
経営発達支援計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施者名 
熊本市富合商工会（2330005002452） 

熊本市経済観光局商業金融課（432016） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日【５年間】 

                   

 

目  標 

小規模事業者の経営実態を把握し、経営課題及び魅力を明らかにし、個店の魅力を

高めることで持続的成長に繋げる。 

また、地域ブランド化の推進を図ることで新たな販売機会、交流人口の増加に繋げ

ていく。 

更に、早期に事業承継基盤の構築化を図ることで事業承継対策へと繋げていき、事

業者の持続的発展と地域経済の活性化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１． 地域の経済動向調査に関すること 

地域の経済動向を調査し小規模事業者に有効な支援策を講じ、事業計画策定支

援に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 

   経営分析の必要性を説明し提案型の支援を行う。経営分析から事業者の抱える

課題を抽出し、事業計画書作成につなげるとともに課題解決を図る。 

３．事業計画策定支援に関すること 

   小規模事業者の規模や経営力等に応じ、販路開拓や持続的発展のための事業計 

画策定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   事業実施における成果を高めるため、専門家派遣事業等によるフォローアップ 

支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

    潜在的顧客を掘り起こすとともに、調査結果を事業計画策定・個者支援をお 

こないます。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  需要動向調査をもとに開催コンセプトやプロモーション、出店ラインナップ

や陳列方法を工夫し、これまでよりも効果の高い展示販売会とします。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域活性化事業 

富合ブランド推進協議会を立ち上げ、ブランド認定を行う。 

連絡先 〒861-4151 熊本県熊本市南区富合町清藤 9-2 

      熊本市富合商工会 TEL096-358-2521 FAX096-358-7191 

      E－mail ：tomiai@lime.ocn.ne.jp 

〒860-8601 熊本市中央区手取本町１番１号 

熊本市経済観光局産業部商業金融課 

TEL：096-328-2424  FAX：096-324-7004 

E－mail ：syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp 
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   〇人 口（※熊本市の統計情報等を参照） 

   富合町の人口・世帯数の推移は下表のとおりで年々増加傾向にあり、地元消費の伸びが

今後大いに期待されるところである。 

     尚、地域の高齢者数も増加傾向にある。その結果、小規模事業者の経営者の高齢化も進

んでおり、早期の事業承継対策が必要になっている。 

（富合町） 

 H10.4.1 H15.4.1 H20.4.1 H25.4.1 R1.10.1 

人 口（人） ８,２０８ ８,０２５ ８,２５７ ９,２１８ ９,９７７ 

世帯数（世帯） ２,１８５ ２,２５１ ２,３６３ ３,３８９ ３,８３６ 

（熊本市人口統計表より抜粋） 

（富合町の高齢者推移：65歳以上） 

 H20.4.1 H25.4.1 R1.10.1 

高齢者数（人） ２，４０８ ２，４７２ ２，６４８ 

高齢化率(％) ２９．２ ２６.８ ２６．５ 

（熊本市人口統計表より抜粋） 

 

また、参考資料として熊本市南区の近年の人口並びに世帯数を下表に示している。 

（熊本市南区） 

 H7.10.1 H12.10.1 H17.10.1 H27.10.1 R1.10.1 

人 口（人） 115,058 117,754 121,359 127,769 130,651 

世帯数（世帯） 36,152 38,426 41,187 47,144 50,476 

（熊本市推計人口より抜粋） 

尚、熊本市全体の近年の人口並びに世帯数の推移と将来の予測推移を下表に示している。 

（熊本市全体） 

 Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ R1.6.1 R7 R12 

人口 

（万人） 

７２．１ ７２．８ ７３．４ ７３．４ ７３.９ ７１．５ ７０．０ 

世帯数 
（万世帯） 

２７．７ ２８．７ ３０．２ ３１・１ ３２．６ ３１．１ ３０．７ 

（熊本市人口ビジョンより抜粋） 

   〇産 業 

富合町の平成２４年度の産業別総生産高は、合計２１１億円でその内訳は、第１次産業

が２．８億円（６．１％）、第２次産業が３５.１億円（１６．６％）、第３次産業が１６

３．１億円（７７．３％）であった。 

    また、産業別就業者は第１次産業６４１人（１７．１％）、第２次産業７７７人（２０．

８％）、第３次産業は２，３２２人（６２．１％）であり、第１次産業の生産高と就業者

数割合が低いことから、農業関係の生産高低下と後継者不足が深刻な問題であることが

推察される。 

さらに、第３次産業が生産高、就業者数ともに多数を占めており、当町の構造において

大きく関わっている。 

一方、商工業者数、小規模事業者数、会員数の推移については、別表Ａのとおりであり

年々殆どの数字が下がって来ており、近年の商工会の大きな課題の一つである。 

    また、地区内商工業者の業種別構成比及び推移については別表Ｂ－１、Ｂ－２のとおり

で、当町における小規模事業者数の割合は８５．８％（別表Ａ：２１２社/２４７社）と
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ているため、個々の強化支援対策などにも力を入れていく必要がある。 

また、一時期まで活発であった建設業も、新幹線熊本総合車両基地の建設等により発注

が増えたものの、近年では公共工事等の減少により、衰退や廃業に追い込まれている事業

者も出てきている。 

    尚、施設資源としては、平成２２年１１月に国道３号線沿いに全国で３番目となる九州

新幹線熊本総合車両基地が完成した。敷地面積は約２０万㎢で８両編成の新幹線を収容

できる着発収容線を１３線有している。ここには、施設見学コースが完備されており多く

の子ども達や鉄道ファンに大変喜ばれている。 

また、ＪＲ九州の主催により車両基地内において、毎年１０月「新幹線フェスタ（H23

～）」が開催され、鉄道ファンや一般客で１万人以上が訪れ盛況を博している。 

    さらに平成１５年３月２１日に、住民と新しい知識と出会いの場を提供する目的で建

設された熊本市富合ホール（アスパル富合）には普段より多くの人が訪れ、町内外の住民

の交流の場となっている。 

 

   〇交 通 

    交通アクセスにおいては、熊本市中心部と本町は国道３号線で繋がっており、平成２０

年には県道田迎木原線が開通し、九州の縦軸連携のうえでも重要な地域となっている。ま

た、宇城市から城南町に繋がる「うきうきロード」の中間地点にあると共に、天草・県南

方面からの玄関口として重要な位置にあたる。 

    さらに、平成２３年３月には住民の願いであった新駅が、ＪＲ鹿児島本線に「富合駅」

として新たに誕生した。これにより、熊本駅まで僅か８分の所要時間となり熊本中心部へ

の利便性が大いに高まった。加えて、同日には九州新幹線が全線開業し、今後九州一円或

は全国からの観光客を期待できるようになった。 

    このような環境下にあって、平成２０年１０月に熊本市と合併し、その後、平成２４年

４月１日には熊本市が政令指定都市となり、町に「熊本市南区役所」が設置された。 

    これらのコア施設は、全てが町の中心部に位置している。これにより、昼間就業者人口

や入込客数も増加し、更に、交通アクセスの整備により熊本市のベッドタウンとして、ま

た、南のエントランスとして先述の通り人口も増加傾向にある。 

    このようなことから、今後は企業進出等に伴い、地元からの雇用増並びに個人所得の増

加などにより、地元商工業者の個店の強化次第ではこれから大いに地元購買率の増加に

繋がってくるチャンスであると期待するところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新幹線熊本総合車両基地」 「ＪＲ富合駅」 
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   〇歴史・文化資源 

    富合町は様々な歴史と伝統文化に彩られている。日本三大不動尊の一つとされる「木原

不動尊」の春季大祭（2/28）では、火渡り・湯立ての荒行が行われ、毎年１万人を超す県

内外からの参拝客で賑わっている。毎月２８日の例大祭や日曜、祭日にも参拝される方が

多い。また、古式豊かな神楽と流鏑馬や馬追いが奉納される「六殿神社」の秋季大祭（10/9）

も有名である。入母屋造りの楼門は、別名釘なし楼門とも呼ばれ、県下で第１号の国の重

要文化財に指定されている。 

     

   〇特産品 

    富合町の特産品については、木原かぼちゃ、富合レンコンが特に有名であり、その他 

   にも、きゅうり、トマト、メロン、いちごなどが挙げられる。 

   

   〇商工会のこれまでの取り組み 

    ア.当商工会における個別企業支援 

     これまで、熊本市富合商工会は、職員３名体制にて（経営指導員１名、経営支援員２

名）、小規模事業者を対象に金融、税務、経営、労働、取引、創業など、経営改善普及

事業として、多岐にわたり様々な個別企業支援を積極的に行なってきた。 

この中で、近年は特に下記の実績があった。 

     

項 目 実績件数 

経営革新承認件数 ４件 （Ｈ２１～Ｈ３０） 

経営力向上計画承認件数 １件 （Ｈ２９） 

持続化補助金申請件数 ５６件（Ｈ２６～Ｈ３０） 

グループ補助金承認件数 ３件 （Ｈ２９） 

       

    イ.当商工会における地域経済活性化支援 

     平成２５年度、平成２６年度の２年間にわたり、全国連の事業である全国展開支援事

業を実施してきた。 

     この事業の目的は、富合町に点在する多くの地域資源を、核（コア）となる「歴史・

文化資源」と「産業・施設資源」とを、点から線へと結び付け、町内回遊の仕組み作り

を行なうことで、消費の拡大並びに移住の促進等実現するものであった。 

     そこで、熊本市富合商工会内に「富合町元気推進部会」を立ち上げ、その中で３つの

プロジェクトチームを作った。（下表の通り） 

 

        

 

      

 

 

     そして、各チームは、新幹線熊本総合車両基地との連携も図りながら活動を行なって

きた。 

この全国展開支援事業の実績により、平成２７年度は県地域力活用ビジネス創出支援

事業の補助金を取得して、「富合町元気推進部会」と「熊本市富合商工会青年部」が中

心となり、事業の継続並びにさらなる事業のブラッシュアップを図っている。 

尚、富合フットパスコース巡りガイドツアーは平成２７年３月より、計画のとおり２

プロジェクトチーム名 活動内容 

山・まち歩きプロジェクト 富合フットパスコース巡りガイドツアーの実施 

体験プロジェクト 体験先事業者の受け入れ体制づくり 

名物プロジェクト 「富合元気焼きそば」の開発・普及推進 
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か月に１回開催し人気を博していたが、熊本地震によってコースが被災したため、現在、

コースの整備中である。 

尚、上記事業を実施するにあたり、富合町がこれまでは点在する多くの資源を、「線

や面」として活用できなかったことを再認識した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〇行政の取り組み 

    ア.熊本市全体の行政の取り組み 

     熊本市においては、熊本市第７次総合計画の分野別施策として、「経済の発展と熊本

の魅力の創造・発信」を掲げている。 

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

産業の振興に努めるとともに、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を推進していくこととして

いる。 

    

    イ.南区まちづくりビジョンの取り組み 

富合町が位置する南区のまちづくりビジョンにおける産業振興関連の基本目標と

方針は以下の通りである。 

・農・漁業を誇れるまち：多彩な農水産物への関心を高め、地産地消を進めます。 

・歴史・文化を育むまち：まちの資源として、地域の歴史等の情報を発信し人々の交 

流を活発にします。 

・みんなが健康で元気なまち：地域の資源を活用し、楽しく運動できる取り組みを進

めます。 

地域商工業者への支援機関たる富合商工会としても、熊本市の総合計画を踏まえた 

計画の策定を目指すものである。 

 

② 課 題 

これまで当商工会は、地域資源活用や個店支援事業を実施してきたが、継続的な伴走型

支援に繋がっていなかった。 

特に、当地域は「食」に関する事業者が多いという特徴を生かすことが、地域としては

重要と思われる。しかし、現状としては、個社の取組が中心となっており、地域全体とし

ての取り組みに至っていない。 

そこで、当地区でも地域資源活用や農商工連携、６次産業化等の支援施策の活用ととも

に、今後は企画から需要開拓までのシームレスな（途切れのない）支援、地域の有力な農

富合フットパスコース巡りガイドツアー 
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産物・観光資源等の地域資源を再整理し、地域内の食品加工関連事業者等との連携した取

り組みにより「地域全体のブランド化を図ること」が急務となっている。 

また、富合地区の高齢化に伴い経営者の高齢化も進んでおり、円滑な事業承継のための

支援が課題となっている。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

① １０年程度の期間を見据えて 
当地域は、JR 新駅の開設、交通の利便性、豊富な地域資源等を有している地域であり、

今後も、人口増加が見込まれる地域である。 

以上の現状と課題を踏まえ、地域経済を支える小規模事業者を持続的に発展させる寄り添

った支援を継続的に行うため、今後１０年程度の期間を見据えた振興策の在り方を以下のと

おり取り組む。 

〇 個店の魅力度を高め持続的成長に繋げる。 

〇 地域の小規模事業者が一体となり、地域ブランド化を推進する。 

〇 支援機関等と連携を図り事業承継基盤を構築することで早期事業承継対策に繋げる。 

② 熊本市の施策との連動性・整合性 

熊本市経済・観光アクションプラン 2019 では、熊本地震による地域経済への影響を課

題とし「都市圏全体の経済成長のけん引」をビジョンと掲げ、（1）被災小規模事業者への 

支援（2）商店街のにぎわい創出と消費喚起（3）中小企業、創業・事業承継への支援（4）

産業人材の確保と育成（定住人口の増加）（5）企業立地の推進を基本方針として、事業を

展開していくこととしている。 

また、熊本市は、熊本市中小企業振興基本条例の基本理念は、本条例第 3条で「小規模

企業の振興は、小規模企業者の経営資源に大きな制約があることを踏まえ、その活力が最

大限に発揮され、事業の持続的な発展が図られること」であり、第４条において、「市は

中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、国、熊本県、その他関係地方公共

団体、中小企業者、中小企業団体、大企業者、大学等の研究機関、金融機関等の関係団体

及び市民と協力して効果的に実施するよう努めるものとする。市は、中小企業の振興に関

する施策を実施するに当たっては、経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者

の事業に配慮するよう努めるものとする。」と定めているため、当商工会が計画している、

地域の小規模事業者の振興策は、熊本市の施策とも整合性は取れている。 

③ 熊本市富合商工会としての役割 

当商工会の地域である熊本市南区では、「南区まちづくりビジョン」において多彩な農

水産物への関心を高め、地産地消を進めるとしており、地域の事業者にも安全・安心な地

元の「食」を届けるという役割分担を担っている。 

商工会としても長期的に熊本市の基本方針及び南区まちづくりビジョンに沿って、「食」

を通した地域のブランド化や地域魅力の発信により、安定的な需要基盤を構築することで

小規模事業者が持続的に発展する地域を目指していく。 

また、小規模事業者の現状及び課題を発見し、早期から伴走型支援を進め、対策を講じ

ることで小規模事業者の経営力向上を進めていく。 

事業承継についても、熊本県商工会連合会の特任支援室と連携し、ヒアリングシート等

の活用により、早期の「気づき」「見える化」「磨き上げ」をすすめ、円滑な事業承継に繋

げていく。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

これまでの熊本市富合商工会は、経営改善普及事業の基礎的支援業務を通常支援業務と
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し、短期的で対処療法的な支援であったため、持続的な支援に欠けていた。 

これからの経営支援は、小規模事業者の現状分析を徹底的行い、長期的な振興のあり方

を踏まえ小規模事業者の魅力を再発見し、魅力度アップのためのブラッシュアップ進める

ことで、事業者の売上増加、収益基盤の安定のために持続的成長を目的とした支援に取り

組む。そのため、事業計画策定、販路開拓などを重点に支援する「伴走型支援」をもって

経営力向上を目指していく。 

また、事業承継を円滑に進めるための支援を行うことで、地域の小規模事業者の継続 

的・持続的展開に繋げる。 

①小規模事業者の経営実態を把握し、その経営課題及び魅力を明らかにし、金融機関・支援 

機関との連携により個店の魅力を高めることで持続的成長に繋げる。 

②小規模事業者の連携の仕組みを構築することによる、地域ブランド化推進を図ることで新

たな販売機会、交流人口の増加に繋げる。 

③早期の後継者育成、他の支援機関等との連携による事業承継基盤の構築することで事業承 

継に対する早期対策に繋げる。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

地域及び商工業の現状、これまでの取り組みにより、当地域経済を活性化させるには、地 

域資源を有効に活用した交流人口の増加、農産品資源を活用した特産品の開発、地域ニー 

ズに沿った新事業展開等（地域ブランド化の推進）支援、さらには、事業主の高齢化に伴う 

事業承継支援等を円滑に行う必要があり、行政をはじめ、広域連携商工会、ＪＡ等の団体、 

その他経済団体、金融機関との連携が不可欠である。 

高度・専門的な相談に対応するために、熊本県商工会連合会をはじめ熊本県よろず支援拠 

点、中小企業基盤整備機構、熊本県産業技術センター、各士業団体等の専門機関との連携の

もと、以下の事業に取り組む。 

地域の活性化と個店の魅力度を高め競争力を確保するための支援強化支援方針としては、 

商工会の一方的な支援ではなく、事業者の実施意欲を高めるために、事業者の気づきに繋が 

るような支援ツールや支援体制を構築する。 

そのため、商工会としては「ナビゲーター」としての役割を果たす。 

①地域の活性化と個店の魅力度を高め競争力を確保するための支援強化 

●経営力の強化支援 

●新商品開発支援 

●販売促進支援 

②「富合ブランド」開発事業 

地域ブランド化を推進するために、富合地区の農産物を使用した特産品の開発や観光資源

の活用を進め、交流人口の拡大を図る。 

●特産品開発事業 

●新商品開発事業 

●販路拡大事業 

●観光資源活用 

③円滑な事業承継に繋げるための支援強化 

●ヒアリングシートの活用による小規模事業者の事業承継に対する気づきのための支援 

●後継者等の現状把握とともに事業承継計画作成支援 

●行政と連携したマッチング事業による後継者対策 
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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 

２．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

 〔現状〕従来、経済動向調査関連のアンケートは行っていなかった。 

 

  〔課題〕今回の経営発達支援計画において、地域内の経済動向と業種業態ごとの景況観を 

アンケート形式及び巡回による聞き取りにより、地域経済の実態把握を行う。また、

ビッグデータ等を活用した専門的な分析を取り入れ、小規模事業者に対する支援の

基礎資料とする。 

 

（２）事業内容 

  ①国が提供するビッグデータの活用 

当地区において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーで効率的に経済動向

を把握し活性化するため、経営指導員が「RESAS」（地域経済分析システム）を活用した経済

動向分析を行い、年１回公表する。 

【分析手法】・「地域経済循環マップ・生産分析」→何で稼いでいるか等を分析 

・「産業構造マップ」→産業の現状や稼ぐ力等を分析 

・「流動人口」「消費の傾向」→需要の動向を分析 

        上記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地区内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行う

「小規模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、地区内小規模事業者の景気動向

等について、年２回調査・分析を行う。 

【調査対象】小規模事業者数２１２事業者の約１５％にあたる３０社で実施 

（卸小売業・サービス業（１１０事業者の内１０事業者）、飲食店・宿泊業（１５事業者の

内５事業者）、製造業（３５事業者の内７事業者）、建設業（５２事業者の内８事業者）） 

【調査項目】売上額、仕入額、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 

【独自調査項目】後継者有無、承継方法、承継時期、事業承継の進捗状況 等 

【調査方法】調査票を郵送し返信用封筒で回収する 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う 

 

（３）成果の活用 

〇情報収集・調査、分析した結果は当会ホームページに掲載し、広く地区内事業者等に周知

する。 

〇経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

（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 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 
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３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

〔現状〕経営分析については、従来、経営指導員の金融相談支援や税務申告支援時に、財務分析

を中心に経営分析を行っていた。そのため、非財務的な要因を踏まえた小規模事業者が

有する課題の分析まで至っていなかった。 

 

〔課題〕地域内の小規模事業者の強み・事業機会を踏まえた分析を外部専門家等と連携し実施す

ることで、当会と小規模事業者の「顔の見える関係」の中に、相談者自身が見落としが

ちであった、非財務的な視点、マーケティング的視点を導入する。 

 

（２）事業内容 

①セミナー等による掘り起こしの実施 

経営分析を行う事業者の発掘のため、「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。セミナー開催は当会ホームページで募集し、年２回、２０名の

参加者を見込む。 

 

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１０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」の双方を行う 

≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

≪SWOT 分析≫強み、弱み、脅威、機会 等 

≪事業承継≫事業承継については、ヒアリングシートを活用 

【分析手段】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。 

 

（３）成果の活用 

  ①経営分析結果をもとに、明確化された経営課題等を当該事業者へフィードバックし、今後

の経営戦略の方向性及び具体的な解決方法を探り、事業計画作成に繋げていく。併せて、

収益改善を図るため、融資や各種支援策の導入に最大限の効果が上げられるような事業

計画の策定にも活用する。 

②分析結果はデータベース化し、職員間で共有することで事業計画策定やスキルアップに活

用できるようにする。 

 

（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 ２回 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 

②経営分析件数 ３件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 

 うち事業承継 - ２件  ２件  ２件  ２件  ２件 
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４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

〔現状〕これまでは金融支援をはじめ、経営革新、ものづくり、持続化補助金等申請者に対して、

巡回指導及び窓口相談時に経営指導員が主となって個別に助言を行う等受動的な取り

組みであった。また、事業計画策定については、明確な経営戦略が練られていないのが

現状であった。 

 

〔課題〕受動的な取り組みがゆえ、事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透せず、計画実施の

途中断念や目標に達することができずに、事業の持続的発展が危ぶまれるケースが見

られた。セミナー開催方法を見直すなど、改善したうえで支援を実施する。また、補助

金等申請に関わらず、他の事業計画策定についても積極的に支援していく。 

 

（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

変化を促せる訳ではないため、「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、「３．経営状況の分析に関すること」で経営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

能性の高いものを選定し、事業計画の策定に繋げていく。 

 

（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 

   経営分析により、経営課題が明らかになった小規模事業者に対し、その課題の解決を具体

化するために「事業計画策定セミナー」を開催する。募集方法は当会ホームページへ掲載す

る。年１回開催、１６名参加を見込む。 

 

②事業計画の策定 

【支援対象】経営分析を行った事業者を対象とする。 

【手段・手法】事業計画策定セミナーの受講対象者に対し、経営指導員、経営支援員が事業

計画の策定につなげる。また、熊本県商工会連合会の専門家派遣事業等活用

し外部専門家も交えて、確実に事業計画策定に繋げていく。 

  

③ 事業承継計画策定 

   【支援対象】経営分析・ヒアリングシートを行った事業者から後継者、承継方法を検討し

ている事業者を対象とする。 

 【手段・手法】受講対象者に対し、経営指導員、経営支援員が事業計画の策定につなげる。

また、熊本県商工会連合会の特任支援室、専門家派遣事業等活用し外部専門

家も交えて、確実に事業承継計画策定に繋げていく。 

 

（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 ― １６件 １６件 １６件 １６件 １６件 

事業承継計画策定 ―  ２件  ２件  ２件  ２件  ２件 
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５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

 〔現状〕従来、計画策定後における事業者の計画実施状況の進捗管理は、経営指導員に委ねら 

     れていたことから、支援にばらつきがある等、体系的支援ができていない。 

 

 〔課題〕一方、小規模事業者が着実な事業継続を図っていくためには、PDCA サイクルを回す

ことが重要である。そこで、PDCA サイクルを回し、小規模事業者の着実な発展に繋げ

るために、今回の計画では、商工会として計画的・体系的に事業計画策定者に対する

実施支援に取り組む。 

 

（２）事業内容 

事業計画を策定した全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

ない事業者を見極めた上で、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１６社のうち、５社は毎月１回、５社は四半期に一度、他の６社

については年２回とする。ただし、事業者からの申出等により、臨機応変に対応する。 

尚、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

地区等の経営指導員等や外部専門家など第三者の視点を必ず投入し、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。 

 

（３）目標 

  現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

対象事業者数 
― １６社 １６社 １６社 １６社 １６社 

頻度（延回数） ― ９２回 ９２回 ９２回 ９２回 ９２回 

売上増加 

事業者数 
― ５社 ５社 ７社 ８社 １０社 

利益率５％ 

以上増加の事

業者数 

― ５社 ５社 ７社 ８社 １０社 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

〔現状〕当地域内には、地域資源を活用した新商品開発等を行う事業者もあるが、小規模事業者

であるため経営資源に乏しく、消費者ニーズや需要動向に関する調査等情報が少ない。

また、当会としても一般的な需要動向の情報を提供していただけで、需要動向調査を実

施していなかった。 

 

〔課題〕小規模事業者が提供する商品やサービスの販路開拓等に有効な新商品開発等に役立て

るため、調査を実施する。 

 

（２）事業内容 

  ①地域ブランド化を図るため、地域内の意欲ある飲食店３店において特産品の「きゅうり」、

「トマト」、「レンコン」、「かぼちゃ」「メロン」を活用した新商品を開発する。富合地域内
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にある「農産物等直売所（ＪＡ熊本宇城サンサンうきっ子下北店）」において試食及び来場

者アンケートを実施・分析し当該３店にフィードバックすることで新たな特産品開発に資

する。また、当該調査の分析結果を事業計画に反映する。 

【サンプル数】来場者３０人 

【調査手段・手法】「農産物直売所」の来場者が増加する１０月、１２月（計２回）に、来場客

に開発中の商品を店頭で試食してもらい、経営指導員、経営支援員が聞き取

りのうえアンケートに記入する。 

【分析手段・手法】調査結果は、熊本県商工会連合会の販路開拓等の専門家に意見を聞き、経営

指導員が分析を行う。 

【調査項目】①味、②美味しさ、③量、④価格、⑤見た目 ⑥パッケージ等 

【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員等が当該飲食店に直接説明する形でフィードバック

し、さらなる改良等を行う。 

 

②熊本市南区で開催される「新幹線フェスタ」や、熊本県商工会連合会主催「くまもと物産

フェア」において、来場するバイヤーに対し、新商品を開発する意欲のある８社の新商品

の試食及びアンケート調査を実施する。 

【サンプル数】来場するバイヤーの内１０社 

【調査手段・手法】「新幹線フェスタ」が実施される１０月、「くまもと物産フェア」 が実施さ

れる１１月（計２回）、来場しているバイヤーに開発中の商品を試食しても

らい、経営指導員、経営支援員が聞き取りのうえアンケートに記入する。 

【分析手段・手法】調査結果は、熊本県商工会連合会の販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、

経営指導員が分析を行う。 

【調査項目】①味、②美味しさ、③量、④価格、⑤見た目、⑥取引条件、⑦パッケージ等 

【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員等が当該飲食店に直接説明する形でフィードバック

し、さらなる改良等を行う。 

  

（３）目標 

 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①調査対象事業者数 ― ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

②調査対象事業者数 ― ８社 ８社 ８社 ８社 ８社 

 

７．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 

〔現状〕需要の開拓に対する支援については、従来、熊本県商工会連合会及び熊本市等が開催す

る物産展等の紹介、及び小規模事業者持続化補助金を活用し、売上向上のためにチラ

シ、ホームページ開設の支援等を行ってきた。 

 

〔課題〕当地区の小規模事業者は、商談会、展示会への参加する事業者が少なく、その必要性等

について理解させることも課題である。 

また、当商工会としても出展の事前・事後のフォローアップ等が不十分であり、小規模

事業者を取り巻く経営環境が厳しくなる中では、小規模事業者が提供する商品の認知度

向上と売れる機会等販路開拓支援の重要性が高まっている。 

そこで、今回の経営発達支援計画では、小規模事業者の商品の特徴を再認識し効果的な

認知度を高める方法とともに、出展内容の質を高め、売上に繋がるよう支援効果を高め

るため、物産展及び展示会の商談会等への出展支援を行うなどの工夫を行い支援する。 
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（２）事業内容 

①くまもと物産フェア出展事業（B to C） 

商工会が「くまもと物産フェア」においてブースを借り上げ、商工会のホームページ、

経営指導員等に巡回指導を通じて情報を提供し、出展者の募集を図る。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。 

 

【参考】「くまもと物産フェア」は、熊本県商工会連合会主催、グランメッセ熊本において毎年

１１月に２日間にわたり延約２０，０００名が来場する恒例イベントで、約２００社 

の展示ブースがある。 

 

②商談会参加事業（B to B） 

熊本県商工会連合会が主催の商談会「厳選マルシェ」及び、熊本県が主催の商談会「く

まもと大商談会」に地域内の意欲ある食品製造業、食品卸小売業者など「食」に関する事

業者の計３社選定し参加させる。参加させるだけでなく、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。 

 

【参考】「厳選マルシェ」、「くまもと大商談会」は、くまもと物産フェアとグランメッセ熊本で 

    同時開催されている。 

     「厳選マルシェ」については、例年約６０社、約４００品目の出展がある。 

     また、「くまもと大商談会」は毎年概ね１５社～２０社のバイヤーと約３０社の事業者

が参加している。 

 

③フォローアップ支援 

商談会・展示会後の消費者の声、バイヤーの声を実現するために、その後の商品の改良

内容、販売方法の見直しについて、４か月に１回経営指導員が訪問活動により進捗状況を

確認する。 

また、進捗状況を確認した事業者のうち、経営課題を有する事務所に対して、経営指導

員が熊本県商工会連合会の専門家派遣、熊本県よろず支援拠点等を活用して、商品の見直

し等を図ることで需要機会を確実な売上へ繋げる。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①くまもと物産フェア

出展事業者数 
― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

 売上額/社 ― １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 

②厳選マルシェ参加事

業者数 
― ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

 成約件数/社 ― １件 １件 １件 １件 １件 

②くまもと大商談会参

加事業者数 
― ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

 成約件数/社  １件 １件 １件 １件 １件 

③フォローアップ数 ― １５回 １５回 １５回 １５回 １５回 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

８．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 

 ［現状］従来は富合地域の地域資源等を活用した賑わいづくり等、地域振興の視点で様々なイ

ベント等の取り組みを行ってきた。 

 

 ［課題］しかし、地域小規模事業者への売上増加などの視点での支援が十分とは言えず、地域

企業への波及効果が不透明であった。 

 

（２）事業内容 

  地域経済の活性化と地域小規模事業者の賑わいが連動する取り組みとして、当商工会が主

体となり、熊本市役所、ＪＡ熊本、富合町地域婦人会、富合町校区自治（協）、熊本市南部食

品組合等との連携強化や、周辺地域と広域的に展開するとともに、地元商店との連携による農

商工連携・6次産業化等のビジネス化に視点を置き、新たな地域経済の活性化に貢献する。 

  施策としては、新たな取り組みである地域ブランド「富合ブランド」の認定を「富合ブラン

ド推進協議会」と題して、関係団体と共同して実施することで、観光振興を図り富合地域の活

性化という共通の目標をもって取組む。 

 

  ①取組目的 

   農産物関連事業振興及び観光振興を図るため、観光客の集客による賑わいづくりなどこ

れまで関連団体がそれぞれ単独や一部の連携での取組みを行っていたが、発信力・財政面等

に限界があった。今後は当商工会が主体となって地域の関係者間で方向性を共有しさらな

る連携を図り、地域小規模事業者への波及効果が期待できる観光客の増加を目指す。 

富合地区が活性化することで、中心市街地である熊本市へも効果が波及し、熊本市全体の

活性化へ貢献することができる。 

 

   ②取組項目 

    １）富合ブランド推進協議会（以下、協議会）による富合ブランドの認定 

２）富合ブランドの認定による観光振興への取組 

３）協議会によるイベント等の開催や情報発信及び共有 

４）協議会による農産物関連事業振興に向けた方向性の検討 

５）協議会による農産物の付加価値化 

 

   ③取組手段・方法 

１）ＪＡ熊本などの地域経済団体と連携し観光振興を図る 

２）情報共有については、年間２回程度の協議会を開催し、認定・課題協議・解決策 

を模索検討していく。 

３）協議会において、イベント等の開催や情報発信及び共有を図る。 

４）同様に、地域特産品である農産物関連事業の振興方法、付加価値化について、富合 

ブランドを活用した方法やその他の方法について協議していく。 
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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 

９． 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 

〔現状〕熊本市西南部広域連携事業（富合商工会・飽田商工会・天明商工会・河内商工会・城南

商工会）において会議や研修会を実施し、情報や経営支援ノウハウの共有を図ってい

る。 

 

〔課題〕情報の共有だけでなく、地域経済動向の把握と支援ノウハウの一層の向上を図る必要が

ある。 

 

（２）事業内容 

①商工行政懇談会、金融懇談会への出席（年２回） 

熊本市、熊本市商工会連絡協議会、日本政策金融公庫、熊本県信用保証協会等による商

工行政懇談会、金融懇談会に出席し、熊本市の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や情報交換を行うことで、支援ノウハウの一層の向上に努める。 

事業計画策定支援ノウハウの向上のため、特に、日本政策金融公庫、熊本県信用保証協

会の職員と連携し情報交換に主眼を置いている。 

 

②熊本市西南地区広域連携事務局会議の開催（月１回） 

熊本市南区に属する富合・天明・飽田・城南商工会及び西区の河内商工会の５商工会で

「熊本市西南部地区商工会広域連携」を形成した、熊本市西南部広域連携事業事務局会議

において各地域における小規模事業者の需要動向、支援ノウハウ、支援状況、支援の進め

方、支援の体制等について情報交換を行うことにより、地域全体の需要動向の情報を把握

するとともに、効果的な支援のあり方、新たな需要開拓支援のための経営支援体制の構築

を図る。 

 

③熊本県商工会連合会、中小企業基盤整備機構主催の研修会への出席（年３回） 

熊本県商工会連合会及び中小企業基盤整備機構が支援機関を対象として開催する小規

模事業者支援研修等に参加し、国の施策や地域の需要動向を把握するとともに、経営支援

のノウハウや支援の進め方等について学ぶ。 

 

   ④熊本市中小企業支援機関連絡会議への出席（年２回） 

熊本市、熊本県よろず支援拠点、熊本市ビジネス支援センター等の関係者が参画する 

「熊本市中小企業支援機関連絡会議」へ出席し、当地区を含む熊本市の今後の経済の見通

し等を把握するとともに支援ノウハウの向上に努める。特に、小規模事業者が抱える専門

的な課題において商工会で支援が難しい案件については熊本県よろず支援拠点と情報交

換することで支援スキルの向上を図る。 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

〔現状〕従来から取り組んでいる熊本県商工会連合会や熊本市西南部地区商工会広域連携 

事業での研修会に参加してきた。 

 

〔課題〕小規模事業者への伴走型支援の向上を図るため、「職員全体の支援力の底上げ」が
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急務である。 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

経営指導員及び経営支援員の支援能力の一層の向上のため、熊本県商工会連合会が主催 

する「経営支援能力向上研修会」や中小企業庁が主催する「経営指導員研修」に対し、計画

的に経営指導員等を派遣する。小規模事業者の経営や支援制度に関する最新情報、小規模事

業者の売上拡大、経営力強化等に向けた支援ノウハウ等を習得する。 

②OJT 制度の導入 

経営指導員と経営支援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した OJT 

を積極的に実施し、組織全体として実務面で支援能力の向上を図る。 

③職員間の定期ミーティングの開催 

研修会等へ出席した経営指導員、経営支援員が講師を務め、研修で習得した内容を共有す

るためにミーティング（月１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。 

  ④データベース化 

担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・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。 

 

１１．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〕現状として、本事業を現在迄実施していないため、事業の評価及び見直しは出来て

いない。 

 

〔課題〕今後、事業を計画的に実行するために、ＰＤＣＡサイクルを確実に遂行していく。 

 

（２）事業内容 

毎年度、本事業の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事務局内で四半期ごとに経営発達支援計画進捗報告書を作成し、事業ごとに進捗の状況や

内容等について検証と意見交換を行う。 

②商工会正副会長会を開催し、事務局で作成した報告書を基に検証と意見交換を実施する。

（年１回） 

③理事に対しては、経営発達支援計画推進会議を開催し、進捗状況・内容・検証等を行い、

意見を聴取し、内容等のすり合わせを行い、フィードバックする。（年１回） 

④当理事会と併設して、熊本市担当課長、法定経営指導員、外部有識者として中小企業診断

士、金融機関支店長等をメンバーとする「経営発達支援検証協議会（仮）」を開催し、経

営発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。（年１回） 

⑤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、ホームページへの掲載及び「事務所への常時備え付け」を行ない、地域の小

規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。（年１回） 
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    熊本市富合商工会 

     TEL：096-358-2521 ／  FAX：096-358-7191 

     E-Mail：tomiai@lime.ocn.ne.jp 

 ②熊本市 

〒860-8601  

熊本市中央区手取本町１番１号  

      熊本市経済観光局産業部商業金融課  

       TEL：(096)328-2424  ／  FAX：(096)324-7004 

       E-Mail：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 1150 1300 1450 1450 1450 

 

調査費 

 

専門家派遣費 

 

セミナー開催費 

 

事業計画策定・ 

フォローアップ 

支援実施事業費 

 

需要調査・開拓 

支援事業費 

 

商談会展示会 

出展費・会議費 

 

協議会運営費 

 

資質向上対策 

事業費 

 

 

150 

 

200 

 

100 

 

200 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

300 

 

200 

 

100 

 

200 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

300 

 

200 

 

100 

 

200 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

250 

 

100 

300 

 

200 

 

100 

 

200 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

250 

 

100 

300 

 

200 

 

100 

 

200 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

250 

 

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 

 

国補助金、県補助金、市補助金、商工会自主財源 

 

（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 

 

 

 


