、販路開拓支援による地域活性化のための連携 

  連携先：熊本県、水俣市、熊本県商工会議所連合会、よろず支援拠点、ＪＡあしきた水俣基幹支

所、水俣チャンポン探求会、スイーツの街づくり実行委員会 

 

７．地域経済の活性化に資する取り組み 

  連携内容：地域イベントの取り組み 

  連携先：水俣市、一般社団法人みなまた観光物産協会、水俣市商店会連合会、ＪＡあしきた水俣

基幹支所、水俣チャンポン探求会、スイーツの街づくり実行委員会、市内各学校 

 

８．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 

  連携内容：情報交換 

  連携先：熊本県、県の関連機関、水俣市産業育成プラットフォーム、市内各学校、熊本県商工会

議所連合会、よろず支援拠点、各金融機関 

 

９．経営指導員等の資質の向上等に関すること 

  連携者：熊本県、日本商工会議所、熊本県商工会議所連合会、中小企業大学校 

 

10．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 

  連携者：熊本県、水俣市、各金融機関、中小企業診断士 
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連携者及びその役割 

連携者  水俣市 市長 西田弘志 

     水俣市教育委員会 教育長 吉本哲裕 

住 所  〒867-0011 熊本県水俣市陣内 1-1-1 

電話番号 0966-61-1629（経済観光課） 

役 割  ・調査資料の提供、閲覧及び助言 

     ・商店街空き店舗情報提供、空き店舗補助金、調査、分析及び情報提供 

     ・各小中学校への情報提供及び助言 

     ・若年者教育受け入れ 

      

連携者  水俣高校 事務長 濱田敏彦 

住 所  〒867-0063 熊本県水俣市洗切町 11-1 

電話番号 0966-63-1285 

役 割  ・学校現場の情報提供及び助言 

     ・若年者教育の受け入れ 

     ・ビジネスコンテスト実施に対する情報提供及び助言 

 

連携者  中小企業庁 長官 豊永厚志 

住 所  〒100-8912 東京都千代田区霞ヶ関１丁目 31-1 

電話番号 03-3501-1511 

役 割  ・ミラサポによる専門家派遣 

 

連携者  熊本県よろず支援拠点 コーディネーター 鹿子木康 

住 所  〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原 2081-10 

電話番号 096-286-3355 

役 割  ・各種支援事業の指導及び助言 

     ・事業計画の指導及び助言 

      

連携者  熊本県商工会議所連合会 会長 田川憲生 

住 所  〒860-8547 熊本県熊本市中央区横紺屋町 10 

電話番号 096-354-6688 

役 割  ・エキスパートバンクによる専門家派遣   

     ・事業計画の指導及び助言 

     ・展示会、商談会の情報提供及び出店支援 

     ・経営指導員研修の開催及び情報交換 

 

連携者  本郷経営研究所 中小企業診断士 本郷誠 

住 所  〒862-0913 熊本県東区尾ノ上 2丁目 20-1-802 

電話番号 096-365-3573 

役 割  ・各種支援事業の指導及び助言 

     ・事業計画の指導及び助言 

     ・経営発達支援計画に対する助言 
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連携者  日本政策金融公庫八代支店（国民生活事業） 支店長 鎌田輝雄 

住 所  〒866-0857 熊本県八代市出町 4-17 

電話番号 0965-32-5195 

役 割  ・事業実施に伴う金融支援 

     ・創業計画の指導及び助言 

     ・金融制度支援事業の情報提供及び助言 

     ・経済情勢の情報提供及び助言 

 

連携先  ㈱肥後銀行水俣支店 支店長 中野貴之 

住 所  〒867-0043 熊本県水俣市大黒町 1-1-36 

電話番号 0966-63-3101 

役 割  ・事業実施に伴う金融支援 

・創業計画の指導及び助言 

     ・金融制度支援事業の情報提供及び助言 

     ・経済情勢の情報提供及び助言 

     ・水俣市管内での創業者等情報提供及び助言 

 

連携先  ㈱熊本銀行水俣支店 支店長 平野泉 

住 所  〒867-0066 熊本県水俣市古賀町 1-2-5 

電話番号 0966-63-3171 

役 割  ・事業実施に伴う金融支援 

・創業計画の指導及び助言 

     ・金融制度支援事業の情報提供及び助言 

     ・経済情勢の情報提供及び助言 

     ・水俣市管内での創業者等情報提供及び助言 

 

連携先  熊本中央信用金庫水俣支店 支店長 上野義行 

住 所  〒867-0065 熊本県水俣市浜町 1-1-1 

電話番号 0966-63-3131 

役 割  ・事業実施に伴う金融支援 

・創業計画の指導及び助言 

     ・金融制度支援事業の情報提供及び助言 

     ・経済情勢の情報提供及び助言 

     ・水俣市管内での創業者等情報提供及び助言 

 

連携先  ㈱みなまた環境テクノセンター・水俣市企業支援センター  

     所長 本山浩二 

住 所  〒867-0068 熊本県水俣市浜松町 5-98 

電話番号 0966-62-06396 

役 割  ・創業計画の指導及び助言 

     ・経済情勢の情報提供及び助言 

     ・水俣市管内での創業者等情報提供及び助言 



２９ 
 

連携先  中小企業大学校人吉校 校長 美野洋二 

住 所  〒868-0021 熊本県人吉市鬼木町梢山 1769-1 

電話番号 0966-23-6800 

役 割  ・各種研修会によるスキルアップ 

 

連携先  水俣市商店会連合会 会長 木村一男 

住 所  〒867-0042 熊本県水俣市大園町 1-11-5 

電話番号 0966-63-2788 

役 割  ・商店街活性化の情報提供及び助言 

     ・各種イベントへの参画 

     ・職場体験学習の受け入れに対する情報提供及び助言 

 

連携先  水俣チャンポン探求会 会長 荒瀬茂尚 

住 所  〒867-0042 熊本県水俣市大園町 1-11-5 

電話番号 0966-62-2890 

役 割  ・食の街づくりに対しての情報提供及び助言 

 

連携先  水俣スイーツ実行委員会 会長 鬼塚憲之 

住 所  〒867-0049 熊本県水俣市百間町 2-1-6 

電話番号 0966-62-2611 

役 割  ・食の街づくりに対しての情報提供及び助言 

 

連携先  ＪＡあしきた水俣基幹支所 支所長 丸山一三 

住 所  〒867-0065 熊本県水俣市浜町 2-5-17 

電話番号 0966-63-2148 

役 割  ・ブランド商品製造に伴う情報提供及び助言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



３０ 
 

連携体制図等 

 

【次世代までつながる企業作りと人材育成】のための連携体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者

相
談

 
水俣商工会議

所 

情報提供・創業支援： 

水俣市・テクノセンター・企業支援センタ
調査・分析：熊本県・関連機関

専門家派遣：中小企業庁 

・よろず支援拠点 

専門家派遣・指導員研修： 

熊本県商工会議所連合会 
金融支援：各金融機関 

地域活性化事業：水俣市商店会連合

会 

       水俣チャンポン探

出前授業：市内各学校

農商消連携： 

ＪＡあしきた水俣基幹支所 

職員研修：中小企業大学校人吉

計画策定助言：中小企業診断

伴
走
型
支
援


