
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

和水町商工会（法人番号 ６３３０００５００４７２６） 

和水町   （地方公共団体コード：４３３６９１） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

地域小規模事業者の持続的な発展のため、人手不足の解消、異業種間のビジネスの

マッチングを促進させ、新たなビジネスを開拓発展させ、新商品開発により販路拡大

を行う。また、地域事業数の減少を抑えるため、円滑な事業承継を促し、活気ある事

業者のある町となることが今後の和水町商工会の目指すべき目標である。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

地域の経済動向調査に関すること 

地域経済動向に関する情報収集・分析により地域経済における現状と課題の明確化を図り情報発信す

ることで、小規模事業者自身が地域経済における現状と課題を十分認識した上で自社の事業計画策定を

行えるようにする。 

経営状況の分析に関すること 

財務及び非財務の分析を行い、分析結果を基に小規模事業者の経営上の課題を抽出し、課題解決に 

向けた改善策を提案する。 

事業計画策定支援に関すること 

経営分析を行った事業者を対象とした「専門家を活用した個別経営発達支援」の実施 

事業計画策定後の実施支援に関すること 

地域経済動向調査及び需要動向調査から得られる情報提供等により、事業者に寄り添ったフォローア

ップを行い事業計画の着実な実行を支援する。 

需要動向調査に関すること 

地域資源を活用した付加価値商品開発の支援や継続的なブラッシュアップを行う。 

また、インターネットを活用した商品の見せ方、パッケージ等についてのアンケートを行う。 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

地域商品のストーリー性を際立たせ、商品開発支援、販路拡大による展示会出店及び商談会出店支援

を行う。 

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取組に関すること 

既存事業の改善、特産品の開発、観光商品の開発を行い、地域における関係者間の意識の共有化を行

い、効果的な地域経済活性化に資するイベント活動へ改善する。 

連絡先 

和水町商工会 〒865-0135 熊本県玉名郡和水町瀬川 3613-1 

TEL：0968-86-2127 FAX：0968-86-4514 

e-mail: nagomi@kumashoko.or.jp 

和水町役場商工観光課 〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田 3886 

TEL：0968-86-5725 FAX：0968-86-4660 

e-mail: syokou@town.nagomi.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 

和水町は、熊本県北西部、福岡県との県境に位置し、平成 18年 3月に旧菊水町と旧三加和町が合

併した町であり、南北約 19 キロ、東西約 9キロ、面積は約 98平方キロメートルとなる。 

和水町は、九州の中心部に位置し、九州縦貫自動車道菊水インターチェンジを有し、福岡都市圏

まで 60分という交通の便に恵まれ、周辺には中小都市が存在し、都市へのアクセス条件のよい地域

である。また、菊池川と緑の山々などの豊かな自然と江田船山古墳、田中城跡や豊前街道を代表と

する数多くの歴史的資源に恵まれている。 

 更に産業面では、米をはじめ、野菜や果実等の農畜産物の生産が盛んであり、また電器、精密機

械などの企業を誘致して、農工併進による発展を遂げてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の位置 
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②産業の現状 

ア.産業構造・産業特性 

平成 28年度経済センサス活動調査によると、和水町内の産業別構成は、卸売・小売業 29.0%、

建設業 12.6%と多く、次いでサービス業（他に分類されないもの）10.4%、製造業 9.4%、生活関連

サービス業 8.7%となっている。 

（業種別事業者数：平成 28年経済センサス活動調査） 

産業大分類 和水町 

事業所数 

和水町 

事業所数別 

構成割合（％） 

全国 

事業所数別 

構成割合（％） 

非農林業（下記総数） 404 100.0 100.0 

卸売業・小売業 117 29.0 25.5 

建設業 51 12.6 9.3 

サービス業（他に分類されな

いもの） 
42 10.4 6.7 

製造業 38 9.4 8.5 

生活関連サービス業 35 8.7 8.8 

医療・福祉 35 8.7 8.1 

宿泊業・飲食サービス業 34 8.4 13.2 

運輸業・郵便業 11 2.7 2.5 

複合サービス業 10 2.5 0.6 

不動産物品賃貸業 8 2.0 6.7 

学術研修・技術サービス業 10 2.5 4.2 

教育・学習支援業 7 1.7 3.1 

鉱業・採石業・砂利採取業 3 0.7 0.0 

金融保険業 3 0.7 1.6 

電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0.1 

情報通信業 0 0 1.2 

イ.商工会・会員数の推移と現状 

商工会の会員数は廃業による脱退者の増加で平成 25 年までは減少傾向であったが、平成 26 年

度の「小規模企業振興基本法」制定後、小規模事業者に特化した新たな経営支援施策が打ち出さ

れ、当商工会も巡回指導や講習会開催等による普及活動に努めた結果平成 26年度以降は増加傾向

となっている。 

(和水町商工会員数の推移) 

 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

製造業 29 29 30 33 35 35 34 

建設業 43 42 40 40 40 41 42 

小売業 65 52 49 50 48 45 45 

卸売業 6 6 8 9 8 8 7 

サービス業 50 59 67 70 76 76 78 

その他 8 5 5 5 5 5 5 

合計 201 193 199 207 212 210 211 
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ウ.事業者数の現状 

 一方、和水町の事業者数は減少傾向が継続しており、平成 30年度は平成 21年度に対し、97 者、

率にして、21.2％の減少となっている。 

（和水町内事業者数の推移 全国商工会連合会 商工会の現況より） 

 H21年度 H24年度 H26 年度 H28年度 H29年度 H30年度 

事業者数 457者 422者 443者 420者 406者 360者 

 

エ.小規模事業者の現状 

小規模事業者は、平成 18年から平成 26年の間で、9.6％減少している。 

平成 30年の数値で見ると、和水町内の事業者 360者に対し、小規模事業者数は 301者で約 83.6％

を占めている。また、商工会においては、会員事業者 211者に対し、会員小規模事業者数は 192 者

で、約 90.9％を占めており、管内の事業者は小規模事業者が中心となっている。 

（H18年事業所統計、H26 年経済センサス） 

 H18 年 H26年 

小規模事業者数 333 者 301者 

 

オ.業種別事業者の現状 

≪建設業≫ 

町や県からの公共工事が主体となっており、一年を通しての受注にばらつきがある。また、従

業員の高齢化や若者の建設業離れにより労働力不足が深刻化している。 

管内の建設業者を見ると、後継者は多く存在しており、後継者を抱える事業者は経営意欲が高

く、新たな販路拡大のために「防草対策事業」、「田舎暮らし支援によるリフォーム需要開拓」、「配

管不具合診断サービス」等の新分野に積極的に取り組んでいる事業者が多く見られる。 

 

≪宿泊業・飲食サービス業≫ 

前記の平成 28 年経済センサスによると、業種別構成として全国平均では 13.2％に対し、和水

町では、8.4％と比較的低い構成割合となっている。 

宿泊業と飲食サービスに分けてみると、宿泊業者 2 者と少なくなっている。一方、和水町は交

通量の多い県道が通っているため、福岡県や熊本都市部からの往来が多く、飲食店が多いことが

特徴である。飲食店については後継者や若い経営者の方が主体となっており、町外からの新たな

顧客獲得のために「和水町の食材を使った付加価値の高い新メニューの開発」、「テレビ出演や SNS

活用による広報」、「各店舗の連携によるグルメマップ作成」等に積極的に取り組んでいる事業者

が多く見られる。 

 

≪サービス業（他に分類されないもの）≫ 

業種別構成として全国平均で 6.7％であるが、和水町では、10.4％と多くなっている。その要因

としては、自動車整備業の構成割合が高いことが影響している。 

自動車整備業においては、電気自動車やハイブリッド車への対応、高齢化による顧客の自動車



7 

 

離れが問題となっているが、町外や県外の顧客を取り込むため、「自動車の健康診断事業」、「農機

具販売事業」等独自の分野に新規参入する事業者も出現している。 

 

≪卸売業・小売業≫ 

全国平均の業種別構成では、卸売業・小売業の構成が 25.5％であるが、和水町では、29.0％と

高くなっている。 

しかし、取り巻く環境としては、郊外型大型店や複合型商業施設の出店、大手コンビニエンス

ストアの急増による来店者数の減少、さらには消費者ニーズの多様化や低価格志向への対応の遅

れにより年々売上が減少し、経営者の高齢化も加わり衰退傾向にある。 

和水町では、上記のような厳しい経営環境下においても、小規模な商店が多数存続し経営して

いる。中でも、人口減少や高齢化を新たな機会として捉え、買い物弱者支援事業を展開するなど

地域密着型のサービスに熱心に取り組む事業者も見られる。 

 

≪製造業≫ 

業種別構成として全国平均で 8.5％であるが、和水町では、9.4％と全国平均よりやや高い割合

となっている。 

特徴として、「電子部品」、「自動車用電装部品」、「食品」、「マグネシウム合金」等の大手や中堅

の企業が存在するとともに、「日本酒製造」、「フッ素樹脂コーティング」、「竹加工」、「積層材・突

板貼加工」等特徴のある事業を展開している小規模事業者も見られる。 

 

 

≪観光業≫ 

a.旧菊水地区 

「道の駅きくすい菊水ロマン館」（物産館）や「肥後民家村」（体験型工房）を観光拠点とし、そ

の周辺に江田船山古墳、トンカラリン等の歴史遺産が存立する。 

「道の駅きくすい菊水ロマン館」敷地内には飲食店を中心とする小規模事業者が存在し、近年

は和水町産の農作物や畜産物を用いた独自メニューや江田船山古墳を題材にした独自メニューの

開発に熱心に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【道の駅きくすい】 

 

【江田船山古墳】 
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b.旧三加和地区 

三加和温泉が観光拠点となっており、その周辺に八つの神様、田中城跡等の歴史遺産が存立す

る。三加和温泉郷には家族風呂を中心として個性豊かな温泉が４つあり、４つのうち１つは三加

和町の物産館である「緑彩館」と同じ敷地内にある、内湯と露天風呂を売りにしている「三加和

温泉ふるさと交流センター」であり、残りの３つは家族温泉を売りとしている小規模事業者であ

る。 

三加和温泉郷のお湯の特徴として全国でも希少なペーハー値１０前後の高アルカリ温泉で、「ス

ーパークレンジング温泉」と言われている。お湯には天然保湿成分であるメタケイ酸が多く含ま

れ、不要な角質や汚れを落とし、肌をつるつるにすることから「美人の湯」とも言われ特に女性

を中心に人気が出ている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【肥後民家村】 

 

【トンカラリン】 

 

【緑彩館】 

 

 

 

【三加和温泉】 

 

 

 【八つの神様：耳の神様】 

 

 

 

【田中城跡】 
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c.和水町観光入込客数（人）（和水町商工観光課データより） 

観光客数は、以前は 70 万人代であったが、その後減少傾向にあり、平成 28 年の熊本地震の影

響で大幅に落ち込んだ、しかしながらその後、町三加和温泉、江田船山古墳などの宣伝を積極的

により込み観光客数を回復させている。 

 H24 年 H25年 H26 年 H27年 H28年 H29年 H30年 

観光客入込客数 724,457 652,088 613,967 625,896 530,963 612,387 655,873 

 

③創業と廃業の現状 

平成２４年から平成２８年度までの創業と廃業の現状を見てみると、いずれの年度も開業件数

よりも廃業件数が上回っている。廃業の理由の９割以上は経営者の高齢化や後継者不在によるも

のである。特に卸売小売業の廃業が目立つのが特徴である。 

 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

創業数 0者 3者 4者 2者 3者 1者 1者 

廃業数 3者 6者 5者 3者 4者 3者 3者 

 

④和水町商工会のこれまでの産業振興支援の取組  

和水町の産業振興計画を受け、平成１８年合併当初から旧菊水町、旧三加和町の地域の特性を

活かした新商品開発や販売促進支援など地域の産業振興事業に取り組んできた。 

一方では、「新商品開発や販売促進の成果が確認できない」、「新商品の付加価値化や需要開拓等

の取り組みが継続的でなく、特にブランド化という面においては中途半端な結果に終わってしま

っている」等の厳しい意見も多く寄せられている。 

（これまでの主な取り組み） 

主な地域経済振興支援の取り組み 新商品開発や販売促進支援 課題 

・古墳祭 

・肥後古代の森 

・夏祭り盆踊り大会 

・山太郎祭 

・戦国肥後国衆祭り 

・竹パウダーを活用した環境リサ

イクル教室の開催 

・飲食店情報冊子作成 

・観光マップ作成 

・プレミアム商品券「なごみん」

発行 

・トンカラリンを題材としたオ

リジナル絵本の作成 

・杉のど飴の開発 

・アピオスを用いた新商品開発 

地域のイベント・祭り、観光案

内パンフレットなど、町や商工

会等で独自に作成しており、同

じような媒体を作成している場

合や、商品開発も同じようにお

こなっている場合があるため、

それぞれの意見を交換し集約で

きるような、組織体の確立が必

要である。 
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⑤和水町の将来像について 「第 2次和水町まちづくり総合計画」より 

和水町が作成している「第 2 次まちづくり総合計画」では、まちづくりを進めていく上で、重

要となるのは今後の本町を支えていく「人材」である。人口減少、少子高齢化社会の中で、「人」

の減少を食い止めることは難しい状況だが、その中でも和水町に愛着を持った若者等に、町に住

み続けてもらい、少しでも町の担い手を確保していくことが重要としている。  

また、人口減少や高齢化等により地域ごとのまちづくり活動の機能低下が想定されることから

も、町全域に地域自治組織を立ちあげ、若い世代が各地域のまちづくりを担うことで、地域独自

のまちづくり活動が活発化し、地域運営の自立化（= 効率化）と地域コミュニティの維持を図る

ことが必要となる。こうした状況からも、本計画では、第 2 次和水町まちづくり総合計画におけ

る将来像「笑顔輝き 魅力あふれる和水町」の要素を取り込み、今後、各地域が連携・一体化し

た「チームなごみ」の体制で、本町全体のまちづくりを進めていく。  

 

⑥課題 

  業種別の振興上の課題としては、下記のような課題があげられる。 

 地域の現状 産業振興上の問題・課題 

農業 

・中山間地、菊池川流域 

・美しい田園風景、竹林 

・米・みかん・ぶどう・梨・栗・ス

イカ・イチゴ・なす 

・高付加価値のある作物を利用した特産品、加

工品の開発及び販路開拓の取り組みが不足

している。 

・地域資源の絞り込みを行えておらず、町とし

ての確固たる地域ブランドの確立に至って

いない。 

建設業 

町や県の公共事業の依存度が高い。 

 

・高齢者向けバリアフリーリフォーム事業や

古民家の改修事業などの新分野へ参入する

事業者があり、これらの取り組みに対する

支援強化が必要である。 

サービス 

卸小売業 

・町内大手スーパーを中心に買い

物弱者支援事業に積極的に取り

組んでいる。 

 

・買い物弱者支援事業による高齢者の取り込

みによる売上、収益性の向上。 

・高齢者向けのサービス（介護、マッサージ等）

の強化。 

・新たな産業を育成するための受け入れ体制

や支援体制が確立されていない。 

 

製造業 

日本酒製造、大豆加工、フッ素樹脂

コーティング、竹加工業、積層材・

突板貼加工業等特徴のある事業者

が多い。 

・特徴のある事業者が多いにも関わらず町外

や県外での認知度が低い。 

・企業それぞれの情報発信力が弱く事業の認

知度が低い。 

 

 



11 

 

観光業 

・多くの特色ある観光施設や物産

館がある。 

・三加和温泉は強アルカリ性で全

国屈指の美肌の湯であるにもか

かわらず、知名度が低い。 

・九州自動車道菊水 IC や九州新幹

線「新玉名駅」に近い 

・高速道路のインターチェンジはあるものの、

そこから町の各観光スポットへのアクセス

が悪い、道路の改善や案内の工夫が必要で

ある。 

・福岡県を中心とした県外からの三加和温泉

等への来客を向上させるための支援が必要

である。 

・温泉などの観光サービスの宣伝や体験型観

光開発が少ない。 

 

また、共通の課題としては、経営者の高齢化が進展する中で、事業承継への対応が考えられる。 

 

前述の産業別の課題をまとめると、以下のことが和水町の具体的な課題があると考えられる。 

 ①様々な業種があるが、それぞれの事業者の特徴が出されていない事業者が多く、またその特徴

を事業者外部へ情報として明確に発信されていない。 

 ②和水町には多くの地域資源があるが、その資源を活用した特産品開発が行われておらず、地域

の独自性を持った商品開発につながっていない。 

③農林水産業と商工業といった事業者は多くあるものの、お互いの事業についての連動性がなく

新たな付加価値を生むような、異業種間のマッチングによる商品開発機会がない。 

④全ての業種において事業者の高齢化が顕著に進んでいるなか、積極的な事業承継対策支援体制

ができておらず、経営者の交代がなされていない。 

 

（２）小規模事業者に対する和水町商工会の長期的な振興のあり方 

①１０年後の将来ビジョン 

当会は、「活気あふれる個性豊かな企業のあるまち」を将来ビジョンとし、農商工連携による町

内産品の販売・流通の拡大、特産品開発、六次産業化等による産品の高付加価値化やブランド化

を進め、国内外からの取引の拡大を図る。 

事業者の後継者育成・確保、経営の安定化策の充実を図り、後継者不足に備え地域全体の産業

の経営基盤を強化する。 

新規創業に対する伴走型の支援体制を構築することで、創業を促進し、雇用の場の確保を図る。 

また、空き店舗や空き地などの遊休地等の情報を把握し、創業支援に役立て、今後、本町の産

業を担う新たな産業として「IT」を活かした産業など新たな産業を育成し、地域経済の活性化を

図る。 

観光については、海外からの観光客の増加も見据え、菊池川流域の地域全体で広域観光連携の

体制強化を図るとともに、本町独自の「山や川」といった自然環境を活かし地域資源と各周辺自

治体の資源を繋ぐ地域ストーリーを構築し、地域発信型の観光振興を進め、新たな観光客の誘致

を図る。 

これらの取り組みにより、地域産業の育成や地域経済の振興を図り、それぞれの企業同士の交

流の場を設置し、商工会が橋渡しとなり、異業種間の業種ミックスによる連携体制強化、業種を

またいだ交流による「チームなごみ」での高付加価値のある商品の開発を実現し、「活気あふれる

個性豊か企業のあるまち」を目指す。 
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③商工会としての役割 

小規模事業者支援や創業者への支援においては、新たなサービスや商品開発を進め、継続的な

寄り添った伴走型支援を行い経営基盤の強化、経営力向上を高める。 

商工会として、自治体にはできない、事業者の生活にまで踏み込んだ経営相談支援を行う。円

滑な事業承継を進めるために後継者選定状況などの調査を行い、１０年後に減少する業種、存続

する業種を踏まえたうえで、今後存続または誘致すべき業種を考え、地域活性化を継続し、事業

者に積極的に貢献する商工会を目指す。 

また、異業種の企業間の交流の場を設置し、異業種交流による事業発展の相乗効果を図れるよ

うな「ビジネスモデル」の構築を積極的に進める。 

さらに、地域事業者及び観光振興においては、金栗四三氏をきっかけに、歴史や三加和温泉な

どを軸とした観光地としての魅力度を高めるための観光商品開発の支援を強化する。 

そのため、和水町や観光協会など関係機関との連携し、地域経済の活性化に向けて、創業支援

や魅力溢れるまちづくり、観光振興策に取り組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標（５ヶ年計画） 

若年人口の減少により、地域における労働力不足が地域産業の根幹を揺るがしかねない状況とな

っている。１０年後の目標を見据えたうえで、第 2 次和水町まちづくり総合計画に沿いながら、関

係機関との連携し、経営発達支援計画を進めていく。 

地域小規模事業者の持続的な発展のため、人手不足の解消、異業種間のビジネスのマッチングを

促進させるとともに、異業種のマッチング等を通じ新たなビジネスの展開・発展につなげ、新商品

開発、販路拡大を図る。 

また、地域事業数の減少を抑えるため、円滑な事業承継を促し、活気ある事業者のある町となる

ことが今後の和水町商工会の目指すべき目標である。 

以上のことから、目標として以下の各支援を５ヶ年計画として立てる。 

①特色のある商工業の発展支援 

②新たな産業育成支援と創業支援 

③地域資源を活かした観光業の発展支援 

④魅力ある特産品を作り上げるための地域ブランド化支援 

⑤人手不足、事業者の高齢化、後継者不足への取り組みとしての事業承継対策支援 

 

 

 

【マラソン界の父：金栗四三】 

 

【三加和温泉】 
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（４）目標の達成に向けた方針 

本事業における目標を達成するため、地域の経済動向調査・需要動向調査やそれらを踏まえた小

規模事業者の経営状況の分析、それに基づく中長期的な事業計画の策定支援、販路開拓などの事業

計画の実施を支援するなど、小規模事業者の発達段階に応じ、伴走型支援事業を講ずる取り組みの

方針として以下のとおり掲げる。 

①特色のある商工業の発展支援 

商工業については、商工会ホームページを活用し、地域事業者の紹介を行い、情報発信を進め

る。地域ブランド化、創業・起業支援に取り組む。 

少子化により、労働力確保が難しい地域の現状を踏まえ、雇用の創出よりも、地域の特性を活

かした魅力ある商店や個性を発揮できる地場企業の育成等を進め、特色のある商工業の環境づく

りを行う。 

ア.経営力の強化支援 

・経済動向調査・需要動向調査などにより外部環境を把握する取組を通じて、小規模事業者の

経営課題と支援ニーズの明確化を図る。 

・創業予定者を対象とした創業支援、既存事業者には経営革新的な取り組み支援及び個店支援

等を通じて、小規模事業者の経営課題と支援ニーズの明確化を図る。 

・経営計画策定支援・経営計画実施支援と併せて新製品開発・新市場開拓・需要の開拓の支援を

することで、小規模事業者の経営力の向上を図る。 

・本事業における各種調査、経営分析、経営策定等の支援を通して、経営者の育成を図る。 

イ.商品力の強化支援 

・住宅リフォームなどの建設事業者支援 

  ・古民家や空き家を活かした、農村型住宅の改修支援 

  ・和水町空き家バンクと連携した空き家の改修と活用 

・商品開発・保有商品の付加価値化及び新市場開拓等の支援を図る。 

  ・買い物弱者支援事業者の支援と新規参入者の呼び込み 

  ・高齢者向けサービスの充実支援（介護、宅配型食事サービスなど）  

ウ.販売力の強化支援 

・販売促進支援、販路開拓支援等を図る。 

・商工会ホームページを活かした特色のある製造業者の情報発信支援 

  ・人手不足や情報発信に役立てる ITツールなどの活用講座の開催 

 

②新たな産業育成支援と創業支援 

和水町と協働し、地域内ある活用可能な、空き店舗、空き地、空き家の状況を整理把握し、地

域事業者の存続・発展に活用するとともに、創業支援や企業誘致のための受け入れ基盤とする。 

ア.和水町と協働した有休施設、遊休地の調査 

イ.企業誘致のための空き店舗見学の随時相談 

ウ.移転開業・創業などの支援、補助金活用方法の指導 
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③地域資源を活かした観光業の発展支援 

観光業については、体験型観光サービス内容の充実や観光客の受け入れ体制の整備を図る。 

和水町の産業振興の課題や産業振興計画を踏まえ、町の強みである豊富な「農作物」や地域住

民とのふれあいや歴史遺産による「観光資源」等を活用し、町内事業者の方々と共に体験型観光

商品を開発する。   

ア.町内事業者へ観光商品開発を提案し、商品開発を進める。 

イ.町の観光協会と連携した町内観光資源の情報発信を行う。 

ウ.記憶に残るような、体験型の観光メニュー開発や観光事業展開を支援。 

エ.観光商品開発による新規創業の推進。 

 

④魅力ある特産品を作り上げるための地域ブランド化支援 

町の取り組みと一体となり、「チームなごみ」での異業種交流を活かした、地域ブランド化の推

進をはじめ、魅力ある特産品づくりにつなげる。 

町には米、なす、みかん、ぶどう、たけのこ等さまざまな農産物があるが、広い知名度を持つ

特産物は少ない状況にある。和水町産品を大都市や他の地域に売り出すために農産物を選定し、

推進していく。同時に、農産物を用いた加工品の開発を、町内事業者や熊本県等の専門機関、市

場関係者、小売業者、製造業者及び和水町地域雇用創造協議会などと連携して行う。 

ア.地域特産品を活かした加工品の開発・販路拡大 

イ.情報発信による和水町ブランドの確立 

ウ.土産品などの名物品の地域ブランド化を進めていく 

 

⑤人手不足、事業者の高齢化、後継者不足への取り組みとしての事業承継対策支援 

人手不足に対しては、地域の魅力を高めることにより、地域への定着を促し地域転入者の増加

と労働力の増加を促す。また、仕事効率化に関する人手不足対応アドバイザー専門家派遣や IT技

術を活用した機械装置の導入を支援し、事業改革についてのアドバイスを行う。 

事業者の高齢化、後継者不足に対しては、新規創業者や異業種からのマッチングを含め、エキ

スパートバンク等を活用し、後継者の育成支援に関する取り組みを事業者に寄り添いながら支援

していく。 

ア.将来的な地域の業種別事業所数の把握 

イ.後継者候補者の育成支援 
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②管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、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。  

【調査対象】 

建設業、サービス卸小売業、製造業（各業種１０事業者） 

【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  

【独自調査項目】 

後継者の有無、事業承継方法、承継時期等事業承継に関する調査 

【調査手法】 

調査票を郵送し返信用封筒で回収する、もしくは、職員が巡回し調査を行う方法のいずれかとす

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 

情報の収集・整理は現状２名体制で行っているが、事業の拡充にともない確実に実行していく

ために３名体制に増員、うち１名を情報管理責任者とする。 

分析された情報は商工会内で情報共有し、商工会ホームページに掲載し、広く管内事業者等に周

知する。 

当商工会窓口においても紙面としても情報を常備し、いつでも閲覧・持ち帰りの出来るよう常

設する。 

 

（４）目標 

 現状 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 

①公表回数 - １回 １回 １回 １回 １回 

②公表回数 - ４回 ４回 ４回 ４回 ４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 

①現状 

  経営指導員等の巡回訪問・窓口相談や、小規模事業者持続化補助金の申請前等に補助金説明会

において、事業計画策定指導を交え小規模事業者の支援を行ってきた。 

  商工会職員が単独で、巡回・窓口相談時に小規模事業者の経営状況に関する情報を収集し、個

人的なスキルで応対してきたため、職員間での分析精度にばらつきがあり、経営計画の策定支援、

策定後の実施支援に有効に活かしきれていなかった。 

 

 平成３０年度の支援実績 

巡回訪問 窓口相談 セミナー等開催 

441件 697件 1回 

 

②課題 

ア.小規模事業者から、融資相談、決算支援、記帳支援、労務支援から経営情報を収集するに留ま

り、収集した情報を基に経営分析を行い提供することができていない。    

イ.小規模事業者の経営分析に関する情報について職員間で共有できていない。 

ウ.経営状況に関する聞き取り項目が統一されておらず、内容に一貫性がない。 

エ.記帳機械化システムを利用している小規模事業者に提供している財務分析表を活用しての経

営分析が行われていない。経営を持続的に行うためには、新たなビジネスモデルの構築など、

一歩踏み込んだ支援が求められている。 

オ.セミナー形式での開催は、時間的制約により、参加者が一同に集まりにくく効果的な支援がで

きていない。 

 

（２）事業内容 

専門家を交えた個別相談会を開催することにより、通常の相談業務から、より専門性の高い相談

へ特化した相談会を開催する。 

通常の財務及び非財務の分析、分析結果をもとに小規模事業者の経営上の課題を抽出し、課題解

決に向けた改善策を提案する。 

① 経営分析希望者の発掘 

経営分析を行う事業者の発掘のため、「巡回・窓口相談を介した掘り起こし」や時間の制約が

無く事業者が参加しやすい「専門家による個別相談会」を行う。「専門家による個別相談会」

を実施することで、小規模事業者の課題を明確にするとともに経営状況分析に対する小規模

事業者の意識を高めることで、経営分析希望者の掘り起こしを行う。 

なお、セミナー形式では、時間の制約や他会員事業者との関係などもあり、相談しにくいとい

う声が聞かれたことを考慮して、「専門家による個別相談会」とした。 
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【専門家による個別相談会 開催概要】 

 開催時は、専門家と経営指導員で１事業者との相談を行う。 

 ア.募集方法 

  商工会ホームページや会報紙等で広く周知し募集する。 

  毎月、第１・第３水曜日に開催している旨の内容を掲載、回ごとに、税務・法律・事業承継な

どのテーマを設けて開催する。必要に応じて開催日以外も相談を受ける。 

 イ.回数 

  月２回、第１・第３水曜日に開催する。 

 

② 経営分析の内容 

 【対象者】 個別相談会参加者の中から、意欲的で販路拡大の可能性が高い40者を選定 

 【分析項目】 

定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「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 キャッシュフロー分析 等  

≪SWOT分析≫強み、弱み、脅威、機会 等  

【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」等のソフトや、

熊本県の小規模企業等経営支援方針による小規模事業者への経営支援ツールである「経営支援

プログラム」を活用し、経営指導員が分析を行う。 

また、代表者の年齢が 60歳以上の事業者については、上記に加えて「事業承継ヒアリングシ

ート」を活用して、熊本県商工会連合会の特任経営指導員と連携して、事業承継分析を行う。 

 

  ※経営支援プログラム 

   熊本県の統一様式で、事業計画策定を行う際に自社の経営環境の把握、取組の動機や背景、

取り組みたいこと等を整理し、項目ごとに課題解決するために、計画の策定を行う。事業の

整理や目標や資金面での計画等に役立てる際に非常に有効である。また、本プログラムに沿

った計画による資金調達（熊本県の融資制度）においては一部利率の低減措置（基準金利の

▲0.2％）がある。 

 

（３）成果の活用方法 

・分析結果やそれに基づいて抽出した課題、課題解決に向けた改善策については、当該事業者へ

フィードバックし、事業計画策定支援において活用する。 

・分析データは、データベース化し内部共有することで、経営指導員及び他職員等の経営支援、

スキルアップに活用する。 

 

（４）目標 

項目 現状 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 

個別相談会数 - 24 回 24回 24回 24回 24回 

分析件数 0 件 40 件 40件 40件 40件 40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 

 ①現状 

小規模事業者からの依頼に応じて、担当職員が単独で下記ア～イの事業計画を個人的なスキルで

対応してきたために、職員間での支援内容にばらつきがあった。 

事業計画策定の本来の目的は、自社の経営を向上させることであり、現状ではこの本来の目的に

沿った経営計画策定支援と、計画策定に向けた事業者への働きかけが不足している。 

ア.金融機関の融資のための事業計画策定が大部分であったこと。 

イ.創業計画に関する事業計画策定。 

ウ.商工会小規模事業者持続化補助金対象の事業計画策定。 

エ.ものづくり補助金等補助事業のための事業計画策定。  

②課題 

ア.小規模事業者に対して、巡回による事業計画作成の積極的な掘り起しと、事業計画策定に取

り組むきっかけづくりが課題となっている。 

イ.事業計画について「正解」はなく、セカンドオピニオン的な観点から複数の支援者の目をと

おして支援を実施することも課題となっている。  

ウ.セミナー形式での開催は、時間的制約により、参加者が一同に集まりにくく効果的な支援がで

きていない。 

エ.事業承継を現実的な課題と捉えていない事業者が多く、事業承継計画を策定していない。 

 

（２）支援に対する考え方、支援対象 

これまではマル経融資、中小企業経営力強化資金等の事業計画作成型金融斡旋時や小規模事業

者持続化補助金等の各種補助金申請の際に経営計画の策定支援を行うなど受身な取り組みとなっ

ており、実効性のある事業計画策定支援を十分に行ってきたとはいえない状況であった。 

上記補助金制度が将来的になくなった場合でも小規模事業者自身が経営改善や販路開拓をする

上で事業計画作成が重要であることを十分に理解させた上で自主的に事業計画を作成し、それに

対して商工会が伴走的な経営支援を行っていく体制を構築する必要がある。 

今後は、経営状況分析支援を行った小規模事業者のうち７割程度の事業者について事業計画の

策定支援を実施する。 

選定方法は、新サービス開発等新たな販路開拓や特産品開発等新たな需要の開拓への取組を検

討している小規模事業者に絞り、地域経済動向調査や経営状況分析結果を踏まえた実行可能な事

業計画の策定支援を実施する。 

 

（３） 事業内容 

経営分析を行った事業者を対象とした「個別事業計画策定支援」の実施  

①募集方法  経営分析を行った事業者へ直接連絡し日程を調整し相談を実施 

②支援対象者 経営分析を行った事業者を対象とする 

③手段・手法 経営指導員１名を含めた職員２名体制でのチームにて、具体的な事業計画の個 

別相談を行うことで確実に事業計画の策定につなげていく。 
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④支援項目 

ア.地域経済動向調査や経営状況分析等に基づいた事業計画策定 

イ.営業戦略、生産戦略、人員配置戦略、資本戦略の立案 

ウ.売上及び仕入計画、生産計画、人員配置計画、収支計画、資金繰り計画等の策定 

エ.短期事業計画（１ケ年）、中期事業計画（３ケ年）計画策定支援、修正事業計画策定 

オ.専門家派遣を活用した、新販路開拓、新商品開発、農商工連携の６次産業化 

カ.事業承継への取り組みの促し及び事業承継計画策定 

 

（４）目標 

項目 現状 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 

事業計画策定件数 

（うち、事業承継策定件数含む） 
－ 30件 30件 30件 30件 30 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 

 ①現状 

ア.事業計画策定後は小規模事業者の要請のみに対応してきた。 

イ.事業計画策定後のフォローアップ支援数が少ないのが現状だった。 

ウ.事業計画策定の重要性のアピールが弱かった。 

 

②課題 

ア.事業計画策定後のフォローアップが脆弱で、売上・利益確保の進捗状況の確認が定期的かつ

有効になされていなかったこと。 

イ.事業計画策定後のフォローアップが全体的に、進捗管理（実行管理・当初計画との差異分・

計画の修正等の段階）までなされていなかったこと。 

ウ.事業計画の策定が、少数の小規模事業者だったため、そのフォローアップも数少ない件数で

あったこと。 

 

（２）事業内容 

事業計画の遂行にあたり、国・県等の補助金制度、融資制度等の活用について積極的に提案す

るとともに地域経済動向調査及び需要動向調査から得られる情報提供等の活用により、事業計画

の着実な実行を支援する。 

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

業者とを見極めた上で、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３０社のうち、１０社は毎月１回、１０社は四半期に一度、他の１

０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、適宜対応するものとする。 

なお、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、当該の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。 

事業承継計画を策定した事業者及び被承継者に対し年１回訪問相談を行い、承継計画の進捗状

況確認や軌道修正を支援し、円滑な事業承継になるよう事業者を支援していく。 

 

（３）目標 

項目 
現状 

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 
フォローアップ対象事業者数 

（うち、事業承継計画策定事業者 

を含む） 
- 30者 30者 30者 30者 30者 

頻度（延数） - 180回 180回 180回 180回 180回 

売上増加事業者数 - 10者 10者 14者 14者 20者 

利益率 1％以上増加の事業者数 - 10者 10者 14者 14者 20者 
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６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

ア.需要動向調査については、商工会が実施してきた地域特産品開発の開発商品について事業者

へのヒアリング調査等を実施してきた。 

 

②課題 

ア.調査した需要動向調査について、調査結果を事業者へ渡すのみに留まり直接的なアドバイス

やフォローが行えていない。 

イ.他地域と差別化するための、地域独自の特化した商品開発が行われていない。 

  

（２）事業内容 

和水町地域雇用創造協議会、和水町社会福祉協議会、和水町観光協会と連携し、６次産業化の専

門家も交えながら、業計画策定支援を受ける事業者とともに、地域資源を活用した付加価値商品開

発の支援や継続的なブラッシュアップを行う。また、地域の特産品を活用した商品に乏しく、お土

産品などの商品開発が遅れているため、地域資源の絞り込みを行い、商品化の支援までを行う。 

具体的には、事業計画策定を行った事業者等、熱意のある事業者への声かけを行い、専門家派遣

を活用し、現状商品のブラッシュアップを含め、ストーリー性の付加、商品のブランド化の支援を

実施する。年間２商品開発を目標として支援を行う。 

また、インターネットを活用し、地域特産品を活用している事業者の商品について、商品の見せ

方、パッケージ等について、地域外からのアンケートを行う。 

 

①開発商品に対する来店者へのアンケート調査（実物・試食調査） 

和水町は他市町村に比べ農産物を加工した特産品や観光資源を活かした特産品の開発が遅れて

おり、和水町ならではの土産品が少ない。特産品開発等新たな需要開拓のために事業計画策定支

援を受ける事業者の立ち合いのもと、試作品の提供を通じて特産品や観光資源を活かした商品に

対する来店者調査を実施する。 

具体的には、地域での販売を目的とした商品を取り扱う、または、開発中の管内事業者２者と

ともに、町内の「道の駅きくすい」または、物産展等において、試食及びアンケートを実施、調

査結果を分析した上で当該２者に調査結果をフィードバックする。その後、開発商品をブラッシ

ュアップし商品を販売可能なものに仕上げるというような取り組みを行う。 

【対象事業者】 地域での販売を目的とした商品を取り扱う事業者 

【調査商品】 地域の特産品を活用した商品 

【サンプル数】 来訪者５０人 

【調査手段・調査方法】 

「道の駅きくすい」または、物産展等において、毎年１１月に行う。 

来訪者に対し、開発商品を試食していただき、経営指導員等が聞き取りのうえ、アンケート

票へ記入する。 

【調査項目】 

①試作品に対する感想、②価格、③味付け、④見た目、⑤容量・サイズ 

⑥試作品の改良に関する要望 
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【分析手段・手法】 

調査結果は、販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等が分析を行う。  

【分析結果成果の活用】 

分析結果は、経営指導員が当該飲食店に直接説明する形でフィードバックし、更なる改良等を

行う。  

 

②ITを活かしたウェブ上での商品アンケート調査（商品イメージ調査） 

首都圏での３０代女性向けの商品を開発するなど、ターゲットを持った商品について、購買層

を絞った商品アンケートを実施する。主に、都市圏や海外での販売を目的とする商品を取り扱う

または開発を行う管内事業者２者について、インターネットを活用したアンケート調査を行う。 

これにより、商品コンセプトがターゲットのベネフィットに合致しているかを調査することが

でき、既存商品の改善や新商品開発が実施可能となる。 

【対象事業者】 地域での販売を目的とした商品を取り扱う事業者 

【調査商品】 地域の特産品を活用した商品 

【サンプル数】 １００人 

【調査手段・調査方法】 

「キッコエサーベイ」などのアンケート調査に特化した、専門会社を活用する。居住地、年齢

層、性別を選択し調査、定量、定性の両面での分析を行うことにより商品の改善点、価格設定

などを洗い出す。このアンケート調査を年１回行う。 

【調査項目】 

 ①パッケージ、②価格、③使用環境、④バリエーション、⑤ネーミング等 

【分析手段・手法】 

  アンケート調査結果は、専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等が分析を行う。 

【分析結果成果の活用】 

分析結果は、経営指導員が当該事業者に直接説明する形でフィードバックし、更なる改良等

を行う。また、専門家を交え商品の改善・開発内容を提案し、新たな商品展開に活用する。 

 

（３）目標 

項目 現状 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 

①調査対象 

事業者数 
0者 2者 2 者 2者 2者 2者 

②調査対象 

事業者数 
0者 2者 2 者 2者 2者 2者 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

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 

①現状 

ア.物産展の参加による需要開拓 

イ.規模事業者の販路先紹介の対応 

ウ.各種商談会への参加 

②課題 

ア.事業者がホームページを開設し、通信販売を行っているものの、大口取引などの業務用取引の

成約が少ない。 

イ.物産展の一時的な需要開拓に限定されていた。 

ウ.販路先紹介等や商談会参加の事前・事後のフォローアップが不十分であった。 

エ.商品開発支援については、独自性やブランド性のある地域資源の絞り込みが行えていない。 

 

（２）支援に対する考え方 

展示会を自前で開催するのは困難なため、九州地区内で開催される展示会への出展を計画する。

出展にあたっては、商工会職員が、ポップの見せ方や、接客方法などの事前・事後の出展支援を行

うとともに、出展期間中には、陳列・接客などきめ細やかな伴走支援を行う。また、必要に応じて

専門家も同席し出展を行う。 

 

（３）事業内容 

和水町地域には多くの商品があり、現状の商品をブラッシュアップするだけでも高付加価値化や

新規需要開拓が予想される。 

地域商品のストーリー性を際立たせ、宣伝、情報発信をしていくことにより、新規需要開拓に繋

がると考える。 

①展示会出店事業（ＢtoＣ） 

熊本県商工会連合会の主催する「くまもと物産フェア」に管内売業者２事業者と共に参加する。 

なお、出展事業者へは、出展参加の事前のフォローアップを行い実益のあるものにし、今後の

改善内容を把握し、事後のフォローも行っていく。 

 

【参考】「くまもと物産フェア」は、毎年１１月に２日間開催され、県内外から約3万人が来場す

るイベント、県内の特産品300程度の展示ブースがある。バイヤーなどの商談会も開催さ

れる。  

   

②商談会参加事業（ＢtoＢ） 

肥後銀行が開催する「くまもと“食”の商談会」や熊本県が開催する「くまもと大商談会」に、

毎年、地域内の事業者２者を選定し参加させる。参加させるだけではなく、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】「くまもと“食”の商談会」は、毎年１月に開催され、県内外から 100社程度のバイヤー

が参加、毎年 100 程度の出展ブースがある。一般来場者も 1万人来場する。 

【参考】「くまもと大商談会」は、毎年１１月に開催され、都市圏のバイヤー50社程度参加、毎年

30程度の出展ブースがある。 
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（４）目標 

項目 現状 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 

①展示会出店事業数 1者 2者 2者 2者 2者 2者 

売上額 4万円 6万円 6万円 8万円 8万円 8万円 

②商談会参加事業者

数 

 
0者 2者 2者 2者 2者 2者 

取引成約件数 - 1件 1件 2件 2件 2件 
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（２）事業内容 

地域振興事業においては、これまでの祭りイベントの取り組みを検証・評価を行い、地域事業

者にとって経済効果のある事業内容へ改善する。また、町内の賑わいの創出や地域ブランド化に

ついても継続的に取り組んでいく。 

祭りイベントについては、地域資源に関する特産品が出店されているものの、他の２つの祭り

については特に地域資源に関する特産品が出店されていないことから、和水町、JA玉名等各種関

連団体と連携して、「高齢者向け」、「古墳」、「金栗四三」等に関連した特産品を開発し、出店する

ことで、和水町観光業の認知度向上に繋げていく。 

 

①地域における関係者間の意識の共有化（年 3 回） 

  観光事業の活性化や商品開発についてなど。和水町の活性化を協議するため、和水町、和水町

観光協会、地域事業者が参加する、和水町観光協会総会及び役員会の場において、地域観光の実

情などを協議する機会を年 3回開催する。 

 

②特産品の開発 

和水町独自のお土産品を開発するため、関係機関と連携し、特産品を活かしたお菓子や土産品

を開発する。 

他にも、町出身の金栗四三や、和水町・玉名市・山鹿市・菊池市の３市１町の連携による「菊

池川流域今昔水稲物語」日本遺産に関連した特産品の開発、広報及び販路拡大を図る。 

 

③観光商品の開発 

和水町は国指定史跡の「江田船山古墳」、「肥後民家村」、「八つの神様」、「三加和温泉郷」等元々

観光資源が豊富な地域である。 

和水町旧三加和町出身の日本マラソン界の父と呼ばれ箱根駅伝の発展に尽力した金栗四三を主

人公にした NHK大河ドラマ「いだてん」が放送された。  

これを契機に、観光商品の開発を行い、江田船山古墳等の従来の観光資源に併せた形で「金栗

四三生誕の地」として、観光協会の開催するモニターツアー等を活用する。 

新たな観光資源に関連した地域特産品の開発を、和水町地域雇用創造協議会と共に体験型観光商

品を開発し、引いては町内への定住を呼び込み、人口減少の抑制を目指す。 
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①外部講習会等の積極的活用 

経営指導員及び一般職員の支援能力の一層の向上のため、中小企業庁が主催する「経営指導員

研修」及び熊本県商工会連合会主催の「経営支援能力向上研修」に対し計画的職員を派遣する。 

当会における事業計画策定件数の増加と支援能力向上を計画的に実施するため、中小企業大学

校が実施する「事業計画策定セミナー」等資質向上に資する研修への参加を優先的に実施する 

特に知識や経験が不足している分野に関する研修を経営指導員・経営支援員が積極的に受講す

ることで、小規模事業者が持続的な発展をすることを重視した支援力や小規模事業者の経営の現

状把握をするための能力の向上を図る。 

 

②経営発達支援会議開催による資質向上 

四半期毎に、経営指導員・経営支援員等職員を集めた「経営発達支援会議」を開催する。 

この会議において、直前 3 ヶ月間の支援案件について情報提供し、支援方法、支援手法を複数の

職員で検討するとともに、支援結果も報告し、今後のフォローアップや、他の事業者とのマッチ

ングで可能性を検討する。 

他の職員と意見交換や情報を共有することで、複数の支援策を検討し、支援内容の充実を図り、

事業者からの問い合わせ対応にもそれぞれが柔軟に対応できる体制を作る。 

また、統一的な事業者ヒアリングシートの作成や、支援ツールの使い方なども検討・研修し、

事業者の実態把握のためのヒアリング能力の向上を図る。 

 

③情報の共有化・標準化 

経営状況分析によって得られた小規模事業者の分析結果については、データベース化し、共有

フォルダーを設けることですべての職員が閲覧及び編集可能なデータとする。 

経営支援内容は属人的であり、事業者への支援に一定以上の支援レベルのルールを設けるため

に、独自の経営支援マニュアルを作成し、経営支援内容の均一化を図り事業者へのよりいっそう

支援内容の充実化を図る。 

また、開発商品や取組については、現状は事業者ごとのカルテしかないため、取組内容データ

の検索・閲覧が煩雑であるため、開発商品ごとの詳細な開発商品や取組内容別のデータベースを

作成し、将来的にも他の職員がノウハウを引き継ぎ活用できる仕組を作る。 

 

④職員間の定期ミーティングの開催 

 経営指導員、経営支援員、一般職員を含め、毎週月曜日の朝礼の際に、情報共有、意見交換を

行う時間を設ける。またその際に効果的な経営支援事例なども職員同士で共有することにより、

職員全員の支援能力の向上を図る。 

 

⑤経営指導員・経営支援員同士による OJT 

これまで経営支援ノウハウについては個々の職員独自のノウハウとなっており、単一商工会内、

地域内商工会内で共有される機会が少なく、職員の独自のノウハウ自体が商工会の支援ノウハウ

として有効なものかどうか掴めていないことが多かった。 

そこで、玉名地区商工会において開催する会議やセミナー等で、中小企業診断士、税務署職員、

日本政策金融公庫職員、商品開発専門家等を講師に招いて勉強会を開催し、勉強会開催に伴う意

見交換会も同時開催することで、組織内で経営指導員・経営支援員同士のノウハウの共有を図り、

経営支援能力の向上を図る。 
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また、これまで経験年数の浅い（就任後５年以内）経営指導員が異動してきた際の教育システ

ムが構築されていなかったことから、経験年数の浅い（就任後５年以内）経営指導員については、

支援レベルの均一化を図るために経営支援マニュアルを作成、このマニュアルを基に、他経営指

導員が小規模事業者支援に関する知識・ノウハウについて、巡回時の同行も含めて個別に OJT を

行うことで、伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

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 

①現状 

ア.事業計画作成指導を行ってきたがフォローアップを行っていない。 

イ.巡回訪問や窓口相談件数を重視していた。  

 

②課題 

ア.事業計画作成後の事業者のフォローアップ評価を行っていないため数値化して判断すること

ができない。  

イ.巡回訪問や窓口相談の件数や金融支援及び税務相談の評価が高い状況だった 

ウ.経営分析や事業計画策定は、すぐに結果を伴うものでなく低い評価項目だった。  

 

（２）事業内容 

・当会の役員会と併設して、和水町商工観光課長、法定経営指導員、外部有識者として中小企業

診断士をメンバーとした「経営発達支援計画評価委員会」を設置し、毎年度１回開催し、経営

発達支援事業の進捗状況等について事業評価を行う。これにより、効果的な PDCAサイクルを構

築し、次年度の経営発達支援計画の軌道修正を行う。 

・当該評価委員会の評価結果は、役員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、商工会の広報・ホームページにて年１回掲載することで、地域の小規模事業者等

が常に閲覧可能な状態とする。（http://www.kumashoko.or.jp/nagomi/） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

P：計画 

和水町商工会役員会・和水町・法定経営指導員 

D：実行 

   和水町商工会職員 

C：評価 経営発達支援事業評価委員会 

    外部監査：和水町、中小企業診断士   

A：改善 

   和水町商工会役員会、和水町商工会職員 
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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 

経営発達支援事業実施に係る体制 

 

 
  

（２）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 ：髙木 孝次 

■連絡先：和水町商工会 TEL０９６８－８６－２１２７ 

■氏名 ：小池くみ子 

■連絡先：熊本県商工会連合会  TEL０９６－３２５－５１６１ 

 

②法定経営指導員により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・見直しをする際に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

和水町商工会 本所

法定経営指導員１名

経営指導員１名

経営支援員３名

一般職員１名

和水町商工会役員会

会長

副会長２名

理事１３名

監事２名

和水町

商工観光課

和水町商工会

三加和支所

経営支援員１名

熊本県商工会連合会

法定経営指導員１名
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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）商工会、関係市町村連絡先 

①和水町商工会本所  

〒865-0135 

熊本県玉名郡和水町瀬川 3613番地 1 

TEL：0968-86-2127 ／ FAX：0968-86-4514 

E-mail：nagomi@kumashoko.or.jp  

 

②三加和支所 

 〒861-0903 

熊本県玉名郡和水町和仁 17 

TEL：0968-34-2051 ／ FAX：0968-34-2051 

 

③関係市町村 

熊本県玉名郡和水町江田 3886 

和水町 商工観光課 

TEL：0968-86-5725 ／ FAX：0968-86-4660 

E-mail：syokou@town.nagomi.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） 

 
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 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 

 

個別相談会開

催費 

 

専門家招集費 

 

展示会出展費 

 

需要動向調査

費用 

 

 

 

400 

 

 

700 

 

500 

 

300 

400 

 

 

700 

 

500 

 

300 

400 

 

 

700 

 

500 

 

300 

400 

 

 

700 

 

500 

 

300 

400 

 

 

700 

 

500 

 

300 

（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、国補助金、熊本県補助金、和水町補助金等 
 

 

（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 

連携して実施する事業の内容 

 

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、役割 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携体制図等 

 

 


