
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
上天草市商工会（法人番号 7330005008362） 

上天草市（地方公共団体コード 432121） 

実施期間 令和３年４月１日～令和７年３月３１日 

目  標 

経営発達支援事業の目標 

（１）戦略的マーケティングに基づく、基幹産業である観光産業の振興支援 

（２）ブランド力強化と発信で生活支援産業（商業・工業・運輸業）の振興支援  

（３）経営力強化支援で、活力ある小規模事業者の育成  

（４）人材確保、人材育成で、持続的発展に向けた事業承継支援  

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の活用や景気動向を調査し実態を把握する。 

２．経営状況の分析に関すること 

・経営分析を行う事業者を発掘し、経営状況分析を行う 

３．事業計画策定支援に関すること 

・「事業計画策定セミナー」の開催等による事業計画の策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること  

・事業計画の進捗状況を把握し、実現に向けた新たな方策の支援 

・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 

５．需要動向調査に関すること 

   ・観光客等来街者の需要動向調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・販路開拓、販売促進支援（観光産業または生活支援産業） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

７．地域経済の活性化に資する取組に関すること  

・上天草市地域活性化協議会の開催（年２回） 

・展示即売会「特産品祭り」（隔年開催） 

・農産品・水産物やその加工品のブランド化  

・地元就職や高齢者、女性、外国人の活用支援による定着率向上支援 

連絡先 

上天草市商工会 

〒861-6102 熊本県上天草市松島町合津４２７６番地８２５ 

TEL：0969-56-0244 ／ FAX：0969-56-1949 

E-mail：kamiamakusashoko@honey.ocn.ne.jp 

上天草市経済振興部 産業政策課 

〒869-3602 熊本県上天草市大矢野町上１５１４番地 

TEL：0964-56-1111 ／ FAX：0969-56-5107 

E-mail：sangyo@city.kamiamakusa.lg.jp 
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図表３ 上天草市の年齢階層別人口の推移（国勢調査結果より） 

   

 

（３）高齢化率 

 国勢調査結果の年齢階層別構成比から 65 歳以上高齢者の比率（高齢化率）をみると、昭和 55 年

（1980）は総人口の 14.2％だったものが、平成 27 年（2015）には 37.5％となり、20 ポイント以上

も高くなっている。 

 このように、上天草市は、急激な人口減のなかで少子化を反映した１世帯当たり人口の減少と高齢

化率の上昇という状況に直面している。 

このような状況のもと、平成 31 年（2019）３月に上天草市が策定した「上天草市第２次総合計画

後期基本計画」では、「平成 35 年（2023）度に 25,000 人以上を目指す」という人口目標を掲げてい

る。基本計画では、「人口減少への取組は、全国的な課題となっており、上天草市のみでの取組では対

応できない側面がある。そこで、人口減少をネガティブにとらえるのでなく、そこに住む人たちが          

『これからも住み続けていきたい』という取組を進

めていく必要がある」としている。 

少子高齢化と過疎化が年々進む上天草市では、天

草の持つ独自の自然・文化・歴史という観光資源を生

かしつつ、新たな地域振興・産業開発にどう取り組む

かが大きな課題となっている。 
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３ 上天草市の産業の現状と課題 

 

（１） 産業構造 

総務省・経済産業省が都道府県及び市区町村に委託して行われた平成 26 年経済センサス調査（図

表４参照）によると、上天草市の事業所数は 1,692 事業所で従業員総数は 10,071 人だった。 

図表４ 上天草市の事業所数と従業員数（平成 26 年経済センサス調査より） 
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事業所が最も多いのは「卸売、小売業」418、次いで「建設業」210、「生活関連サービス業、娯楽

業」176、「宿泊業、飲食サービス業」163 などの順。従業員数は、「卸売、小売業」1,780、「医療、福

祉」1,487、「製造業」1,334、「宿泊業、飲食サービス業」1,312 などの順となった。 

上天草市の産業別就労人口（図表５参照）は、平成 27 年（2015）で第１次産業 1,558 人（構成比

12.9％）、第２次産業 2,526 人（構成比 21.0％）、第３次産業 7,954 人（構成比 66.1％）となり、第３

次産業が全体の７割近くを占めている。平成 27 年の就労人口を対平成 17 年比でみると第１次産業

76.2％、第２次産業 72.3％、第３次産業 89.8％で、全産業で減少している。 

図表５ 上天草市の産業別就労人口の推移（国勢調査より） 

 

 

 熊本県統計協会まとめによる上天草市の市内総生産額の推移（図表６参照）によると、平成 26 年

（2014）度の総生産額は 751 億 2,200 万円で、平成 19 年（2007）度に比べて、27 億 3,500 万円の

減少となっている。 

図表６ 上天草市の市内総生産額の推移（熊本県統計協会より） 
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 上天草市では第３次産業の比率が７割近くを占めており、中心となっているのが「卸売業、小売業」、

「生活関連サービス業、娯楽業」、「宿泊業、飲食サービス業」である。就労人口については、第１次

産業、第２次産業、第３次産業とも減少しているものの、市内総生産額は微減傾向となっている。 

 

（２） 上天草市の産業の現状 

ア 観光関連産業の現状 

上天草市経済振興部観光おもてなし課まとめによる平成 30 年（2018）の上天草市の観光総入込客

は、186 万 7,433 人で前年より 23 万 5,896 人の増加。前年比は 114.5％となり、熊本地震前の観光入

込客を上回った。（図表７参照） 

 総入込客のうち、宿泊者は 26 万 5,159 人で 2 万 5,324 人の増加。前年比は 110.6％だった。また、

宿泊客のうち、外国人宿泊者は 8,242 人で前年より 1,775 人の増加。前年比は 127.4％だった。 

 総入込客のうち、日帰り観光客は 160 万 2,274 人で前年より 21 万 572 人の増加。前年比は 115.1％

だった。 

図表７ 上天草市の観光入込客数の現状（上天草市経済振興部より） 

 

 

 平成 30 年の上天草市の観光消費額は、132 億 8,440 万 607 円で前年より 18 億 7,979 万 2,653 円の

増加。前年比 116.5％となった。（図表８参照） 

 このように、上天草市における観光総入込客、観光消費額とも平成 30 年には熊本地震のダメージ

から回復している。 

図表８ 上天草市の観光消費額の現状（上天草市経済振興部より） 

 

  

イ 地域産業の現状 

 上天草市の製造業事業所数は、平成 20 年（2008）の 64 件から減少傾向にあり、平成 26 年は 52

件となっている。従業員数については、平成 20 年の 1,318 人が平成 26 年（2014）には 1,071 人に減

少。また、製造品出荷額については、平成 20 年の約 123 億円が平成 26 には約 105.1 億円に減少して
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いる。（図表９参照） 

図表９ 上天草市の製造業事業所数と従業員数の推移（熊本県工業統計調査及び経済センサ

ス活動調査より） 

 

 

上天草市の農業総生産額は、平成 20 年（2008）には約 123 億円だったが、平成 26 年（2014）に

は約 105 億円となり、約 18 億円減少している。（図表 10 参照） 

図表 10 上天草市の農業総生産額の推移（熊本県市町村所得統計より） 

 

 

上天草市の水産業総生産額は、平成 20 年（2008）には約 24 億円だったが、平成 26 年（2014）に

は約 30 億円となり、約 6 億円の増加となっている。（図表 11 参照） 

図表 11 上天草市の水産業総生産額の推移（熊本県市町村所得統計より） 

 

 

 上天草市の林業総生産額は、平成 20 年（2008）には約 1.6 億円だったが、平成 26 年（2014）には

約 1.9 億円へと増加している。森林面積は、7,629ｈａ（うち民有林面積 7,360ｈａ）あり、森林整備

や木材の利用は、熊本県、天草管内市町及び天草地域の森林・林業・木材産業団体と連携している。

（図表 12 参照） 

図表 12 上天草市の林業総生産額の推移（熊本県市町村所得統計より） 

 

 

 このほか、第３セクターが経営する直売所「上天草物産館さんぱーる」では、上天草市産の農水産

物を主な販売品目としており、開館した平成 12 年（2000）度の来客数は年間 154,769 人だったが、

平成 27 年（2015）度には年間 571,762 人まで増加した。売上高は平成 12 度の年間 1.8 億円が、平成

27 年度には年間 7.6 億円まで増えている。 

 また、「上天草物産館さんぱーる」は、平成 27 年（2015）４月に国土交通省の「道の駅」に登録さ

れたことで知名度が向上し、今後も来客数の増加が見込まれている。 

 なお、上天草市では平成 24 年（2012）12 月から光ファイバーでの超高速ブロードバンド環境が整

い、今後ＩＴ産業の誘致も期待できる。 





１０ 

 

イ 地域産業の課題 

製造業の事業所数、従業員数、製造品出荷額は年々減少しており、製造業全体の活力が低下してい

る。施設・設備の老朽化が進んでいる企業の生産効率化への取組や設備更新を進めるとともに、技術

力を持った人材の確保・育成を図る必要がある。 

また、豊富な農林水産物をもとに、地域資源を生かした「６次産業化」への取組とともに新たな特

産品や高付加価値商品の開発が課題となっている。 

漁業分野については、担い手の高齢化とともに就業者数の減少がみられる。海面養殖業は、養殖技

術の進歩と養殖エリアの拡大で生産額は確保されているものの、安定的な生産と供給で食品製造業を

支えるためにも、技術革新と担い手の確保によって事業を継続・発展させる必要がある。 

このように、農林水産業者と商工業者が手を携える「農商工連携」推進のためにも、あらゆる業界

の振興のためにも、生産設備面のみならず担い手の確保・育成等、人手不足を改善する環境整備が重

要となっている。 

 

 

（４） 上天草市第２次総合計画 

上天草市が平成 26 年（2014）に策定した第２次総合計画では、基本目標として「子ども、若者、

お年寄りが住みよい『活力』『誇り』『安心』に満ちたまちの実現」を掲げて、５年間の取組みを進め

てきた。さらに、平成 31 年（2019）３月からは上天草市第２次総合計画後期基本計画として、それ

までの前期基本計画を推進するなかで明らかになった課題を検証し、平成 35 年（令和５年、2023）

までの５年間で取組むべき新たな目標を定めている。 

 後期基本計画での「基本構想」では、将来の人口目標として「平成 35 年度に人口 25,000 人以上を

目指す」とし、「人口減少をネガティブにとらえずに、そこに住んでいる市民が今後も住み続けたいと

思うような取組みも進めていく必要があることから、新たに『本市がすみやすい』と思う市民の数（毎

年 60％以上）を新たな指標として加えます」としている。 

 その中で、まちづくりの戦略目標として、次の９の項目を掲げている。 

①観光需要と観光消費を拡大する～観光ブランドを発揮する「産業」づくり～ 

②農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する～売れるブランド産品・加工商品開発による

「産業」づくり～ 

③地域の産業・企業の再生・育成により雇用を生む～地域の産業・企業の多様な可能性を創造する

「産業」づくり～ 

④地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる～未来を築く元気な「人(子ども)づくり」～ 

⑤心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる～生涯いきいき元気な「人(市民)づくり」～ 

⑥多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる～スポーツ・文化を通じた郷土を愛する「人」

づくり～ 

⑦高齢化社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる～安心・快適に暮らせる「地域」づくり～ 

⑧自然志向・健康志向の都市住民の定住を促進する～新たな定住を促進する「地域」づくり～ 

⑨自然環境を守り、美しい景観をつくる～美しい海と緑のある「地域」づくり～ 

 以上、今後取り組むべき課題とそれぞれ年度目標の実現に向けて事業展開を進めている。 
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４）商工会のこれまでの取り組みと今後の体制 

 

（１）商工会の現状  

 

・会員数（年度末） 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

法定会員 ９８７ ９７４ ９５６ ９３９ ９１５ 

定款会員 ２８ ２８ ２７ ２７ ２７ 

特別会員 １２ １４ １４ １４ １４ 

合  計 １，０２７ １，０１６ ９９７ ９８０ ９５６ 

 

・創業・廃業の状況 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

創 業 ４ ５ ４ ４ ２ 

廃 業 １４ ２４ １６ １６ ２７ 

事業承継 １ ０ ３ ９ ９ 

 

 

（２）経営改善普及事業の実績（申請数） 

 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

持続化補助金 ５６ １４ １０５ ２２ １１ 

経営革新計画 ０ ０ １ １ ７ 

ものづくり ０ ０ ３ ０ ３ 

 

 

（３）今後の体制 

 

  令和２年（2020年）度以降、新しい職員設置基準により、本会は経営指導員が１名減少

の５名に、経営支援員も１名減少の８名になる予定である。 

  また、合併（４商工会）により本所での統括業務等を行う為、実際に業務へ携われる指 

導員は４名であり、各指導員も支所業務を兼任している。 

 

 

 

 

 

 

 



１２ 

 

 経営発達支援事業の目標 

５ 経営発達支援事業の取り組み  

 

（１）長期的な振興のあり方 

ア 今後 10 年の期間を見据えて 

海、山、食、キリシタン文化の観光資源にあふれ、農林水産業・観光関連産業が盛んである特性

を活かして、交流人口を拡大させ外貨を獲得することを基本戦略とする。地域の基幹産業である観

光関連産業、食品製造業を中心として、積極的な販路開拓やブランド化を実現する。さらに上天草

市に特徴的な海運業や建設業の生産性アップとその波及効果で地域に好循環をもたらすことを目

指す。一方で、深刻化している人材不足の解決に向け、人材の確保と定着のノウハウを学ぶ場の提

供、事業承継支援等に注力していく。 

イ 上天草市総合計画との連動性、整合性 

上天草市総合計画では、まちづくりの戦略目標に、観光需要と観光消費を拡大する～観光ブラン

ド力を発揮する「産業」づくり、農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する～売れるブラ

ンド産品・加工商品開発による「産業」づくり、地域の産業・企業の再生・育成により雇用を生む

～地域の産業・企業の多様な可能性を創造する「産業」づくり、という３つの「産業」関連目標を

掲げており、本会の中長期的目標と高い整合性・連動性を有する。 

ウ 商工会の役割 

金融・税務・労働面でのサポートのみならず、創業支援、経営力の強化、経営の革新等、小規模

事業者に寄り添った伴走型支援を行う。行政をはじめ、地域の各種団体や機関、商工業者との連携

を密にし、地域経済の課題抽出や解決支援を行い、「消費者等の声」を事業者へフィードバックする

ことで、地域と地域事業者の持続的発展を推進する役割を担う。 

 

（２）本計画の目標 

ア 戦略的マーケティングに基づく、基幹産業である観光産業の振興支援 

【着地型観光商品の充実】 

・官民連携した観光戦略づくり 

・市場分析・競合分析に基づいた観光コースづくり 

・地域資源を活用した土産物等、付加価値商品の開発 

【観光商品・サービスの販売促進支援】 

・web 発信力の強化（HP、SNS 活用支援） 

・多言語化、インバウンド対応支援 

・イベント等による販売促進の機会創出 

・周辺市町村との地域外連携による販売促進支援 

イ ブランド力の強化と発信で、生活支援産業（商業・工業・運輸業）の振興支援  

【商品開発支援】 

・農水商工連携・6 次化を拡大させた商品開発支援 

・顧客視点での商品力強化 

【販売促進・販路開拓支援】 
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・工業関連の販路開拓支援 

・輸出支援 

・回遊性アップのための販促ツール制作・イベント支援 

【生産体制・事業体制の強化】 

・設備投資、新技術導入支援 

・農水商工連携視点による、仕入れ市場の安定化支援 

・地域の経済動向調査 

・産学官連携支援 

ウ 経営力強化支援で、活力ある小規模事業者の育成  

・事業計画策定支援 

・経営力、収益性向上のための専門家派遣支援 

・新規事業展開、情報提供、先進地事例視察等の支援 

・創業支援（調査データ等の提供、経営計画作成、マッチング支援等） 

・キャッシュレス化対応 

・経営革新認定申請支援 

・補助金申請支援 

・指導員のスキルアップによる、支援力の向上 

エ 人材確保、人材育成で、持続的発展に向けた事業承継支援  

【人材確保支援】 

・新卒・中途労働者の確保支援 

・高齢者や女性の活用 

・外国人労働者の活用 

・シェアリングエコノミー的人材の活用 

・定着率向上のための雇用環境改善 

【事業承継支援】 

・リーダー人材の育成 

・後継者育成、事業承継の支援 

 

（３）目標達成に向けた方針 

上記の目標を達成する為の小規模事業者への取り組み方針は以下の通り。 

ア 経営力の強化  

・経済動向調査・需要動向調査等により外部環境を把握 

・経営課題と支援ニ―ズの明確化 

  ・経営分析に基づく目標設定と経営計画作成 

  ・フォローアップ、成果の確認 

イ 商品力の強化  

・需要動向調査等に基づき高付加価値商品の開発や既存商品の高付加価値化を支援 

・農水商工連携・６次化を進め、商品開発や加工の効率的分業化を支援 

ウ 販売力の強化  

・展示会、商談会など、需要開拓の機会創出 
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エ 地域経済の活性化 

・産学官連携の取り組み 

・地域連携、地域経営の視点 

オ 支援力の強化  

・金融機関や他の関係団体との連携強化 

・商工会内部体制・組織の整備 

・経営指導員等の資質向上 

 

目標を達成するためにＰＤＣＡを回しながら確実に成果を出していけるよう、地域内外

との連携強化を図り、情報の共有化を図りながら、小規模事業者の持続的発展を見据え

た支援を行っていく。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    



１５ 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

Ⅰ 経営発達支援事業の実施期間 

令和２年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

 

Ⅱ 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）現状と課題 

経営環境情報については、これまで日経テレコンを活用し、全国ＰＯＳデータを参照しなが

ら収集した情報や、巡回時やセミナー開催時のアンケート調査やヒアリング調査、また、九州

各地の観光協会や天草四郎観光協会、地域経済団体と連携して情報収集をしていたが、ビッグ

データ等を活用した専門的な分析が出来ていなかったため、改善した上で実施する。 

（２）事業内容 

① 国が提供するビッグデータの活用 

経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用した地域の経済動向分析を行

い、年１回公表する。また、ビッグデータに加え、上天草市や日本政策金融公庫、地方経済総

合研究所等が公表する調査データも参考に総合的な分析を行う。 

   【分析手法】 

・「地域経済循環マップ・生産分析」 → 地域経済の全体像、何で稼いでいるか等を分析 

・「まちづくりマップ・From-to 分析」→ 滞在人口や流入人口の動き等を分析 

・「産業構造マップ」→地域の産業の現状等を分析 

・観光マップ→目的地・宿泊施設・外国人観光客等の動向を把握 

⇒ 上記を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

② 管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握 

全国商工会連合会が行う「小規模企業景気動向調査」を活用し、管内小規模事業者の景気動向

等について、年４回調査・分析を行う。 

(ｱ)調査対象 管内小規模事業者 １５ 社 

（製造業、建設業、卸小売業、観光サービス業、海運業から ３社ずつ） 

(ｲ)調査項目 売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

(ｳ)調査手法 事前に調査票を配布しておき、経営指導員が巡回時に回収する。 

内容が足りない点は、巡回時に聞き取りを行う 

(ｴ)分析手法 全国商工会連合会による業種ごとの調査分析を活用し、必要に応じて外部専門 

家と連携して分析を行う 

 

（３）成果の活用 

ア 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。 

イ 経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 
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（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①公表回数 ― 1回 1回 1回 1回 1回 

②公表回数 ― １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

第一次当事業で目標に掲げた観光関連産業及び生活関連産業分野の重点小規模事業者を主な対

象として、金融機関の融資申請や公的補助事業への申請時に、事業面や財務面などから経営状況分

析を基に、問題・課題の把握とその解決策を見出し、経営計画等の策定支援等を行ってきた。しか

し、時間的余裕も経営分析等に関するノウハウも持ち合わせていない小規模事業者は多く、経営状

況の分析支援はまだまだ充足しているとは言えない。 

 

（２）事業内容 

 

  ア 経営分析を行う事業者の発掘 

「経営分析セミナーの開催」や「巡回・窓口相談を介した掘り起こし」を行う。セミナーの募集方

法はＨＰに掲載して、また簡易チラシを作成してＬＩＮＥで登録会員にメール送信する。 

 

  イ 経営分析の内容 

【分析の項目と手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の「経営計画つくるくん」 

等のソフトを活用し、経営指導員等が分析を行う。 

(ｱ)財務分析等財務ＤＤ 

≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

・収益性・安定性・将来性等についての経営指標との比較分析 

・製造業・建設業に関しては製造原価の把握と原価率や生産性等の分析 など 

(ｲ)事業ＤＤ 

・経営資源や経営機能の強み・弱み等内部経営環境 

・経営動向や競合状況分析等外部経営環境 など 

≪ＳＷＯＴ 分析≫強み、弱み、脅威、機会 等 

【対象事業者の掘り起し】 

・経営指導員等による巡回や、金融相談等で窓口へ来られる事業者の中から事業計画策定の対象と

なる観光関連産業等の小規模事業者をピックアップする。 

・経営指導員及び経営支援員の相談業務やセミナー（事業計画、６次産業の販路開拓）等によりピ

ックアップした分析の対象となる小規模事業者の経営状況等を把握し、専門知識を有する県連エ

キスパート事業登録のコーディネーターと連携することで取扱商品、売上目標、販売促進費用、
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労務面・収益等の項目を元に、上記の分析項目等の経営分析を行う。【指針①】 

ウ 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。 

 

エ 目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①開催件数 ２回 ２回 ２回 ３回 ３回 ３回 

②経営分析件数 ３０件 ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

限られた経営資源をどこに集中して投じる必要があるのか明確な裏付けのないままに、経営者や

担当者等の経験と勘による経営が行われることで、売上や生産性の低下、そして金融機関からの信

頼獲得が困難になっている。そのような小規模事業者に対するこれまでの支援取り組みは、金融機

関の融資申請と公的補助事業への申請時に、経営計画の策定支援を行う程度で実施しているもの

の、事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していないため、セミナー開催方法を見直すなど、

改善が必要である。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識変化

を促すことは容易でない。そこで、「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫するなどして、

前項で事業分析を行った事業者の８割程度／年の事業計画策定を目指す。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、実現可能性が高いものを選定し、事業

計画の策定につなげていく。 

 

（３）事業内容 

ア 事業計画策定セミナーの開催 

(ｱ)対  象  事業分析を行った事業者等（創業者等を含む） 

(ｲ)募集方法  経営指導員等による巡回時に案内する。 

イ 事業計画の策定支援 

(ｱ)支援対象  事業分析を行った事業者等 

(ｲ)手段・手法 事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、産学 

官連携の可能性や外部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく。 

(ｳ)経営状況の分析結果や需要動向調査、地域の経済動向調査等に基づいた事業計画策定支援 

(ｴ)営業戦略・生産戦略・資本戦略の構築と売上計画・生産計画・資金計画、収支計画等の策定支援 
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（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画策定件数 ２４件 ４８件 ４８件 ４８件 ４８件 ４８件 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること  

 

（１）現状と課題 

これまで実施しているものの、不定期であったり訪問回数が少ないために支援が不十分だった点

を、改善した上で実施する。事業計画策定支援を行った事業所に対して、計画の進捗状況を把握し

ていくことの重要性を理解していただき、状況に応じた計画の変更や、計画実現に向けての新たな

方策について支援を行っていく必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画策定の後、策定した事業計画の進捗状況を確認するとともに、売上、利益等の経営指標

の推移を把握するためのフォローアップを実施する。 

 

（３）支援内容 

・事業計画の進捗状況の把握 

・事業計画実現に向けた新たな方策（設備投資、新技術導入、先進地事例視察等）の支援 

・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 

・ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金申請のための事業計画策定を支援する。 

 

（４）支援手段・方法 

・対象は、事業計画を策定した全ての事業者 

・事業計画の進捗状況等にはよるが、フォローアップ頻度は概ね四ヶ月に一度を基本に設定する。

ただし、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合には、他

支所等の経営指導員等や外部専門家など第三者の視点を投入し、当該ズレの発生要因及び今後の

対応方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更等を行う。状況に応じて再計画支援や資金繰

り等課題への対策について支援を行っていく。 

・事業計画策定後に、国・県・市、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、商工会連合会の広報、巡回訪問時、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。 

・必要に応じて専門家の派遣等を活用する 
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（５）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

支援対象事業所数 ２４社 ４８社  ４８社 ４８社 ４８社 ４８社 

頻度（延数） ９６回 １４４回 １４４回 １４４回 １４４回 １４４回 

売上３％以上の 

増加事業者数 

― ２０社  ２０社  ２０社 ２０社  ２０社 

利益率１％以上の 

増加事業者数 

―  ２０社  ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

 

 

５．需要動向調査に関すること 

  

（１）現状と課題 

これまで実施しているものの、常に新商品が開発され観光施設のリニューアルも目白押しである

から、定期的に調査を行う必要がある。アンケートは商品や施設ごとにカスタマイズした上で実施

する。 

 

（２）事業内容 

   ア 観光客等来街者の需要動向調査 

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」として世界遺産に登録された天草市の﨑津集落。また世界

遺産に登録された「九州・山口の近代化産業遺跡群」の一つである宇城市三角町の三角西港。この

２つの世界遺産に囲まれ、かつ日本ジオパーク構想に認定された「天草ジオパーク」に位置する上

天草市においては、国内外からの観光客を増加させたいと考える中で、宿泊・飲食・物販・お土産

品業者等、観光サービス関連事業者に対して、来訪者が何を望んでいるのか。また、更なる知名度

の向上を図るには何が必要であるのかを調査し、その結果を事業者に提供して改善を図る。 

(ｱ)調査目的 

国・県・市による各種統計等により把握できない上天草市内の「観光産業」の需要等実態を把

握、今後の地域経済の活性化に資する取組み等に活用する。 

(ｲ)調査項目 

・「観光産業」の実態調査 

・商圏調査・分析、市場調査・分析 

・観光客ニーズ・ＣＳ動向調査 

・商品・サービスの認知度、購入実績（一回あたりの購入数量・購入金額、頻度など）、購入者

属性（年齢、性別、世帯種別、居住地域など）など 

(ｳ)調査手法 

・観光協会と連携して、ホテルや旅館、観光施設利用者に対し、アンケート調査を行い、需要
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の動向を把握する。 

・上天草市と連携して、県外客のニーズを把握するため福岡等での観光 PR 活動と併せて、観

光産業に関する調査を行う。 

(ｴ)分析結果の活用 

・分析結果は、経営指導員等が当該観光関連事業者に直接説明する形でフィードバックし、更

なる改善等を行う。 

(ｵ)活用方法 

・調査で得られた結果を、例えば「女子旅」のニーズや FIT（外国人個人観光客）のニーズな

ど個別具体的に分析し、その結果を事業者や連携する各種団体（あまくさ四郎観光協会や熊

本県観光連盟等）と共有することで、今後の商品開発や販売促進や販路開拓等の戦略づくり

に役立てる。 

・個別に該当業種の事業者へ情報を提供し、各事業者において販路開拓に向けて対策を行う。 

・調査で得られた結果を当所ホームページにて情報提供する。 

(ｶ)実施者 

・経営指導員及び経営支援員。必要に応じて専門家を活用する。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①調査回数  ― １回 ― １回 ― １回 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

これまで実施しているものの、展示会出展の事前・事後のフォローが不十分であったため、 

農商工連携と６次化の成果を出すことを目指し、改善した上で実施する。 

 

（２）事業内容 

  ア 支援項目 

(ｱ)販路開拓、販売促進支援として、これまでに開発した商品の 

ブラッシュアップを行い、上天草ブランド承認を増やす。 

(ｲ) 販路開拓等のための商談会等の情報提供及び出展支援 

(ｳ) 商品・サービスの情報発信(web 活用支援) 

(ｴ) 外国人観光客受入等のための情報提供及び支援 

イ 支援手段 

(ｱ)商工会連合会主催「くまもと物産フェア」(毎年 11 月開催・来場者 2 万 5000 名)への出店 

(ｲ)セミナー参加者（１０社程度）を対象とした業者との販路開拓商談会 

(ｳ)上天草市が出展する商談会への支援 

・出展先は毎年検討し変更となるが、元年度に上天草市で出展する商談会は以下のとおり 
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① ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ（幕張メッセ：出店者 2 千社、来場者数 88 千名） 

② FoodStyle2019 福岡（マリンメッセ福岡：出展者 500 社、来場者数 13 千名） 

※出展内容の実績は 2018 年度分 

※以上の商談会でのプレゼンテーションが効果的になるよう事前研修を行うとともに、事後に

は、名刺交換した商談相手へのアプローチ支援など、商談成立に向けた実効性のある支援を

行う。 

(ｴ)ポータルサイト「マルシェ上天草」、メルマガ 

(ｵ)ＳＮＳ(ソーシャルネットワーキングサービス)の活用 

(ｶ)生産者とバイヤーの商談、マッチングの場を提供 

(ｷ)上天草市６次産業化担当部署と上天草市ブランド推進協議会が有する商品販路の情報提供 

※農産品・水産物やその加工品のブランド化については、商品のブラッシュアップに加えて、生

産現場で生産加工体験ができる仕組み構築に向けて支援する。グリーンツーリズム、エコツー

リズム、ブルーツーリズムのカラフルツーリズムを旅行商品として創出し、それらをブランド

化することによって集客・にぎわいにつなぐ。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①物産フェア 

出展事業者 

５社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

売上額／社 10 万円 10万円 10万円 10万円 10 万円 10万円 

②セミナー参加者 

商談会 

４社 ４社 ４社 ４社 ４社 ４社 

商談成立件数 １件 ２件 ２件 ３件 ３件 ３件 

 

７．地域経済の活性化に資する取組に関すること  

 

（１）現状と課題 

これまで、上天草市と一体で祭りやイベントを行っているが、一過性には集客があるが年間を

通じた集客ではないという課題があった。そこで、上天草市、天草四郎観光協会、ＪＡあまくさ、

ＪＦあまくさ、関連事業所との「上天草地区活性化会議」を定期的に開催し、今後の地域活性化

の方向性を検討してきたが、まだまだ不十分と言える。 

（これまでの取り組み事業） 

①天草パールラインマラソン 

②キララ祭 サンライズウォーク 

③菜の花ウォーク 

④天草五橋祭 

⑤ＯＮＳＥＮガストロノミーウォーキング 
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（２）事業内容 

  ア 上天草市地域活性化協議会の開催（年２回） 

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、上天草市の活

性化等を協議するため、上天草市、天草四郎観光協会、ＪＡあまくさ、ＪＦ天草、関連事業所な

どの関係者が一同に参画する協議会を定期的に開催し、地域の活性化の方向性やにぎわいの創出

等について検討する。 商工会は、協議会の事務局を担うとともに、「６次産業化部会」の中心的

な役割を果たしていく。また、上天草のファンづくり、リピーターづくりのために、上天草市産

業政策課・観光おもてなし課、天草四郎観光協会、ＪＡあまくさ、ＪＦあまくさ、地区内小規模

事業者と連携して展示即売会「特産品祭り」を開催する（令和 3 年度より隔年開催）。10 社／回

程度の参加を見込む。 

イ 若者の地元就職、ＵIJターンを促進するための支援 

合同会社説明会等の情報提供や求人手法のセミナー（一般・高校生向け・年 2回）を行う。 

・天草地域合同企業説明会（年２回：７月、２月） 

・上天草市主催による企業説明会（年１回：８月） 

ウ 高齢者、女性、外国人の活用支援  

高齢者や女性、外国人人材活用のためのノウハウや仕組みづくりを学ぶセミナー（年１回）を開

催する。また、特定技能枠の外国人人材受入機関設立準備に向けて支援する。 

エ 定着率向上、雇用環境改善支援 

定着率の向上と人手不足解消のためには、雇用環境の改善に加え、大都市圏で注目されつつある

副業・兼業人材の活用も可能性がある。特に、成長・拡大を志向する中小事業者における中核人

材の不足感は顕著。地域経済の更なる成長を図る上でも、中核人材の確保を戦略的に進めるため

に、副業・兼業等を行う「中核人材」と地域企業をマッチングし、「中核人材」の発掘・確保・定

着までを一括して支援する「スキルシェアリングプログラム」実施を経済産業局等と協力して支

援する。地域の社会保険労務士協会等と連携し、働き方改革に対応する雇用環境改善に関するセ

ミナー等(年 1 回)を開催する。 

オ 事業承継支援  

リーダー人材育成のためのセミナーや、地方銀行等が開催する後継者支援、事業承継支援のセミ

ナー情報を発信する。 

カ 上記「（１）現状と課題これまでの事業」については、取組状況を検証・評価し、改善しながら

継続的に取り組んでいく。 

 

 

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 

 

（１）現状と課題 

上天草にて金融関連機関と連携、天草地区にて商工会・商工会議所の連携のほか、県連の勉強会、

情報交換会には進んで参加している。今後も引き続き定期的な連携会議に参加し、支援ノウハウ

修得のすそ野をひろげていきたい。 
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（２）事業内容 

ア 金融機関との情報交換 

上天草市域の肥後銀行、熊本銀行、天草信用金庫、熊本県信用組合や日本政策金融公庫・熊本県

信用保証協会等を対象とする「金融懇談会」を実施している。最新の経済動向等を把握するとと

もに、参加者相互の支援ノウハウ等の交換を行い、より一層の向上に努める。（年１回） 

イ 税務支援団体等の情報交換 

天草税務署・南九州税理士会天草支部との税務指導懇談会に参画し、円滑な税務指導のための情

報・意見交換を実施する。（隔年開催） 

ウ 小規模事業者支援団体等との情報交換 

(ｱ)上天草市商工会、天草市商工会、苓北町商工会、本渡商工会議所、牛深商工会議所の職員が集

まる「経営指導員会議」においても情報交換の時間を新設し、支援ノウハウ、支援の現状、今

後の小規模事業者の支援方法について情報交換を行う。（年２回） 

(ｲ)熊本県商工会連合会主催の情報交換会に経営指導員を参加させ、全国連からの最新情報の吸

収、他地区職員との情報交換に努めている。特に、支援ノウハウ、支援の現状、地区内小規模

事業者の新たな需要の開拓を進める支援方法についての情報交換に注力している。（年２回） 

(ｳ)県連エキスパートバンク事業登録専門家等と連携し、上天草市域の小規模事業者ニーズに対応

した支援体制を確立していく。 

 

 

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 

外部講習会等には定期的に順番に指導員が受講しているが、学んだことを共有する仕組みが足り

ない。情報とノウハウ共有の機会を作るだけでなく、仕組みとして機能させるようにする。  

 

（２）事業内容  

ア 外部講習会等の積極的活用 

全国商工会連合会が主催する研修に参加。また、県連合会が主催する「経営革新セミナー」や中

小企業大学校の主催する研修に経営指導員が年間１回以上参加することで、売上げや利益を確保

することを重視した支援能力の向上を図る。熊本県中小企業診断士協会主催の講座を受講し、経

営革新概論、販売・マーケティング計画の作成、法務面の知識、労務管理、経営革新計画の作成、

創業計画書作成及び創業支援のポイント、事業承継に必要な法律知識並びに税務知識等の習得を

目指していく 

イ ＯＪＴ制度の導入 

支援経験の豊富な経営指導員と一般職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。日常業務において、若手経営指導員とベテラン経営指導員とがチームで小規模事業者を支援

すること等を通じて、小規模事業者の利益の確保へつなげる。上司や先輩が部下や後輩に対し具

体的な仕事を通じて仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・計画的・継続的に指導

し、修得させる（ＯＪＴ）ことにより伴走型の支援能力の向上を図る。 



２４ 

 

ウ 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。「財務分析」や「労務関係」をテーマに取り上げ、「経営支援研究

会」を開催し、経営支援員、記帳指導員も参加し、小規模事業者の経営状況の分析結果や支援ノ

ウハウを共有する。天草地区内の本渡商工会議所・牛深商工会議所・天草市商工会・苓北町商工

会に所属する経営指導員のグループ学習等により、支援事例（経営分析のみならず、経営計画策

定・そのフォロー等を含む）について勉強会を実施するとともに情報の共有を図る。 

エ データベース化 

 担当経営指導員等が熊本県商工会連合会の基幹システム上へデータ入力を適時・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 

 

（１）現状と課題 

巡回指導の際、下記の項目等についてのヒアリング調査結果を活用しながら、今後の地域経済活

性化事業が小規模事業者の持続的発展に繋がるための方向性を検討してきたが、評価・見直しの

仕組みを機能させる必要がある。 

 

①広域からの来訪者を増やすことができたか。 

②企業の商品、サービスの認知度が高まったか。 

③関係する事業者、団体等の情報交換や連携が深まったか。 

④参画者の意識向上ができたか。 

⑤商工会の認知度と支援力が高まったか。 

 

（２）事業内容 

当事業の事業評価・見直し体制として、本会に協議会（外部監査委員会）及び見直し案検討会を

設置し、ＰＤＣＡサイクルに基づき、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の

方法により評価・検証を行い、その結果に基づく見直しを行う。 

 

○本会の理事会と併設して、外部監査の機能を有する「協議会」を半期ごとに開催し、経営発達

支援事業の進捗状況等について評価を行う。 

○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及び会報への掲載（年２回）や支所事務所への常時備え付けすることで、地域の

小規模事業者等が常に閲覧可能な状態となる。 

 

事業の評価及び見直しの体制は以下の通り。 
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外部チェックとしての協議会により事業の評価及び見直しを行う。 

 

□ 協議会（外部監査委員会） 

・上天草市産業政策課長 

・上天草市観光おもてなし課長 

・天草四郎観光協会長 

・法定経営指導員 

・日本政策金融公庫熊本支店長、八代支店長 

・外部有識者として中小企業診断士 

 

□ 見直し案検討（見直し案検討会議） 

・事務局長 

・経営指導員５名 

 

□ 成果・評価・見直し承認（理事会・総代会） 
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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 

（令和４年４月１日現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関

与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

  ■氏 名：西村 直  ■連絡先：上天草市商工会   0969-56-0244 

  ■氏 名：坂口光一  ■連絡先：熊本県商工会連合会 096-325-5161 

  

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

   経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の 

  評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

熊本県商工会連合会は、経営発達支援事業の実施に係る指導・助言や目標達成に向けた進捗

管理を行う責任者としての立場に加え、事業承継や熊本地震からの復旧復興支援の対応を行う

ため、令和元年度に全国で初めて６名の特任経営指導員を配置した。令和２年度には５名増の

上天草市経済振興部 

産業政策課 

観光おもてなし課 

本所 

事務局長  １名 

経営指導員 １名 

経営支援員 ２名 

龍ヶ岳支所 

経営指導員 １名 

（姫戸兼任） 

経営支援員１名 

姫戸支所 

経営指導員 １名 

（龍ヶ岳兼任） 

経営支援員 ２名 

大矢野支所 

経営指導員 ３名 

経営支援員 ３名 

法定経営指導員 

上天草市商工会 １名 

県連      １名 
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１１名体制に充実させ、商工会ごとに法定経営指導員として選定している。 

特任経営指導員は、日常的に担当地区内の商工会を巡回し、事業計画策定支援等、特に高度

な助言が必要となる場合は、各商工会の経営指導員等と連携、協力しながら、直接支援対象先

に対しての指導・助言を行っている。また、目標の達成に向け、各商工会所属の法定経営指導

員と共に事業の進捗管理を実施しつつ、更に特任経営指導員が広域で複数の商工会における管

理及び支援に関与することで、効率的、効果的に経営発達支援事業を実施している。 

以上のことから、法定経営指導員２名を配置する。 

 

（３）連絡先 

  〒８６１－６１０２ 

   熊本県上天草市松島町合津４２７６番地８２５ 

    上天草市商工会 経営支援課 

     TEL：0969-56-0244 ／ FAX：0969-56-1949 

     E-mail：kamiamakusashoko@honey.ocn.ne.jp 

 

〒８６９－３６０２ 

   熊本県上天草市大矢野町上１５１４番地 

    上天草市経済振興部 観光おもてなし課 

     TEL：0964-56-1111 ／ FAX：0969-56-5107 

     E-mail：sangyo@city.kamiamakusa.lg.jp 

 

 

  



２８ 

 

（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） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 ６，７５３ ６，７５３ ６，７５３ ６，７５３ ６，７５３ 

 

１.謝金 

２.旅費 

３.会議費 

４.借料 

６.通信運搬費 

７.印刷製本費 

９.消耗品・備品費  

11.展示会等実施・

出展費 

12.広報費 

13.委託・外注費 

２，０３４ 

５３３ 

１４ 

４２０ 

６０７ 

４５０ 

１０５ 

１５０ 

 

９００ 

１，５４０ 

２，０３４ 

５３３ 

１４ 

４２０ 

６０７ 

４５０ 

１０５ 

１５０ 

 

９００ 

１，５４０ 

２，０３４ 

５３３ 

１４ 

４２０ 

６０７ 

４５０ 

１０５ 

１５０ 

 

９００ 

１，５４０ 

２，０３４ 

５３３ 

１４ 

４２０ 

６０７ 

４５０ 

１０５ 

１５０ 

 

９００ 

１，５４０ 

２，０３４ 

５３３ 

１４ 

４２０ 

６０７ 

４５０ 

１０５ 

１５０ 

 

９００ 

１，５４０ 

（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、県補助金、上天草市補助金、手数料等収入 

 

（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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を

連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

連携（協力）体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 


