
 

 

経営発達支援計画の概要   (令和４年４月１日) 

実施者名 

 

熊本市北部商工会 （法人番号 ）９３３０００５００１６３８ 

熊本市  （地方公共団体コード）４３１００１ 

実施期間 令和２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）個別企業の経営力向上と共同化の推進 

（２）創業・事業承継・経営革新等の支援強化 

（３）観光産業の振興を目的とした有機的連携強化 

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 
小規模事業者に対して的確な支援を行うため、地域経済分析システム（RESASリーサス）というビッ

クデータの活用や管内の景気動向調査を実施し、これらを分析。情報収集を行う。 

 ２ 経営状況の分析に関すること 
  小規模事業者の事業計画策定や策定後のフォローアップを適切に実施するため、事業者の財務状況、

強み、弱みなどを把握する経営分析を行う。実施に当たって、それら事業者の掘り起しのためのセミ

ナーなども実施する。   

 ３ 事業計画策定支援に関すること 
  経済動向調査、需要動向調査、経営分析の結果を踏まえ、小規模事業者の経営力向上のための事業計

画策定を支援する。策定事業者は経営分析を行った事業者を中心に行い、セミナーなどを実施。事業

計画策定の重要性を高める。なお、創業や経営革新、事業承継関連の事業計画策定支援も行う。   

 ４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 
  策定した事業計画の進捗状況の確認、売上や利益等の経営指標の推移を把握するため、策定した事業

所の優先順位を決めて、策定後のフォローアップを法定経営指導員や外部の専門家と連携協力し実施

する。 

 ５ 需要動向調査に関すること 
  小規模事業者のマーケットインの考えを浸透するため、事業計画策定を実施した事業所を中心に、そ

れら事業所が取り扱う商品・役務の需要動向調査を行う。行うにあたっては、外部の専門家やと調査

の専門機関とも連携し実施する。なお、当然結果については、事業者にフィードバックする。 

 ６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
  多様な顧客ニーズに合った商品・役務を提供発信する機会を増大させるため、物産展、商談会、展示

会等を開催するが、事業計画策定を行った事業所を優先的に出展。販路開拓の支援に当る。  

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 
 地域経済の活性化に資するため、本管内の豊富な観光資源を生かした観光ルートの開発のための調査・

計画・推進を行う。実施に当たっては、管内の観光施設、行政担当部署、その他観光開発に強い外部専

門家、機関による活性化協議会を設置して進める。 

 

連絡先 

熊本市北部商工会 

住  所：〒８６１－５５２１ 熊本県熊本市北区鹿子木町１５１－１ 

電  話：０９６－２４５－０１２７  FAX：０９６－２４５－０１９７ 

E メール：hokubu@ruby.ocn.ne.jp   URL：http//www.kumashoko.or.jp/hokubu/ 

熊本市経済観光局商業金融課 

住  所：〒８６０－８６０１ 熊本県熊本市中央区手取本町１－１ 

電  話：０９６－３２８－２４２４  FAX：０９６－３２４－７００４ 

E メール：syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.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 目 標 

１）地域の現状及び課題                  【熊本市全体から見た本商工会の区域地図】図―１ 

（１）現 状 

① 立 地 

熊本市は平成２４年４月に政令指定都市となり、中央

区、北区、東区、西区、南区に区割りされた。熊本市の北

部に位置する北区に本商工会はある。北区は５つの区の中

で最も面積が大きく、区南部は計画的に開発された市街地

が広がる一方で立田山や白川・八景水谷水源といった自然

環境と共存している。 

区北部は福岡・久留米方面から熊本市中心部へと南北

をつなぐ道路である国道３号線を軸に市街地が広がり、

その後背地では豊かな農業生産環境に恵まれた自然豊か

な地域となっている。 

本商工会の区域は、平成３年、熊本市と合併する前の

「旧北部町」であり、北区の中央部（図―１黄色の部分）

に位置する。 

本商工会区域は、国道３号線を軸に広がった市街地で

熊本市のベッドタウン的性格として発展してきた。周辺

は農地・山林に囲まれた地形となっている。 

 

② 人 口 

    熊本市の人口は、平成３０年７月１日現在 739,603 人 

北区の人口は 143,421人で熊本市の 19.3％ 本商工会管

内の人口は 28,630 人で 熊本市の 3.8％を占め、下表の とおりわずかながらではあ

るものの増加している。なお、平成２９年熊本市統計書による北区の世帯数は、56,476 世帯である。 

 

 【本商工会管内人口推移】 

年度 平成２５年度末 平成２６年度末 平成２７年度末 平成２８年度 平成２９年度末 

人口 ２８，０６６ ２８，１４７ ２８，０５４ ２８，５０７ ２８，５７７ 

 

 

③ 地域資源 

     まず、北区の土地利用状況について言うと、全体の６６％が農地・山林で、残り３４％が住宅、商業、工業、

公共施設用地として利用されている。 

  

【熊本市全体と北区との土地利用構成比較図】 

   

このように６割以上を占める農地・山林の中で、本商工会が属する北区は、特に農地が広がっており、スイカ、

メロン等果物の産地で、スイカは「植木スイカ」というブランド化した生産量日本一の農産資源がある。 

 

 

 

 



２ 

 

 なお、蛇足であるが北区の住宅地、商業地はともに熊本市全体の土地利用比率に比べ少ない区となっている。

これは、北区の大半が市街化調整区域に指定されているからである。 

次に歴史文化財の資源として、幕末の西南戦争「西郷どん」率いる薩軍と官（政府）軍の激戦地である田原

坂（公園）、篤姫が徳川家に嫁入りする際に立ち寄ってスイカを召し上がったとされる「御馬下（みまげ）の

角小屋（かどごや）」のほか、寂心さんの大樟、瑞巌寺、釜尾古墳など史跡を有する。 

 

また、本商工会内には２つの温泉施設と隣接する熊本市植木商工会管内にも県内では有名な温泉地「植木温

泉」がある。さらには、工業団地が３つ存在し、そのうち食品工業団地「フードパル熊本」は、工場見学、

レストラン、イベント広場のほか、大型バスも収容できる来客用駐車場等を備えた観光資源を持つ。 

その他、医療・福祉関連の企業や施設（KM バイオロジクス株式会社、熊本保健科学大学、民間の高齢・介護・

障害者等の施設等）と自動車関連企業（車両小売業・車両関連製品小売業・車両整備業等）の立地が顕著であ

る。また、他地域との交流や物流の基点となる交通アクセス施設（鹿児島本線駅３か所、九州縦貫自動車道の

インターチェンジ１か所、スマートインターチェンジが１か所）がある。 

 

 
交通アクセス施設位置図 

（鹿児島本線駅３か所、九州縦貫自動車道のインターチェンジ、スマートインターチェンジ） 

 

 

 

 

 

 





４ 

 

また、北区まちづくりビジョンでは、まちの賑わいと産業の振興と題して、 

・北区の重要な産業である農業を振興するため多様な担い手の育成・確保、生産基盤の整備に取り組むとともに農商工

連携、生産者と消費者の交流などの取り組みを促進し、地場農産物の消費拡大に努めるとしている。また、活力ある地

域経済を実現するために、地場企業や商工業の関係団体、地域等と連携した取り組みを推進するとともに、関係部署と

の連携を密にし、企業誘致による新たな雇用の創出を目指すとある。 

・さらに、フードパル熊本、田原坂、植木温泉などの観光資源を活し、観光の振興に取り組むとともに、人の交流の活

性化、まちの賑わいの創出に努めるとある。 

 

（４）商工会の取り組み 

 

当会は小規模事業者支援機関としての役割を踏まえ、地域内小規模事業者の安定的な成長が地域経済の発展に不可欠

であることを認識し、会員の業種ごとの商業・工業部会や青年部や女性部等組織的活動支援及び小規模事業者の事業経

営の伴走型の支援に取り組んでいる。 

具体的には以下の事業等の取り組みにより、小規模事業者の経営能力の向上を図るとともに、各支援機関と連携し、

創業者の創出、後継者の育成、農商工連携などの推進に努めている。 

 

【これまで主催・共催した主な取り組み内容】 

主な経営能力の向上支援の取組 主な販路開拓支援の取組 主な地域経済振興支援の取組 

 経営分析・経営計画策定支援 

 金融支援 

 創業者の創出支援 

 後継者の育成支援 

 農商工連携支援   

・くまもと物産フェアでの販路開拓支援 

・むらからまちから館への出店支援 

・高齢者住宅リフォーム共同受注事業 

 

・「ふれあいフェスタ㏌ほくぶ」への     

参画 

・「北区こどもまつり」への参画 

・北部、植木合同物産展 

 
  

（５）課 題 

 本商工会の強みと弱み等を以下のとおり示し、これを踏まえた課題を述べる。 

① 強 み 

（ア） ３次産業の比率が高いものの、３号線の周辺は農村部であり、５つの区の中で農業従事者がもっとも多く、特

にスイカやメロン、イチゴといった果物の生産が盛んで、スイカは日本一の生産量を誇っており、ブランド化

した「植木スイカ」を持つ。また、隣接の植木町には青果市場２か所、JA の集荷場が１か所ある。 

（イ） 歴史的に価値ある有名な史跡や温泉、果物狩りの観光農園、工場見学等ができる食品工業団地（フードパル熊

本）などの観光資源がある。 

（ウ） 他の地域との交流や物流の基点となる交通アクセス施設（鹿児島本線駅３か所、九州縦貫自動車道のインター

チェンジ１か所、スマートインターチェンジが１か所）が立地している。また、熊本西環状道路・熊本北バイ

パス・国道３号線植木バイパスの開通による交通混雑の解消や、新たな商業集積が期待される。 

（エ） ロードサイドには、特に自動車関連企業（車両小売業・車両関連製品小売業・車両整備業等）の立地が顕著で

あり、これらを牽引者として育成することで地域全体の浮揚が図られる可能性が高い。 

② 弱 み 

（ア） 百貨店を核とした商店街を有する熊本市や熊本市周辺の郊外型大型商業施設や家電量販店へ車で３０分足らず

で行けるため、苦戦を強いられている小売・サービス業の現状がある。特に農村部の農家を対象とした生鮮食

料品等最寄り品を取り扱う小売業の廃業が後継者なしとも相まって目立つ。 

（イ） 市街化調整区域、特に農振農用地区域が多く熊本市中心部にごく近いにもかかわらず、住宅開発ができず人口 

の大きな増加と事業開発も望めず商店街が形成されにくい環境にある。 

（ウ） ロードサイドに出店する事業所は、地元地場の事業所ばかりでなく他地区からの出店や他地区に本店を持つ企 

業の支店や営業所といったものも多い。このため共同意識が薄く地域の商工会地区でよくみられる中元・歳末

大売出し等、事業所間で共同連携して何か経済活動をやってきたかというとそれがない。 

（エ） 観光資源はあるもののそれらが一体となった観光ルートの整備ができていない。 

（オ） 商工会においては、これまで金融相談や記帳指導など基礎的経営改善普及事業を重点的に推進してきたが、管 

内の商工業を取り巻く環境を踏まえた小規模事業者の計画的、戦略的支援については、手薄であった。 

 

③ 課 題 

（ア） 周辺の商業環境等により苦戦を強いられている本管内の小規模事業者の多くを占める小売業・飲食店・サービ

ス業の経営力の強化と共同化等による全体的な底上げ 

（イ） 近い将来開通するバイパスへの企業誘致等による新たな商業集積の形成。 

（ウ） 強みであるロードサイドに多く立地する自動車関連企業のリーディング企業への育成・成長。 

（エ） 名所史跡・観光農園・農産物販売事業所・食品製造業・温泉施設・旅客運送業等観光資源の機能的活用 

 

 



５ 

 

 

 

 

２）小規模事業者に対する中長期的な振興の在り方 

 

（１）今後１０年程度の期間を見据えて、以下に示す小規模事業者の振興を図る当商工会の役割を追求する。 

当会は小規模事業者支援機関としての役割を踏まえ、地域内小規模事業者の安定的な成長が地域経済の発展に不

可欠であることを認識し、各支援機関と連携するなどにより、経営改善普及事業を行う。さらには小規模事業者の

経営能力の向上を図り持続経営を支援などの取り組みにより、生産性の向上や付加価値の増加に繋げ、販路開拓や

個企業の経営力向上などを伴走型で支援し、小規模事業者の中長期的な事業の持続的発展を促す。 

また、事業主の高齢化や後継者不在等による廃業が増えつつある中、中長期的には、事業承継や廃業と創業のマ

ッチング等により廃業・減少を極力食い止め、さらに創業・第２創業の発掘に努め、農商工連携・６次産業化等に

よる経営革新の推進を図る 

 

（２）熊本市第７次総合計画や北区まちづくりビジョンとの整合性・連動性を図る。 

熊本市第７次総合計画の経済産業振興に関して、「経済の発展と熊本の魅力の創造・発信」を分野別施策として掲

げ、その中で具体的な取り組みとしては、地域商店、商店街の活性化を図ることはもとより、地場産業の競争力強

化や企業誘致による雇用の拡大地場産業の振興に努めるとともに、熊本市の特性をいかした創業や起業化支援、企

業の経営安定に向けた支援などを想定している。特に、地場産業の競争力強化や地場産品の販路拡大、生産力の向

上、さらには後継者等の人材育成等を支援するとともに、本社機能の熊本への移転を促進するなど、新たな活力を

生み出す企業誘致等の取り組みについて、熊本市と連携する。 

また、北区まちづくりビジョンに示された、北区の重要産業である農業振興の一環として、特産の農産物に付加

価値を付けるべく農業者・行政やＪＡと連携した組織への協力、官民一体となった農商工連携（６次産業化）を推

進し、生産者と消費者の交流を促進し、地場農産物の消費拡大を目指し、地場企業や商工業の関係団体等と連携を

密にし、食品加工・販売関連産業の成長を支援する。さらに、本ビジョンの基本方針でもある、フードパル熊本や

田原坂・植木温泉等の観光資源を活用し、人の交流を図り、まちの賑わい創出を図ることは、当商工会が行う小規

模事業者に対する中長期的な振興の在り方とも整合しており、熊本市担当部局とも連携しながら振興を図っていく。 

更には、交流人口（観光客等）を伸ばすべく、行政や関連団体と連携した組織への協力、官民一体となった地域

活性化（イベント等開催による経済効果創出）を推進し、特に観光関連産業の成長を支援する。 

 

 （３）商工会としての役割 

 商工会としては、熊本市第７次総合計画や北区まちづくりビジョンを踏まえ、小規模事業者が計画に基づいた事

業経営や需要を見据えた経営を支援、促進することで、売上・収益の維持向上を実現するなどして管内の小規模事

業者の底上げを図る。また、事業承継についても熊本県商工会連合会特任支援室と連携して円滑な事業承継支援を

推進する。 

 

３） 経営発達支援事業の目標  

   

（１）個別企業の経営力向上強化と共同化の推進 

管内の多くを占める小売業、飲食店、自動車関連企業などロードサイドに立地する事業所を中心に経営力の強化

を図り、リーディング企業のモデル化を推進する。自動車関連企業については共同での定期的な自動車及び関連商

品の展示会や商談会を開催。必要であれば、サプライチェーン化、共同化、連携化の支援も行う。 

 

（２）創業・事業承継等経営革新的支援強化 

植木バイパス・熊本北バイパス・熊本西環状道路の整備に伴い周辺地域への企業誘致及び創業・第二創業など新

分野進出等の取組みへ挑戦する経営者、新規創業にチャレンジする創業者に対する熊本市・県連・各種認定支援機

関等と連携し、相互の施策を活用し創業計画書等の作成支援、更に経営革新へとステップアップする仕組みを作り

長期的な視点での経営支援を行い、ケースによっては事業承継計画と連携した支援を進める。 

 

（３）観光産業の振興を目的とした有機的連携強化 

管内の飲食店や食品製造業など観光産業活性化を図る事業所や熊本市・関係団体が有機的な連携をして、名所史

跡や観光農園等を回遊する観光ルートの開発・お土産品の開発などで一体化を図ることで管内の入込客数の増加、

観光関連産業の売上増加を図るとともに、地域住民の生活支援及び観光振興などに取り組む管内連携強化を行う。 

 

４）目標達成に向けた方針 

 
（１）個別企業の経営力向上と共同化の推進 

管内の多くを占める小売業、飲食店等、ロードサイドを中心とした事業所の全体的底上げや自動車関連企業のリ

ーディング企業創出という目標達成のため、既存の調査結果の活用などにより、加工・販売する商品等の需要動向
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に関する情報の収集、整理、分析並びに地域経済情報など外部経営環境に関する情報の収集、整理、分析を行う。 

併せて管内の小規模事業者の経営力等の実態把握と分析を基に経営改善等の事業計画作成支援を行うと共に、経

営支援プログラムを作成し、商工会職員及びその有する知識、技能を総動員して、事業所に寄り添いながら中期的

な支援を計画的に実施する。 

また、事業計画書作成後の継続支援をする中で、ＰＤＣＡ サイクルに基づき進捗状況を確認し実態に合わせた修

正を行うなど、外部専門家とも密接に連携し、展示会・商談会などを開催し需要開発・販路開拓・販売促進等販売

力の強化など、小規模事業者のニーズにきめ細かく対応し継続的な伴走型支援を行い小規模事業者の経営力強化に

つなげていく。 

 

（２）創業・事業承継等経営革新的支援強化 

熊本市当局と協力した新たに開通するバイパスへの企業誘致事業所等については、経営革新計画や第 2 創業計画

書等の作成などを支援する。 

創業支援については、若者・女性・高齢者を対象に、地域課題を解決するコミュニティビジネスなどの地域ニー

ズやビジネスチャンスなどの調査・研究や紹介を行うとともに、熊本県商工会連合会の主催する創業支援スクール

受講や創業支援についても創業計画作成支援やその後のフォローアップなど個別支援を通じて安定した成長ができ

るよう商品力・販売力・管理力などの経営力の強化を図る。 

円滑な事業承継についても全体的底上げに重要であり、円滑な事業承継に向けて後継者の養成や資産負債の引継

ぎ等中長期にわたる準備に早期から計画的に取り組めるよう専門機関とも連携し支援していく。 

 
（３）地域組織との有機的連携強化 

地域連携が必要な観光商品や観光ルート等の開発のための調査・計画・推進及び客観的な評価・修正を行う、観

光農園・農産物販売事業所・食品製造業・温泉施設・旅客運送業等観光関連事業者、熊本市担当部局、専門家等に

よる連携会議等を結成・開催することで情報の共有化を図り、地域一体の連携した取り組みを推進する。 
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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（令和２年４月１日～令和７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】 

 

（１） 現状と課題 

本会では、小規模事業者の経営及び管内の商業ビジョンの指針とするために昭和５９年度、平成５年度、平

成８年度消費動向調査、経営実態調査を行ったが、ビッグデータ等を活用した経済動向調査の専門的な分析が

出来ていなかったため、改善したうえで実施する。 

 

（２） 事業内容 

① ビッグデータの活用 

当地域において真に稼げる事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投下し、効率的な経済活性

化を目指すため、法定経営指導員等が 地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ「リーサス」）を活用した地域経

済動向分析を行い、年１回公表する。 

（分析手法） 

・産業構造マップにより、産業の現状等を分析 

・地域経済循環マップ、生産分析によりなんで稼いでいるかを分析 

・まちづくりマップ分析、FROM-TO 分析により人の動きを分析 

・マーケティング強化ソフト（MieNa「ミーナ」）の活用により業種別、企業別の商圏を分析 

     以上の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

② 管内の景気動向について詳細な実態を把握するため全国商工会連合会が行う小規模景気動向調査に独自の調

査項目を加え景気動向調査を年４回実施し、分析する。 

（調査対象）管内小規模事業者５０社（製造・建設・卸売り・小売り・サービスから１０社） 

（調査項目）売上額・仕入れ価格・経常利益・資金繰り・雇用・設備投資など 

（調査手法）調査票を郵送し返信用封筒で回収する 

（分析手法）経営指導員等が外部専門家と連携し分析を行う。 

 

（３） 成果の活用 

 調査分析した結果については、事業所向けセミナーや講習会、研修会、事業所巡回さらにはホームページ等

を活用し、管内小規模事業者に広く公表する。また、巡回指導の際の参考資料とする。 

 

（４） 目 標 

 現状 R2 年度 R３年度 R4 年度 R5 年度 年度   

①公表回数 ０ １ １ １ １ １ 

②公表回数 ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

 

 ２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（１） 現状と課題 

これまでの経営分析は、金融相談時の指導業務や記帳指導業務の中で一方的かつ一過性なものとして実施し

てきた。今後は、小規模事業者が継続発展していくための経営力向上に資する経営分析を行っていくことが課

題となっている。 

 

（２） 事業内容 

① 経営分析対象者の発掘 

経営分析を行う事業者の発掘のため経営分析セミナーを開催する。 

（募集方法）新聞広告やホームページを通じ、管内小規模事業者に広く募集する。 

（開催回数）年４回 

（参加者数）１回あたり２０社 
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② 経営分析の内容 

（対象者）セミナー参加者の中から意欲的で販路拡大の可能性の高い４０社を選定 

（分析項目）定量分析である「財務分析」と定性分析である「ＳＷＯＴ分析」を行う 

      ア 財務分析・・・・収益性分析、安全性分析、成長性分析、生産性分析、損益分岐点分析 

      イ ＳＷＯＴ分析 ・・強み、弱み、機会、脅威分析 

（分析手法）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。 

   （事業承継者の有無）経営分析に加え、事業承継が課題となっている事業所の有無について確認し、事業承継

が必要な事業所については、熊本県商工会連合会特任支援室やくまもと事業承継支援 

センターと連携し事業承継計画策定支援に繋げる。 

（３） 成果の活用 

分析結果は、該当事業者にフィードバックし、事業計画策定等に活用。さらにデータベース化し内部共有する

ことで経営指導員等のスキルアップに活用する。 

 

（４）目 標 

 現状 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

①開催件数 ０ ４ ４ ４ ４ ４ 

②経営分析数 ０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

 

 ３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（１） 現状と課題 

これまでの事業計画策定は、ものづくり補助金や持続化補助金関連で策定してきた。ただ、事業計画策定の

意義や重要性の理解が浸透していなかったため、セミナー開催方法を見直すなど改善したうえで実施する。 

 

（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せるわけ

ではないため、事業計画策定セミナーのカリキュラムを工夫するなどにより経営分析を行った１年間の事業者

の５割程度の事業計画策定を目指す。 

 

（３） 事業内容 

① 経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

経営分析を行った事業者のうち年４０社を対象として事業計画策定セミナーを年２回開催する。 

  ② 事業計画策定（事業承継計画策定も含む） 

    （支援対象）経営分析を行った事業者及びその中で特に事業承継に直面する事業所 

    （手段・手法）経営分析、経済動向調査、需要動向調査の結果を踏まえながら、経営指導員等が担当制で張り

付き、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。 

（策定項目） 商品（製品）別売上計画、収支計画、投資計画、資金計画（各種補助金や優遇融資、税制等を

も視野に入れて）  

事業承継については、承継先、承継時期（承継までのスケジュール）、承継方法（税制や補助

金も視野に入れて） 

③ 創業計画策定 

本管内の経済の全体的底上げのため創業支援を行うが、本管内の熊本市は国の特定創業支援事業の認定を受

けており、市内十数か所の支援団体と連携しながら当該事業を推進している。 

そこで、それら組織と連携して創業に取り組む事業者の事業計画策定の支援を行う。 

創業の事業所の掘り起しについては、巡回、ホームページ、セミナーで行う。 

 

（４）目 標 

 現状 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

事業計画策定件数 ０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

（うち事業承継計画策定数） ０ （２） （２）  （２）  （２）  （２） 

創業計画策定数 ０ ３ ３ ３ ３ ３ 

 

 ４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

     これまでの事業計画策定支援は、不定期に必要なときに行うなど計画的に実施してこなかったのが現状である。 

   今後は、定期的に訪問回数を増やすなど改善したうえで計画的な支援を実施することが課題である。 

（２）事業の内容 

     事業計画を策定したすべての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪問回数を増やして集中
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的に支援すべき事業者とある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障のない事業者を見極めたうえでフォロ

ーアップ頻度を設定する。具体的には事業計画策定４０社のうち、５社は毎月１回、１０社は四半期に一度、他

の２５社は年に２回とする。ただし、事業者からの申し出等により臨機応変に対応する。また、創業３社につい

ては毎月１回とする。 

     なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にずれが生じていると判断する場合には、広域連携を組んで

いる隣接の植木町商工会の経営指導員等や法定経営指導員、専門家など第３者の視点を投入し、当該ずれの発生

要因及び今後の対応策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

（３）目 標 

 現状 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

フォローアップ

対象事業者数 
０ ４３ ４３ ４３ ４３ 

 

４３ 

頻度（延回数） ０ １８６ １８６ １８６ １８６ 

 

１８６ 

売上増加 

事業者数 
０ ５ ５ ５ ５ 

 

５ 

利益率５％以上

増加事業者数 
０ ５ ５ ５ ５ 

 

５ 

 

 ５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状と課題 

     平成８年度消費動向調査を独自に実施した以来実施しておらず、家計調査年報や熊本県消費動向調査、民間調

査機関が発表する一般的な購買動向を把握し、小規模事業者の要請があれば、これを単に提供してきたに留まっ

ており、マーケットインを見据えた商品や役務の提供ができるための需要動向を把握することが課題である 

（３） 事業の内容 

   ① 事業計画策定を支援する事業者（飲食店や食料品製造業等、観光資源関連事業所等を中心に）が取り扱う商

品・役務の事業需要動向調査を実施し、その結果を事業計画に反映させる。 

② 外部専門家等との連携 

    経営指導員が、外部専門家や調査専門機関と連携し調査・分析を行う。 

③ 調査方法 

    （調査項目）量・質・価格・機能性・見た目（包装・パッケージ・デザイン）・接客・利便性等の満足度、購

入理由、購入回数、購入価格（いくらなら買うか）など。 

    （調査方法）６の(新たな需要の開拓に寄与する事業)のところで記述する「くまもと物産フェア」「北部・植

木合同よかもん物産展」の来場者を対象にアンケート調査を実施（各会場、５０サンプル） 

④ 調査結果の活用 

分析結果については、対象事業者へフィードバックし、商品・製品、サービスのブラッシュアップや新商

品・新サービスの開発に繋げる。 

（３）目標 

 現状 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

需要調査対象 

事業者数 
０ ５ ５ ５ ５ ５ 

 

 ６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

（１） 現状と課題 

これまでは熊本市が実施する物産展や熊本県商工会連合会が実施する商談会・物産展への出展あっせんのみ

にとどまって、実際どの程度の販路拡大が出来たのか売り上げ拡大につながったか等の把握が不十分であるた

め、これらを改善するとともにアンケート調査のデータを商品のブラッシュアップに活用しつつ新商品の販路

開拓につなげる。 

 

（２） 事業内容 

① 物産展出展事業（ＢtoＣ）「くまもと物産フェア」・「北区こども祭り」・「北部・植木合同よかもん物産展」
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への出展支援 

「くまもと物産フェア」は熊本県商工会連合会が２日間にわたって年１回開催で、来場者２万程度。北区こ

ども祭りは、熊本市が年１回１日間で開催。来場者５千人程度。「北部・植木合同よかもん物産展」は当商工会

と広域連携を締結する植木町商工会と合同で、熊本市中心商店街「上通り」のイベント広場で年１回１日間で

開催し、来場者２千人。これらのイベントに事業計画を策定した事業者を優先的に出展し新たな需要の開拓を

支援する。 

出展に臨んでは、パンフレット・リーフレットの作成支援、デイスプレイ支援、プレスリリース支援をする。 

（３）目標 

 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

くまもと物産フェア

出展事業者数 
１ ２ ２ ２ ２ ２ 

熊本市北区こども祭

り出展事業者数 
１ ２ ２ ２ ２ ２ 

北部・植木よかもん

物産展出展事業者数 
１ ２ ２ ２ ２ ２ 

売上額/社 ０ １０万 １０万 １０万 １０万 １０万 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 ７ 地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

（１） 現状と課題 

商工会では、熊本市と合併する前の旧北部町の時代から、地元自治会や各種団体等で組織され開催されてき

た賑わい創出のためのイベント「ふれあいフェスタ㏌ほくぶ」に参画してきた。また、管内は３校区が存在す

るが、そのそれぞれの夏祭りにも商工会として参加してきたが、一過性の地域のにぎわい創出の一助に留まっ

ている。 

本管内は、地域経済の活性化につながる豊富な観光資源が活かされていない。 

（２） 事業内容 

豊富な観光資源を活かした観光ルートの開発により入込客を増加させるなどして、観光産業の活性化による

本管内の活性化を協議するため、熊本市担当当局、北部まちづくりセンター、食品工業団地「フードパル熊本」、

熊本ＪＡ北部、ユウベル温泉ホテル、観光農園、史跡「御馬下の角小屋」、隣接の道の駅「すいかの里うえき」、

植木町商工会旅行会社などの関係者が一同に参画する活性化協議会を定期的に年３回開催する。 

なお、開催に当たっては、観光に関する専門家と連携し運営するとともに、当商工会は、協議会の事務局を

担う。 

 

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 

 

 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 

１）現状と課題 

 これまでは、商工会の経営指導員等が小規模事業者を支援するノウハウは、県連合会や熊本市地区職員協議会等

が定期的に開催する研修会で習得してきたもので支援してきた。 

しかしながら、個々の職員の能力には得意不得意があり、職員数が減少してきた中で一定レベルの支援を継続的に

提供するには、地区内の商工会職員が個別に有するノウハウや情報を共有する体制も必要である。 

また、他の支援機関や専門家との連携を積極的に行い、枠を超えた支援を行うことも出てくると思われる。 

 

２）事業内容 

（１） 熊本市中小企業支援機関連絡協議会への参加による支援能力向上 

経営支援機関である熊本市ビジネス支援センターが主催して年２回開催されている熊本市中小企業支援機関

連絡協議会（熊本県及び市の中小企業支援担当部局・熊本市内８商工会・熊本商工会議所・くまもと産業財団・

中小企業団体中央会・熊本県信用保証協会・熊本大学連携インキュベータ・起業化支援センター・中小企業診

断士協会・日本政策金融公庫）において、各支援機関の支援事例、支援ノウハウ等についての収集と意見交換

を行い、創業、経営革新、事業承継、ものづくり、販路開拓等の支援能力向上を図る。 

（２） 熊本市北部・植木商工会広域連携協議会主催「金融懇談会」による金融支援能力の向上 

本会及び熊本市植木町商工会で立ち上げている熊本市北部・植木商工会広域連携協議会で両商工会の管内在

住の金融機関（肥後銀行２支店、熊本銀行２支店、熊本信用金庫１支店、熊本第１信用金庫１支店）及び日本

政策金融公庫、熊本県信用保証協会を一堂に会し毎年１回開催する金融懇談会において、融資事例や金融支援

の手法についてのノウハウを収集と意見交換を行い、金融面での支援能力向上を図る。 

（３） 熊本中小企業記帳指導協議会への参加による税務支援能力の向上 

熊本西・東税務署、南九州税理士協会、青色申告会、西・東税務署管内市町村及び商工会で構成する熊本中

小企業記帳指導協議会が年１回開催されるが、この会議において税制改正の情報収集、税務支援のノウハウを
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収集と意見交換を行い、税務支援能力の向上を図る 

（４） 熊本市商工行政懇談会の開催による行政の施策の情報収集による施策利活用支援能力の向上 

熊本市の市長、商工担当部局（商業金融課）、市議会議員と熊本市８商工会による熊本市の商工行政に関する

懇談会を年１回開催し、小規模事業者への施策の情報収集や小規模事業者が抱える課題を解決するような施策

の創設の働きかけ、意見交換を行い施策利活用支援能力の向上を図る。 

 

  

 

９ 経営指導員等の資質の向上等に関すること 

１）現状と課題 

経営指導員等が小規模事業者を支援するためのノウハウ等の習得は、商工会連合会や熊本市地区職員協議会の主

催するセミナーへの参加や、熊本市商工会地域での定期的に実施する勉強会に出席することにより行っていた。 

しかしながら、個々の職員の能力にはバラツキがあり、職員の能力を一定レベルにアップするためには、単に研

修に参加するだけではなく、ノウハウや情報を共有する仕組み作りが必要である。 

また、近年の経営課題である「事業承継」や「働き方改革」「キャッシュレス対応」等不足している知識や支援手法

について資質向上を図る必要がある。 

更に、支援員等においては、経営支援に関する基礎知識や基本的能力を高め、経営指導員と連携して対応する機

会を増やす必要がある。 

 

２）事業内容 

（１） 熊本県商工会連合会主催研修の受講 

 熊本県商工会連合会が主催する経営支援に関する研修会に参加することで小規模事業者の売上向上や利益確

保につながる支援スキルの向上を図る。 

（２） 中小企業基盤整備機構や中小企業大学校主催研修の受講 

中小企業基盤整備機構や中小企業大学校主催の研修に年１回以上参加することでより高度かつ専門的な経営

支援スキルを習得する。 

（３） 専門家派遣時の帯同 

     熊本県商工会連合会の実施する専門家派遣ツールを活用して行う専門家派遣による個社支援に帯同し、高度

かつ専門的な支援スキルの向上を図る。 

（４） 経営支援ノウハウの共有化 

上記（１）、（２）、（３）で得たスキルについては、経営指導員のみならず経営支援員も含めた全職員で報告

会を行って情報を共有し、支援能力の均一化・平準化を図る。また、伴走型の個社支援の際に知りえた経営分

析や企業情報については、商工会基幹システムを活用し、データベース化し職員間での共有化を図ることで円

滑な伴走型支援の仕組みを構築する。 

 

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 

 

１）現状と課題 

 現状は、年に 1 度の通常総会にて会員に向けて事業実績の報告のみで終わっており、次へのステップアップにつ

ながっていない。これは、事業評価を行うシステムができていないところに原因がある。そこで、次のような事業

評価システムを構築する。 

 

２）事業内容 

     毎年度、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・検証を行う。 

（１） 熊本市北部商工会経営発達支援事業評価委員会（仮称）の設置 

本会正副会長・部会長、部外有識者（中小企業診断士等）、行政担当者（県・市）、県連職員で構成する熊本

市北部商工会経営発達支援事業評価委員会（仮称）を設置し、年 1 回以上委員会を開催し、事業の実施状況、

成果の評価、見直し案の提示を行う。 

（２） 事業の実施状況、成果の評価、見直し案の結果報告、承認 

事業の実施状況、成果の評価、見直し案の結果については商工会の理事会へ報告承認を得て、次年度の本会

事業計画案に反映させ、通常総会において報告し承認を得る 

（３） 事業の実施状況、成果の評価、見直し案、事業計画案の公表 

事業の実施状況、成果の評価、見直し案、事業計画案については、本会で閲覧できるものとし、本会ホーム

ページでも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 

（令和４年６月現在） 
（１） 実施体制 

  

 

 

   熊本県商工会連合会         熊本市北部商工会           熊本市 

     特任支援課           法定経営指導員１名 4 

        経営指導員 １名 

   法定経営指導員 １名        経営支援員 ３名          商業金融課 

 

 

 

 

        

          

（２） 商工会及び商工会議所による小規模事業者の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：柳 和宏 

住 所：熊本市北部商工会  ＴＥＬ ０９６-２４５－０１２７ 

 氏 名：福田 康生 

 住 所：熊本県商工会連合会  ＴＥＬ ０９６－３２５－５１６１ 

 

 

② 法定経営指導員による情報提供及び助言 

 

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、事業評価・見直しをする

際の必要な情報提供等を行う。 

 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名の特任経営経営指導員を配置した。令和２年度には５名増の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） 商工会/関係市町村連絡先 

 

① 熊本市北部商工会 

住 所 ： 〒８６１－５５２１ 熊本県熊本市北区鹿子木町１５１－１ 

電 話 ： ０９６－２４５－０１２７ ＦＡＸ ０９６－２４５－０１９７ 

Ｅメール： hokubu@ruby.ocn.ne.jp   

 

② 熊本市 

  住 所 ： 〒８６０－８６０１ 熊本県熊本市中央区手取本町１番１号 

電 話 ： ０９６－３２８－２４２４ ＦＡＸ ０９６－３２４－７００４ 

Ｅメール： syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.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） 

 
R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

必要な資金の額 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

 

Ⅰ 経営発達支援事業 

１地域経済動向調査に関すること 

２経営状況分析に関すること 

３事業計画策定支援に関すること 

４事業計画策定後の実施支援に関すること 

５需要動向調査に関すること 

６新需要開拓寄与に関すること 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

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他支援機関連携を通じた情報交換 

２経営指導員等資質向上に関すること 

３事業評価見直しのための仕組みに関する

こと 

 

（2,600） 

 500 

  500 

  500 

  300 

  300 

  500 

 

 （500） 

 

  （500） 

 

  100  

  300 

  100   

（2,600） 

   500 

    500 

    500 

   300 

    300 

    500 

 

（500） 

 

 （500） 

 

   100 

   300 

   100 

（2,600） 

  500 

   500 

   500 

   300 

   300 

   500 

 

(500) 

 

(500) 

 

100 

300 

   100 

 

 

 

(2,600) 

 500 

500 

500 

300 

300 

500 

 

(500) 

 

(500) 

 

100 

300 

100 

 

 

(2,600) 

500 

500 

500 

300 

300 

500 

 

(500) 

 

(500) 

 

100 

300 

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 

 会費収入 県及び市補助金収入 各種事業収入 委託事業収入等 

（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 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


