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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 

１、小国町の概要 
≪立地・気候≫小国町は九州のほぼ中央、熊本県の最北端、阿蘇外輪山の外側にあり

筑後川の上流に位置しています。東西北部を大分県、南部を南小国町と隣接し、東西18

キロメートル南北11キロメートル総面積136.72平方キロメートルで総面積の74%は山林

が占める農山村地域です。 

自然は九州山脈の屋根に位置しているため変化がはげしく、夏は涼しく冬は厳しい高

冷地帯(平均気温13℃)であり、雨も多く年間降雨量は2,300ミリメートル、多雨多湿で

森林の成育に適しています。 

 
 

≪歴史≫小国町は小国郷として明治3年旧25ヶ村が合併して9ヶ村となり、更に明治22

年町村の実施により北小国村(6ヶ村)と南小国村(3ヶ村)に分れました。昭和にはいり、

北小国村は、人口が11,000人余り県内で10,000人以上の市町村で村制を施行しているの

はこの北小国村だけ。また関西方面と産業・経済面で密接な関係にあり、昭和10年4月1

日町制が施行され「北小国村」を「小国町」と改称しました。また、商工会においては

昭和36年11月30日に設立しました。 

≪人口の推移≫平成29年の小国町の人口は7,420人となっています。昭和55年から平成

27年までの35年間で3,552人減少しています。また、現在のペースで推移した場合、

2030年には5,559人、2040年には4,504人と予想されています。 



２ 

 

なお老年人口38.4%は、全国平均の23.3%、熊本県平均の25.8%を大きく上回っていま

す。          

 

生産年齢人口、老年人口等（単位：人） 

 1980(S55) 2000(H12) 2015(H27) 2017(H29) 2030予想 

人口 10,813 8,954 7,261 7,420 5,559 

生産年齢人口 6,935 5,003 3,663 3,210 2,415 

年少人口 2,386 1,389 812 735 486 

老年人口 1,492 2,562 2,786 3,475 2,658 

 

２、小国町の産業構造・産業特性 
１）産業別人口（就業構造）の動向 

第一次産業の割合は県平均の10.5％を大きく上回っている18.3％、第二次産業は

17.5％、第三次産業は63.9％であり、小国町における農林業の果たす役割は大きいもの

があります。 

産業別就業者数の推移（平成２２年調査） 

 
２）町内の産業構造 

小国町の業種別の事業者数を以下に示します。                  

業種別に事業所数をみると、サービス業が最も多く全産業事業所数の 27%、2位が小売

業 25%、3位が建設業 14%、4位が飲食業 9.4％、5位が製造業 9％となっています。       

また当町の基幹産業のひとつである観光産業は、宿泊業者数は 4.5%ながら、町人口の

150倍が来町する観光客を顧客とする上記のサービス業・小売業・飲食業・製造業・卸
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売業と共に、もう一つの基幹産業である小国町及び近隣の住民を対象とした生活支援型

産業で構成される産業構造となっています。なお、商工会の組織率は 61.2％となってお

り、会員の 93%が小規模事業者となっています。                                                         

産業分類別事業者・小規模事業者 

※当事業計画書時点では会員数は288。       平成31年度商工会実態調査より 

 

〔1〕産業核である観光関連産業 

当町は下表に示す、杖立温泉をはじめ周辺小集落のはげの湯・岳の湯・鈴ケ谷・麻

生釣・地獄谷・山川温泉といったわいた温泉郷と呼ばれる様々な温泉地域を有してお

り、温泉を中心とし自然や歴史・文化資産等の観光資源を活用した観光関連産業が町

の基幹産業となっています。 

杖立温泉及びわいた温泉郷の温泉地及び旅館数等 

温泉地 
杖立 

温泉 

わいた温泉郷  

はげの湯

温泉 

岳の湯温

泉 

鈴ケ谷 

温泉 

麻生釣

温泉 

地獄谷 

温泉 

山川

温泉 

計 

旅館数 16 4 3 1 1 1 3 29 

部屋数 （※1） 5～20室  

旅館数割合 55％ 14% 10% 3% 3% 3% ⒑% 100％ 

（※1）143室1軒、47室1軒、他は5～20室 

   

観光入込客数及び宿泊者数はピーク時（平成14年）には宿泊客約40万人、観光入込客

数約120万人を記録し、年間100万人以上の観光客が訪れていたが、近年は下表のとお

り、ほぼ横ばい状態であり伸び悩んでいる状態です。 

町内の温泉施設及び観光施設等の観光入込客数及び宿泊者数等 

年度 H27 H28 H29 備考（H20デー

タ） 

小国町観光客入込客数（人） 1,120,828 887,010 952,269 809,673 

小国町観光客宿泊客数（人） 189,987 190,793 197,126 200,171 

小国町観光消費額(千円) 2,568,323 2,430,190 2,424,666 2,559,884 

杖立 

温泉 

入込客（人） 321,984 246,865 238,077  

宿泊客数（人） 143,744 151,910 135,741  

わいた 入込客（人） 255,385 252,838 261,270  

 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業

宿泊業 

ｻｰﾋﾞｽ業 その他 合計 

総事業者数 56 40 15 109 102 84 42 446 
(割合％) 13 9 3 24 23 19 9 100 

内

訳 

会員事業者 45 40 5 60 39 21 47 24 281※ 
小規模事業者 45 38 5 54 38 17 47 19 263 
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温泉郷 宿泊客数（人） 36,918 33,107 32,111  

道の駅ゆうステーション客数（人） 166,741 117,590 129,797  

鍋が滝公園客数（人） 206,777 143,177 206,777  

杖立温泉の入り込み客数・宿泊数は、熊本地震で H28は落ち込んだものの、現在は

徐々に戻りつつある。わいた温泉郷は減少傾向ではあるものの、小国町全体の観光客

は微増ながら増加傾向にあります。 

来客層は、熊本県の最北に位置することより福岡県や大分県など県外からの来客が

多く、阿蘇観光及び黒川温泉を有する隣町の南小国町と一体となった阿蘇外輪山北部

の「小国郷」観光として位置付けられてもいます。 

 

〔2〕町民の生活を支える小売業・サービス業等と商店街など 

小国町の商業は主に小国町内を南小国町、日田市津江、玖珠などを商圏とし栄えてき

ました。しかし、道路整備やインターネットの普及、消費者ニーズへの対応の遅れなど

から小国町外の商圏へ流出しています。 

また、長引く不況や周辺地域への大規模小売店舗進出により競合が激化しており、町

の中心市街地の４つの商店会で構成される商業集積が、町民の生活を支えかつ観光客が

訪れるスポットとなっていますが、構成する小規模店舗は、後継者不足と高齢化によ

り、商店数の減少や空き店舗が増加するなど、活気が失われています。 

なお、ロードサイド店等（ダイレックス・ナフコ、コンビニ３、スーパー大分出店２

点）は地元商業者等の競合ではあるが町民の生活を支えています。 

商業集積の状況 
 営業店舗数 空き店舗数 組合会員数 備考 

栄町商店会 4 0 4 近年の火事で激減 

下町商店会 20 0 20  

小国一番街 15 3 10  

国勢町商店会 10 0 10  

平成30年度熊本県商店街実態調査より 

 

３）農林業（１次産業） 

町人口の約9%が従事する農業は寒冷地高原野菜や菊芋などの生産、また従事者は少ない

がブランド化している小国杉の産地で、製材業とともに林産品として外貨を獲得してい

る産品となっています。 
 就業人口 経営体数 産出額 備考 

農業 672人 459 276千万円 ジャージー牛酪農者：18戸 

肉牛飼育農業者：35戸 

林業 102人 195   

平成29年小国町農林業統計 
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４）創業・廃業の状況 

近年の創業状況、廃業状況は下表のとおりであり、創業者は町外からの移住開業が多

く、廃業理由として後継者不足等があげられます。 

  平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

創業 

件数 9 5 5 7 

業種 製造１･小売１・

飲食４・サービス

３ 

飲食３・サービ

ス１・宿泊１ 

小売１・飲食１・

サービス３ 

製造１・飲食１・

サービス５ 

廃業 
件数 10 9 13 7 

業種 建設業・製造・小

売・飲食・宿泊 

製造・小売・飲食・

サービス 

卸・小売・飲食・サ

ービス・その他 

建設業・小売・サ

ービス 

 

 

３、商工会の取り組み 
商工会の組織活動としては、商業部会・工業部会・観光部会、青年部・女性部、情報

委員会による活動を行っています。各部会等の活動として、商店会組織の見直し、観光

の街づくりとしての廃棄物の適正処理、観光マップ作り、商工会ホームページの整備・

更新などを行っております。 

会員サービスとして、事務局長1名 経営指導員2名 経営支援員2名 記帳指導員1名 

全6名の体制で、経営指導・税務指導・金融相談・労務指導等の小規模事業者の経営改

善普及事業、共済制度、青年部・女性部の指導や、小国町内の観光案内事業や各種イベ

ントの開催などの地域振興事業などの支援を行ってきました。 

また、当商工会のこれまでの取り組みにおいて、地域資源を活用した特産品の開発及

び既存商品のブラッシュアップ、それらの新たな販路開拓の支援を行ってきましたが、

関連事業者の収益増につながっているかは微妙な状況です。 

これまでの主な商工会事業 

年度 事業内容 成果等 

平成 18年度 福運 3社めぐり 現在継続中で、集客増加中 

平成 20年度 菊芋商品開発 生産加工組合として独立 

平成 27年度 熊本地震復興マルシェ 1年のみの実施で終わってしまった 

平成 27年度 観光案内人育成、派遣事業 
商工会雇用の観光案内人 3人、案内

件数 52回、1,871 名 

平成 28年度 
インバウンド対策研修会の

実施（中国語講座等） 

中国・台湾・韓国からの観光客の来

町（杖立温泉等）、 

更に、これまでも商工会会員により、地域資源を活用した特産品の開発及び新たな販

路開拓事業に取り組まれてきましたが、顧客ターゲットに合わせた商品開発が十分に出

来ていないため、販売促進につながっていないのが状況です。 
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４、小国町行政における産業振興関連施策の概要 
平成 27 年 10 月小国町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が制定され、基本的な

考え方、政策のテーマ・目標等については、「2060年の人口を5,000人に維持する」を

始め以下の通りです。 

小国町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

基本目標 主な施策 数値目標 

Ⅰ  地域の資源を活

かした循環型の

社会と産業づく

り  

地熱とバイオマスを活かした農林業タウン  

・分散型エネルギーインフラ整備  

・新電力会社の設立・運営  

・省エネルギー・低炭素化への支援  

・小国型循環型農業の推進  

・森林・林業の再興  

◆1人当り町民

年 間 所 得 を

2,000千円にす

る 

 

Ⅱ  しごとの創生・働

く場つくり・働く

環境づくり  

担い手支援と働き方支援  

・新たな産業での雇用促進  

・商工業の振興  

・雇用に関する情報の集積と発信  

・人材育成事業  

・農林業の担い手支援  

◆社会増減プ

ラスマイナス

０を実現する 

Ⅲ  観光・交流による

地域経済の浮揚  

滞在型・体験型観光づくり  

・新たな観光資源の発掘  

・観光拠点化の推進と広域連携  

・観光組織と情報発信の強化  

・都市と農村の交流推進  

・移住定住の推進  

◆年間の観光

入込客数100万

人 

◆年間の観光

消費額25億円 

 

特に、観光振興関連の政策テーマとして、｢滞在型・体験型の観光地づくり・小国暮

らしの支援 ｣が示され、下表の具体的な施策・事業が展開されています。 

≪観光振興関連の政策≫ 

新たな観光施設の発掘、調査を実施し、近年、ますます注目されつつある体験型の

観光を取り入れ、新しい観光地としてのイメージを高め、外国人観光客を含めて誘客

を促し、その先に移住希望地として認知されることを目指す。  

そのために、観光に関する組織を集約し、意思を統一して観光事業に取り組む事

と、広域での連携は今後の課題と思われる。  

移住に関しては、特に若い子育て世代を中心に、都市部からの流入を増やすことに

加え、熊本市等に流出している若者世代が、小国に戻って暮らしたいと思えるような

環境を整えていく。  

本年度設置した『小国暮らしの窓口』にて専門のスタッフの配置し、空き家の紹介

などをワンストップで行える事とし、他に移住者の生活の糧を得るための就労の場を

紹介出来る取組みを推進し、移住者の暮らしをサポートする集落支援員の配置や、移

住者がコミュニケーションを取り合える場の提供にも努める。  
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≪観光産業振興関連施策・事業≫ 

具体的な施策・事業 重要業績評価指数（KPI） 

○新たな観光資源の発掘と内容の充実 

・ストーリー性のある観光戦略を展開し観光客を呼

び込む。 

・既存観光素材の磨き上げ、観光客の受け皿づく

り。 

・自然環境、歴史・文化等、新たな観光素材の発

掘。 

・新たな観光素材（物産含む）の商品化。 

・観光関係団体等と連携した積極的情報発信を 

行う。 

・観光関係ＨＰの内容充実を図る。 

・おもてなし研修等の実施。 

鍋ヶ滝の駐車場改修による拡幅 

：現況+35台 

新たな観光素材の発掘・商品化 

：１～２件/年 

滝関連の年間入込客数15万人/年 

国鉄跡の橋梁群整備による観光入

込客数１万人/年 

おもてなし研修受講者30人/年 

ジオパーク再認定による研修： 

10回/5年 

○観光拠点化の推進と広域連携 

・隣接市町と連携して観光資源の発掘や、観光情報

の発信など観光振興事業を行う事により、観光入込

客数の増加を図る 

新たな観光素材の発掘：１～２件

/年 

観光入込客数の増加：7％増加/年 

 

５、地域の産業振興と地域経済活性化等に関する現状把握・課題抽出と方

向検討 
１）強み・弱みと事業環境の機会・脅威の整理による現状把握 

上記の地域特性、産業特性・産業構造等、地域の企業経営及び地域経営の状況をふま

えて地域の産業振興と地域経済活性化等に関する強み・弱みとインフラ整備、産業振興

施策等、経営環境の状況から事業環境の機会を整理すると以下の通りです。 

[強み] 

・主に国道212号沿線（熊本県阿蘇市から大分県日田市）の中央に位置し、杖立温

泉、わいた温泉郷など観光資源が豊富に在り、福岡県をはじめ他県からの観光客が

多い地域である。 

・小国ジャージ牛乳の乳製品等の特産加工品ご当地グルメが多い。  

・鍋ヶ滝、下城の大イチョウなど観光資源がある。 

・中心街の活性化を図る為、道の駅ゆうステーション管理運営事業体「(株)ゆうステー

ションカンパニー」を設立し小国町の観光案内や特産品の販売からＵ・Ｉ・Ｊターン

の相談等幅広く小国町の広告宣伝活動に取組んでいる。 

・ＪＡが管理運営する物産館・レストラン「ピラミット」がある。 

・商工会雇用の観光案内人 3 人（案内件数 52 回、1,871 名）による町内の観光案内を

行っている。 

・中国・台湾・韓国からの観光客の来町（杖立温泉等）、商工会でインバウンド対策研

修会の実施（中国語講座等） 
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・商店街の衰退し空き店舗が年々増加傾向にあったが、飲食業等開業など商工会で空き

家対策補助金（町）等による対応により、移住者が増えつつあり新規開業につながっ

ている。 

[弱み] 

 ・観光振興関連組織が３つあり、統一した観光ブランド化が取れていない 

 ・中心市街地に4つの商店会があるが、一体感が弱く集客力が弱い 

・公共交通機関がバスのみで、交通利便性が低く、今後廃線やダイヤの見直しが検討 

されている。 

・町道の舗装率86.5%と改良を必要とする箇所が多い。 

・企業誘致がなく雇用の場が少ない。 

・温泉街ということもあり旅館業は多いが宿泊施設の老朽化が目立つ。 

[機会] 

・農林業、商業、観光業との連携による地域資源を活用した新商品開発、新ビジネス

展開を図るため、情報交換等を通じたネットワークの構築及び加工商品の開発や販

路拡大を目指す町行政の計画がある。 

・空き店舗の新規出店者支援や創業者、設備等の利子補給など小国町商工業等活性化

事業として小国町と商工会が連携し取組んでいる。 

・町整備の直売所が中心街に新設（平成30年10月） 

[脅威] 

・急速に少子高齢化が進んでおり、町営住宅の５割近くが６５歳以上の入居者が住む 

世帯となっている。 

・雇用の場が少ないため若者世代が転出してしまう。 

・宿泊業での町外資本によるＭ＆Ａ（事業承継）の進行している。 

・エネルギー関連事業において県外から参入している。 

 

３）２）地域の産業振興の課題の整理 

上記の地域の産業振興と地域経済活性化等に関する強み・弱みとインフラ整備、産業

振興施策等、経営環境の状況から事業環境の機会の分析・整理を基に、小規模事業者の

課題及び地域産業の課題について整理すると以下の通りです。 

〔1〕小規模事業者の共通課題 

町内の各業種の小規模事業者において共通して課題となっていることは、 

①「事業者の高齢化」「後継者不足」による廃事業縮小・廃業事業者の増加 

② 増収減益など地域事業者の収益獲得能力の減少  

があげられ、それらの原因として下記の点等があげられます。 
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≪主な要因課題≫ 

外的要因 ⚫ ロードサイド店、コンビニ店の進出による地域内競争の激化 

⚫ 地震や台風等の自然災害の増加 

内的要因 ⚫ 事業承継等の対応不足 

⚫ 個店等の品揃え等の商品力・販売力など魅力度の低下 

⚫ 個人事業者の管理力・企業力等の経営改善的取組み不足 

⚫ 第 2創業や新事業展開など経営革新的取組み不足 

⚫ 外国人客を含む観光客の取り込み不足 

共通 ⚫ 消費者のライフスタイル・消費スタイルの変化 

⚫ 他業種や他地域との連携不足 

⚫ 原材料費の高騰、外注費の高騰、人手不足、 

⚫ 隣接する南小国町との産業連携不足 

⚫ 6次産業化、地産地消の取組みなど農業、林業との連携不足 

 

 

〔2〕観光関連産業の課題 

地域における状況、町内の産業構造などから観光関連産業を考察すると、インバウン

ド客等外国人客の増加の追い風がある中にあって、入り込み客数・宿泊数は右肩上が

りであるものの、伸び悩みの状況にあり、その原因として下表があげられます。 

≪主な要因課題≫ 

外的要因 ⚫ 人口の減少と高齢化 

⚫ 団体から個人・グループ、癒し・自然・体験、安い・近い・短

いなど観光スタイルの変化 

⚫ インバウンド客等外国人旅行者の増加 

内的要因 ⚫ 観光振興組織として、杖立温泉観光協会、小国町観光協会、小

国ツーリズム協会等があり一体感が少ない 

⚫ 観光客の共有化、回遊化不足 

⚫ 観光資源間の連携が少なく、資源活用が不十分 

⚫ 観光客の町内回遊、町内滞在が不足 

⚫ 商店街の衰退 

⚫ 地域観光資源である観光地と、地元農家、加工品生産者がつく

る食資源がうまく連動していない 

⚫ 6 次産業化、地産地消の取組みなどによる地域産品を使った特

産品不足 

共通 ⚫ 阿蘇広域の連携不足 

⚫ 南小国町との連携不足 

 

〔3〕町民の生活を支える商店街などの課題 

町民の生活を支える商店街等の課題は、構成する商業・サービス業や建設業など個
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人事業者の経営課題と重複する点が多いが、集積する商店街振興などの課題となっ

ていることは、 

①商店会等の後継者不足等による事業縮小・廃業事業者の増加による集積度減少に

よる買物の町の魅力度の低下 

②事業継承が出来ず廃業等による空き店舗の増加 

があげられるが、それらの原因として下記の点等があげられます。 

≪主な要因課題≫ 

外的要因 ⚫ ロードサイド店、コンビニ店の進出による地域内競争の激化 

内的要因 ⚫ 商店会など集積地の連携・一体化組織が未整備 

⚫ 外国人客を含む観光客をターゲットとする戦略不足 

⚫ 点を線、線を面とする取組不足で集積性・回遊性の減少 

⚫ 町として集客するイベント等企画不足 

⚫ 自宅兼商店が多く、店舗の借家化が困難 

共通 ⚫ 消費者のライフスタイル・消費スタイルの変化 

⚫ ＪＡや森林組合、観光協会などとの連携不足 

⚫ 隣接する南小国町との産業連携不足 

 
以上をあらためて整理すると以下の課題があげられます。 

 ・個店の品ぞろえ等の商品力、販売力など魅力度の低下 

・事業承継等の対応と第2創業や新事業展開など経営革新的な取組み 

 ・外国人観光客の取り込み、観光来客の共有化。観光資源の活用、温泉と地元食材の

連動、特産品の充実。 

 ・南小国町との産業連携 

・６次産業化、地産池消の取組みなど農業、林業との連携 

 

3）地域の産業振興と地域経済活性化等に関する方向検討 
上記の「地域の産業振興と地域経済活性化等に関する強み・弱みと事業環境の機会の

整理」「地域の産業振興の課題の整理」から次のような小国町商工会エリアの産業振興戦

略と経済活性化戦略があげられます。 

 

〔1〕 強みを活かした積極的産業振興戦略 

・集積を活かした快適な商店街環境づくりの整備に伴う、顧客ニーズに合った商店街取

扱商品の開発と顧客開拓戦略 

・ジャージー牛乳製品やジャージー牛の食肉化・ステーキ商品等など、新商品開発を進

めるとともに小国独自のブランド化の確立にむけ農業者・ＪＡ等との農商工連携・6

次産業化等による業種関連携による特産品の付加価値化と販路開拓戦略 

・農林業、商業、観光業の業種関連携による地域経済活性化戦略 

・若手経営者・後継者の意欲を伸ばす、個別企業の企業力にあった経営改革、人材育成

戦略 
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〔2〕弱みを克服した堅実な産業振興戦略 

・観光協会等、分散している観光振興組織の一体化 

・商店会など商業集積地の組織一体化 

・小国町のPR不足解消を行政や地域内各種団体等との更なる地域内連携構築戦略 

・南小国町など地域外連携構築戦略 

・経済動向・需要動向に沿った顧客視点での計画的・戦略的な商工振興戦略 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方   

今後、高齢化・後継者不足等による小規模事業者の廃業増加が加速化していく厳しい

状況が見込まれる当町において、向こう１０年を見据えた長期的な振興のあり方を考え

た時に、「既存の小規模事業者への伴走型の経営発達支援により、経営の継続及び発展を

実現していくこと」及び、「創業・事業承継支援により、事業者の減少の歯止め及び増加

すること」により、町内小規模事業者の振興発展へつなげていくことが必要となってき

ます。 

さらに、「小国町のまち･ひと･しごと創生総合戦略」では、温泉資源や阿蘇外輪の草原

資源等を効果的に活かした、農林畜産業の６次産業化･ブランド化や観光業における観光

資源の積極活用取組みや仕掛けづくり、移住定住相談窓口の受入態勢の整備などが示さ

れており、これらの取り組みにより、経済交流の機会獲得・販路拡大へつなげ、外貨獲得

や誘客を強化し、地域経済の振興を図ります。 

このことは、当町の課題としてあげた「連携不足などにより地域資源が活かされてい

ない」ということと合致することから、今後は小国町当局とも強力に連携し、更なる観光

客の誘客等による外貨獲得へつなげ、個々の小規模事業者の振興発展を実現していく必

要があります。  

以上のようなことから、また「地域の産業振興と地域経済活性化等に関する方向検討」

などから、当町における向こう１０年を見据えた小規模事業者の中長期的な振興発展を

促進するには、下記の取り組みにより、「小規模事業者の経営力向上」と「地域ブランド

力の向上」を図ることが重要と言えます。 

 

  ①「小規模事業者の持続的発展の基盤づくりの促進」（個店の企業力・経営力強化） 

②「地域資源の活用」（観光産業活性化、商店街等の活性化による地域ブランド力の

向上） 

③「創業・事業承継支援」（地域産業の活性化による地域活性化） 

 

（３）経営発達支援事業の目標  

上記の「小規模事業者の経営力向上」と「地域ブランド力の向上」を図る長期的な振興

のあり方を基本理念として、個店の企業力・経営力等強化の支援による地域小規模事業
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者の持続的な発展の基盤づくりを促進し、もって地域資源を活用した地域産業の振興を

図ることにより地域活性化に取り組み、活力に満ちた地域の創造を図ります。 

今までの対処的指導中心から経営発達支援事業を展開し、会員をはじめとする地域の

小規模事業者が抱える経営課題等の解決を図り、事業の継続、成長・発展を図ることがで

きるよう、地域の経済支援機関である商工会として以下の目標を設定します。 

  

 目標 

 （１）小規模事業者の経営改善の支援をすることで経営力向上と販売促進 

を強力に推進する。 

 （２）基幹産業である観光関連産業についての顧客開拓等を支援する。 

 （３）商店街など買い物集積地の活性化を支援する。 

（４）創業及び経営革新、事業承継支援による小規模事業者への持続経営を支援する。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

以上の（１）から（４）の目標を達成するため、経営発達支援事業において、当地域に

おける小規模事業者を伴走型により支援し地域経済の活性化を図る取組みにおいて、「地

域の産業振興と地域経済活性化等に関する方向検討」などを踏まえて、次のような方針

を設定します。 

まとめにおいては、「地域の産業振興と地域経済活性化等に関する方向検討」の根拠と

なった事業者の主な経営課題等と対比して、それらの課題解決を目指す取組方針等につ

いて項目ごとに整理しました。 

なお、以下に示す「経営力向上と販売促進」、「観光関連産業の顧客開拓等」「買物集積

地の活性化支援」「創業及び事業承継」支援等に際しては、ＰＤＣＡサイクル（※）によ

り、計画内容を継続的に改善していくものとし、また、熊本県商工会連合会・地域金融機

関・その他支援機関と連携し、より万全な支援体制とします。  

（※）ＰＤＣＡサイクル：Ｐ(Plan 計画)・Ｄ(Do 実行)・Ｃ(C heck 評価)・Ａ(Action 改善)の手順      

 

（方針１）小規模事業者の経営改善による経営力向上と販売促進への支援の実施。 

  小規模事業者の持続的発展のため、以下の課題解決を目指す取組方針等に示す個別企

業の経営改善による経営力向上並びに販売力向上、販路開拓等を目指した事業計画作成

と実施等について伴走型の支援を実施する。 

もって、観光関連産業である宿泊業や土産品加工販売業等、更に生活支援産業である

小売・サービス業や飲食業、製材業、建設業などの持続的な経営力発達につなげる。小規

模事業者の商品・サービスを売り込むことで売上高を確保し、経営の安定化、持続した経

営が図られるように支援を行う。 

なお、販路開拓のポイントとなるブランド化に関しては、町内製造業者や流通小売業
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者や南小国町版 DMO などに対して商品開発並びに販路開拓等を支援することにより、関

連の小規模事業者の持続的な経営力発達につなげる。 

   

 （方針２）基幹産業である観光関連産業についての顧客開拓等支援の実施。   

  当町の基幹産業である観光産業、とりわけ宿泊業や土産物加工販売業に対し、関係諸

機関（全国商工会連合会、熊本県商工会連合会、熊本県、小国町、観光協会、地元農協等）

と連携を図り、観光客誘致及び農商工連携・６次産業化による商品開発・加工・販売にお

いて、小国町の観光資源や農産物等の強みを活かしたブランド化をすすめる。 

また、国・県・認定支援機関等が主催する商談会、物産展に小規模事業者が出展するこ

とで新規顧客の獲得支援を実施する。 

 

（方針３）商店街など買物集積地の活性化支援の実施 

商店街等を構成する商業・サービス業や建設業など個人事業者の経営課題と重複する

点が多いが、商店街にぎわい創出など商店街等振興策の推進とともに総合的なまちづく

り支援を地域内の各種団体等と連携して行う。 

 

（方針４）創業及び経営革新、事業承継支援による小規模事業者への持続経営支援の実

施。     

  創業支援については、創業計画策定から経営が軌道に乗るまでワンストップ相談窓口

を整備活用し、更に本会が参画しているネットワークを積極的に駆使し、有効な補助制

度、融資制度なども活用し、PDCAサイクルに基づき一貫支援を実施する。 

事業承継支援については、将来の経営環境の不安視や関連する知識の不足等により、

事業縮小・廃業をやむなしとするケースも多く見受けられるところであるが、税理士・中

小企業診断士などの専門家と連携しながら、事業承継を円滑に行うための計画作成や手

続き等について支援を実施し、廃業・倒産数の抑止につなげる。  

新たな取組を行うことで小規模事業者への持続的な経営支援をすることで経営環境の

変化に対応した経営革新の取組を実施することでより小規模事業者の持続的発展を支援

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 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

【現状】 

これまで、会員実態調査アンケートを実施してきたが商工会員が対象であること、経

営環境変化が激しい現代において不十分であること、回収率の低さにより、また地域の

経済動向については、巡回時のヒアリングにより一部聞き取りをして把握しているが限

定的なものであった。また、漠然とした聞き取りにより支援に活用できる情報となって

いなかった。 

【課題】 

他機関（全国商工会連合会、日本政策金融公庫、熊本県保証協会等）からの景気動向

調査についても定期的に情報収集していたが、内部に止まり、十分な活用がされていな

いため、地域の小規模事業者への経済動向の情報提供は、資料としての提供のみであっ

たため活用されていないことが課題としてあります。このように、経済・経営・需要動

向調査を定期的に行っておらず、相談がある都度調査しており、小規模事業者への情報

提供量が不足していた。 

以上のように、必要に応じてその都度調査を実施し、資料については、個別企業への

指導や説明会資料として使用するのみで、必ずしも有効活用できていなかった。 

 

【今後の取り組み・改善策】 

今後は、地区内の経済動向の調査を小規模事業者に向け実態調査ヒアリングを実施

し、外部有識者・専門家と連携し各種経済データと照合しながら調査分析と補足説明を

強化するとともに、小規模事業者にとってわかりやすい内容とし、今後の事業展開にお

ける経営状況の分析や事業計画の策定等を行っていくうえでの経営力向上のための基礎

資料として、小規模事業者の売上増加、収益確保に向けて活用していくものとする。 

 

（２）事業内容 

①国・熊本県などの行政や金融機関が定期的に発表する。また、その背景となる経

済や地域・業界のトレンドについても国県等の各種統計調査資料や中小企業白

書、業界団体の報等を収集・加工して情報提供します。地域景況調査結果の情報

収集と分析を行います。 

（地域経済分析システム：RESAS、経済センサス、商業統計、熊本県観光動向調
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査など） 

②地区内の小規模事業者を対象に、訪問アンケートによる地域の経済動向調査ヒア

リングを行い、そのデータを整理・分析し、経営支援の参考資料とします。具体

的には、町内の小規模事業者（卸・小売業・サービス業・建設業・宿泊業等479業

者の内5%に当たる約24事業所）を対象に、売上、採算、資金繰り、設備投資、景

気動向等についての調査を行い、管内における経済動向や景気動向を分析しま

す。 

（肥後銀行系地方経済総合研究所や熊本日日新聞社発行の景気動向調査報告な

ど） 

③地域の景況調査を通じて、業況判断、売上高、経常利益等のＤＩ値を業種ごとに

算出して比較や傾向の把握分析などを行います。             

（地区内小規模事業者の販売する商品、提供する役務、保有する技術・ノウハ

ウ、従業員等の経営資源の内容、売上、利益等の財務の内容その他の経営状況） 

 

（３）成果の活用 

地域経済動向の情報収集や地域小規模事業者への実態調査の実施にて得られた情

報は、ホームページにて公開し周知するとともに、得られた個別データはカルテ

等に綴込み、情報共有ができるようにし、課題の抽出と経営状況分析や経営計画

作成など今後の取組みに活かしていきます。 

 

（４）経済動向調査についての数値目標 

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①経済動向情報収集 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

公表回数 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

②ヒアリング調査 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

公表回数 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

③情報の分析整理 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

公表回数 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

【期待する効果】 

上記事業を行うことで、新たに地域の経済動向を把握し、経営分析に重要な基礎情報

の整理をすることで、小規模事業者の機会や脅威を捉え、事業計画策定において、それ

ぞれの経営資源にあわせた事業の方向性を確認、判断し的確な支援ができるようにな

り、地域の経済動向の情報を提供することにより、地域経済・地域社会の変化が把握で

き、情報提供を受けた事業者は、地域の経済動向を考慮した経営の実践が可能となりま

す。 
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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】 

金融、税務や補助金利用を目的にした経営分析にとどまる傾向にあるが、経営の発達

には事業の持続的発展を見すえた多面的な経営分析が必要であり、広く小規模事業者に

経営分析等の啓発を行い、持続的発展を目指した計画策定への取り組みを浸透させるこ

とが課題となる。 

【課題】 

これまで、小規模事業者への経営分析については、税務申告支援時や融資が必要な新

たな取り組み時のみで、財務諸表を使った経営指標が中心となった経営分析・説明であ

ったため、小規模事業者の経営の向上に貢献できなかった課題があった。 

税務申告時、金融斡旋時、融資条件変更時・各種補助金申請時など、経営状況の把握

が必要な場合に経営状況の分析を行っている。 

 

【今後の取り組み・改善策】 

今後は、経営分析に需要動向調査及び地域経済動向調査の結果を織り交ぜるととも

に、商業・サービス業、観光業・飲食業、６次産業、製造業（工業）・建設業（土木・

建築業）の小規模事業者の業種ごとの特性を踏まえた改善策を具体的でわかりやすく経

営指導員・支援員の巡回・窓口相談等で示す事で事業者の持続的発展を支援していきま

す。 

 

（２）事業内容 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員・経営支援員の巡回・窓口相談、各種

セミナーの開催等を通じて小規模事業者の経営分析を行います。具体的には、決算書の

うち、会社の財政状態がわかる貸借対照表と、会社の収益力がわかる損益計算書は、経

営判断や行動の指針のための重要な情報源となります。定量分析（財務分析等）と定性

分析（ＳＷＯＴ分析、競合分析等）に分けた項目等について、小規模事業者の経営分析

を実施します。また外部環境や経営資源についてそれぞれの強みや弱みを的確に把握し

て問題点や課題を抽出します。 

 

・経営分析に取り組む小規模事業者の掘り起し 

小規模事業者の持続的発展に向け、毎年度 2 回以上実施する経営指導員の巡回・窓

口相談を通じて経営分析に取り組む小規模事業者の掘り起こしを行い、経営分析に係

るセミナーの開催等を通じて経営分析に取り組む小規模事業者の掘り起こしを行いま

す。 

① セミナーの開催 

経営分析の必要性を知ってもらうために「財務分析セミナー、決算書の読み方セミナ

ー」を実施します。小規模事業者の多くが不得手としている経営分析に関する興味・

意欲を引き出し、自立的な経営判断力を養うため、基礎的な経営分析に関する個別指

導会・セミナーを専門家（税理士・中小企業診断士）招聘して実施します。 
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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、観光関連産業等の意欲的で販路拡大の可能性が

高い事業者を選定する。 

 【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「ＳＷＯＴ分析・競合分析

等」の双方を行う 

   <<財務分析>>財務分析等（収益性・効率性・安全性・将来性等） 

   <<SWOT分析・競合分析>>経営資源や経営機能の強み・弱み等内部経営環境、外部

環境である経営動向や競合状況分析等外部経営環境 

 【分析手法】 

（財務分析） 

現在行っている記帳代行サポート42事業所・確定申告指導113事業所や金融斡旋・

補助金申請・セミナー受講者を対象とし、経営支援員による記帳システムによる数値

入力・指数分析後、経営指導員同席のもと小規模事業者への聞き取り方法でＳＷＯＴ

分析の有効性を説明、強み弱みを抽出し経営分析の結果を事業計画策定に活かし、具

体的な改善策を作成し提案していきます。 

記帳継続指導先には「ネット de 記帳」等による経営分析資料を速やかに提供しま

す。売上・利益・経営動向等の状況を把握し、経営上の問題点や課題を抽出するため

の基礎データとして過去の自社データとの比較傾向分析を行い、中小企業の経営指標

(中小企業経営調査)や小企業の経営指標調査(日本政策金融公庫)等の各種指標との比

較分析を行います。 

（ＳＷＯＴ分析・競合分析 等）     

各企業から収集した情報をもとにＳＷＯＴ分析を実施し、内部・外部環境のプラ

ス・マイナス要因や強み・弱みを把握することにより、「強みを活かし機会を勝ち取

るための施策」や「弱みから最悪のシナリオを避けるためのリスク管理」などを内容

とした事業計画策定支援へとつなげます。 

また専門的な知識を必要とする課題等については連携機関（熊本県商工会連合会

等）の実施する専門家派遣事業などのコーディネーター等との連携を活用していきま

す。 

 

（３）成果の活用 

・経営状況分析の結果については、事業計画の作成において活用します。 

 ・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 

 

（４）経営分析についての数値目標 

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

経営分析セミナー回

数 
1 回 1 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

経営分析件数 10 件 15 件 30 件 30 件 30 件 30 件 
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【期待する効果】 

小規模事業者の経営状況を多面的に把握する事により、事業者が抱える課題だけでな

く、保有する有形無形の資源や事業者の経営能力を客観的に把握できます。このことに

より、事業者が実施可能な取り組みの提案や、具体的な事業計画ならびに行動計画の作

成を支援することが可能となります。 

また、経営分析を通じて地域小規模事業者の経営実態を把握することで、経営赤信号

事業者の早期発見に繋げ、事業縮小・廃業の低減に結びつけます。 

 

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、小規模事業者への事業計画書策定については、融資申込時や補助金・助

成金申請時に職員主導で作成したものが多くありました。 

 

【課題】 

事業主との意思の疎通が図れず実行可能性が低い計画書であった課題がありました。 

 

【今後の取り組み・改善策】 

今後は、経営状況の分析を実施した事業者を対象に、経営分析や需要動向調査等の結

果を踏まえ、事業者が経営課題を克服するための事業計画の策定と実施を支援しま

す。計画の策定にあたっては支援機関と協力し、経営指導員をはじめとする職員がお

互いに協力しノウハウを結集して行います。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画策定支援に際しては「産学官金」連携等を活用しながら事業者と一緒に

なって伴走型の指導・助言を行い、事業の持続的発展を図ります。 

また、「経営者自身の事業構想の整理や、金融機関等への説明材料、従業員への

動機付け」などの目的や効果を経営指導員が事業者へ説明するとともに、事業計画

策定等に関するセミナー（今後回数を増加）、個別相談会の開催により、事業計画

策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行います。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定セミナー及び個別相談会等の開催 

経営分析を行った事業者を対象としセミナーの内容については事業計画策定に必要な

基礎知識の習得を目的に、経営指導員、専門家（税理士、中小企業診断士）を招聘し

て事業計画策定を行います。 

 

② 創業者と第二創業者への事業計画作成の支援 

創業においても事業計画策定は必須事項となるため、創業予定者にとって相談しやす

い環境を整備して策定支援を行います。 
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【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】 

事業計画書策定に意欲がある小規模事業者を対象とした個別相談会も実施し、個別指

導の際には担当職員も同席し伴走型の支援を行います。 

 

（４）事業計画策定支援についての目標 

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画策定支援    

※内（ ）は創業及

び第 2創業の策定支

援 

9件（2） 
15件

（5） 

30件

（10） 

30件

（10） 

30件

（10） 

30件

（10） 

（事業計画策定支援件数の現状は補助金申請時の計画策定支援除く） 

 

【期待する効果】 

小規模事業者にとって、短期・中期の売上計画・生産計画・資金計画、収支計画等の

事業計画を策定することにより、経営方針・目標等の明確化による金融機関等からの信

用力の向上や、計画に基づき実状に合わせた伴走型支援を行うことで、経営力の向上を

図り、持続的な経営発達を支援することができます。 

 

 

 

 

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】 

これまでは、金融機関の融資申請と公的補助事業への申請時に支援した経営計画の策

定後のフォローアップ支援を、計画的に十分に行ってきたとは言えません。 

【課題】 

創業後のフォローアップとして、特に新規開業者に対して重点的に巡回訪問をおこな

っていたとは言えません。 

 

【今後の取り組み・改善策】 

当事業において、目標に掲げた重点業種の地域小規模事業者を主な対象として経営計

画の策定支援を行ったすべての事業者に対して、計画策定後の実施支援を行うことによ

り、地域小規模事業者の経営改善等の実現を図ります。 

小規模事業者にとって、事業計画策定後の計画と実績との比較による進捗管理やその

後の対策・見直し等による計画実現に向けた支援を行い、経営力向上の達成を目指しま

す。 

 

（２）事業内容 

事業計画書策定を行った小規模事業者が、事業計画策定後に、四半期ごと巡回訪問に
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より策定した事業計画を着実に実行するためのフォロー体制を整え伴走型の指導体制を

強化する。３ヶ月１度巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・助

言、必要な場合には、計画の変更策定支援も行います。 

・支援体制の強化…広域連携を組む隣町の「南小国町商工会」との経営指導員会議を毎 

月1回実施し、問題解決のための支援策を協議・提案しながら支援を行います。 

・専門家派遣…熊本県商工会連合会専門家派遣の協力のもと計画達成に向けた支援を実 

施する。 

・日本政策金融公庫の融資制度の活用…「小規模事業者経営発達支援融資制度」「経営 

改善資金融資制度」の融資実行及びフォローアップを実施する。 

・認定支援機関の活用…事業計画策定後に、国・県・町、熊本県商工会連合会等の行う 

補助事業・支援策等について、商工会の広報、巡回指導時、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。 

 

創業後の支援については、商工会による巡回訪問により進捗管理・資金繰り・金融・

税務等の相談を重点的に個別フォローアップを行い、併せて消費者動向の情報提供も行

うなどにより伴走型の支援を行い、新規会員加入の推進にもつなげ、専門的な相談サー

ビスも行います。 

 

【事業計画策定後の実施支援の目標】 

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

フォローアップ 

頻度（延回数） 
0 回 50 回 90 回 90 回 90 回 90 回 

フォローアップ対象

事業者数      

※内（ ）は創業及

び第 2創業   

9件（2） 
15件

（5） 

30件

（10） 

30件

（10） 

30件

（10） 

30件

（10） 

売上増加事業者数 ＿ ５件 １０件 １０件 １０件 １０件 

利益率１％以上増加

の事業者数 
＿ ５件 １０件 １０件 １０件 １０件 

 

【期待できる効果】 

定期的なフォローアップをすることにより、事業者の事業の進捗を把握することが可

能となり、着実な取り組みによる目標達成が期待できます。 

フォローアップが遅れた場合につきましては、専門家派遣を利用して計画の見直しを 

行う予定です。 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

これまで、全国展開支援事業等で消費者等にアンケート調査を行ってきました。 
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【課題】 

特定のテーマであったことにより、特定の小規模事業者への情報提供のみであり、多

くの小規模事業者へ需要動向の情報をタイムリー且つスピーディーに提供することが出

来ず、市場（顧客）ニーズに合った商品開発や販路開拓に役立てることが出来なかった

と言えます。 

 

【今後の取り組み・改善策】 

今後は、重点産業事業者に関係する需要を把握するため、重点地域等を決めアンケー

ト調査を行い、経営分析の結果と併せて個社支援を行っている小規模事業者へ提供し、

事業計画の策定や計画実施支援及び商品開発・販路開拓などの需要開発に活用し、小規

模事業者の持続的発展を支援します。 

 商品開発や販路開拓などの需要開発・販売戦略構築、販売・売上計画策定の重要情報

として、国・県による各種統計等により把握できない小国町内の「生活支援産業」の需

要者である生活者の需要動向を把握し、経営分析・事業計画策定を行った地域小規模事

業者の需要開拓を図ります。 

 

（２）事業内容 

  

経営分析を実施し、事業計画策定し新たな販路開拓を目指す当該小規模事業者の商圏や

顧客を対象とし以下の項目の調査を行う。 

① 直売所での特産品等の需要動向調査 

   道の駅・直売所への出店事業者５社に対して商品・サービス・頻度などをヒアリ

ングすることで買い手ニーズを踏まえた需要動向調査を行う。 

 【調査手段・手法】道の駅・直売所に経営指導員等が訪問し、聞き取りのうえ、調査

票へ記入する。 

 【分析手段・手法】調査結果は販路拡大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。 

          得られた情報は、地区別、業種別、時系列で分析・把握する。 

   

【調査項目】①商品アイテム数 ②サービス内容 ③価格 ④客単価  

⑤来店者数 ⑥来店頻度 

 【分析結果の活用】 

・調査分析結果については、経営計画策定事業者等の新製品開発や販路開拓等の販

売促進などの需要開拓計画策定や計画の実施に活用します。 

・調査分析結果は、経営指導員が使用できる共有ファイル上で管理するなど、いつ

でも使用可能なデータとして共有管理していきます。 

 

② 商圏調査・分析 

創業や第2創業、新商品・新事業展開を図る小規模事業者等を対象に、販売計画・

売上予想・販促計画などの作成支援として、店舗の立地、業種、提供商品・サービ

スなどにより、町内の居住者等のマップなどから商圏調査・分析の支援を行う。 

【サンプル数】 １００人 
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  【調査手段・手法】ア、商店街等への来客住民を対象とした需要動向・意向調査を

商店街の対象店舗１０社に７月にアンケート調査票を配布し

て、来店者に回答してもらう。 

  イ、〇月開催のイベント会場等への来場観光客の需要動向・意

向調 査を現場にてアンケート調査票・ヒアリング等により調

査を実施する。 

【分析手段・手法】調査結果は販路拡大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。 

          得られた情報は、地区別、業種別、時系列で分析・把握する。 

  【調査項目】ア、①商品アイテム数 ②価格 ③目的 ④来店頻度 ⑤営業時間等 

イ、①来町目的 ②サービス内容 ③価格 ④来町頻度 ⑥交通手段等   

 

【分析結果の活用】 

・調査分析結果については、経営計画策定事業者等の新製品開発や販路開拓等の

販売促進などの需要開拓計画策定や計画の実施に活用します。 

・調査分析結果は、経営指導員が使用できる共有ファイル上で管理するなど、い

つでも使用可能なデータとして共有管理していきます。 

 

（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 
0 社 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 

② 調査対象事業者

数 
0 社 2 社 2 社 2 社 2 社 2 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】 

これまで、小規模事業者への独自の商品開発及び販路開拓支援は、全国展開事業等の

取り組みにおけるご当地グルメの開発や店舗紹介等のパンフレット作成など単発的なイ

ベントや取組みが多く話題性はありますが、販路に結び付けることが出来たとは言えま

せん。 

【課題】 

 上記現状を踏まえて販路拡大につながる支援が必要と思われます。 

 

 

【今後の取り組み・改善策】 

需要動向調査・分析結果に基づき、特色のある商品・技術・サービス等の開発及びそ

れら開発商品を持つ事業者の販路開拓に資するため、当事業において、行政・商工会上

部団体・金融機関等が主催する展示会・商談会・物産展等へ参加する小規模事業所への

広告宣伝・情報発信・商品のブラッシュアップや販路開拓など個別支援を外部有識者の

協力などにより行うとともに、ホームページ等を利用したインターネット情報の発信等
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により、小規模事業者の開発商品の販売促進を積極的に支援します。 

 

（２）事業内容 

①展示会出店事業 

・全国商工会連合会の主催する全国物産展をはじめ支援連携団体等が関与する物産

展、見本市等 

・熊本県連主催のくまもと物産フェアー等のイベントへの参加･出展等 

②商談会参加事業 

・福岡市で開催の『フードＥＸＰＯ』や東京で開催の「グルメ＆ダイニングスタイル

ショー」などの商談会。 

③その他 

・各種の物産展等への出店に際しての商品説明書の作成や出展ブースの構成、参加 

者への販売やアンケートの取り方などを専門家等によるセミナーや個別指導等 

 

（３）目標 

  現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①展示会出店事業者

数 
3 社 6 社 9 社 11 社 13 社 15 社 

売上額/社 15 万円 25 万円 30 万円 30 万円 40 万円 40 万円 

②商談会参加事業者

数 
2 社 2 社 4 社 4 社 4 社 4 社 

成約件数/件 1 件 1 件 2 件 2 件 2 件 2 件 

 

 

 

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 

地域経済の活性化に貢献する地域ブランド化やにぎわい創出などの現在の取り組み及

び今後の取り組みについて以下に示します。 

（１）現状と課題 

【現状】 

小国町の中心市街地活性化のため店舗移転者の移転先や新規創業者の創業先の確保及

び商店街の活性のため整備を進めようとしています。また、小国町商工会としても、商

店街の活性化のための一端として小国町商工会青年部が中心となり8月に小国町と連携

しての「ふるさとの夏まつり」、10月も同じく小国町と連携して「ふるさと秋まつり」

を開催しています。 

【課題】 

小国町内にある観光資源の活用を図るため、関連道路の整備や観光案内板の設置や、

九州新幹線全線開通と併せて、町内の観光地や商店街と連携を密にし、滞在型の交流ビ

ジネスの構築等による町の活性化の推進とそれに伴う商工業等の活性化事業の実施。 
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【今後の取り組み】 

小国町商工会としても、町の地域活性化に向けた取り組みをふまえ、これまでの各種

イベントを継続的に主催して取り組むなど、年間を通して実施するイベントで、地域の

にぎわい性を創出し、地域経済の活性化を図ります。 

小国町と連携して、地域内の商工業者の協働・連携により、各個店のＰＲを行うとと

もに消費活動の小国町内への囲い込みを行い、消費需要を喚起することにより、来店

数・売上高の低迷を打開し、売り上げ向上と地域経済の活性化を図ることを目的に商品

券発行事業等を継続して実施します。 

農商工連携や6次産業化による商品開発と開発商品の販売促進等の取り組みにおい

て、町と連携して町内の商工関係施設及び物産館・農産物直売、処理加工施設等との連

携・活用を図ります。 

小国町が主催し、年１回開催の地域経済活性化の方向性を検討する「小国町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略検討会」に、ＪＡ、町議会、金融機関、その他各関係団体とと

もに商工会として参加し、また月1回開催している小国町・南小国町両町の行政組織・

商工団体・金融機関等の意見交換・協議会である「三水会」に参加し、地域産業活性化

へ向けて小規模事業者を支援する視点で、積極的に参加することで観光協会等分散して

いる観光振興組織の一体化及び商店会など商業集積地の組織一体化などの組織体制の整

備などについて関連団体と連携し支援を行います。 

また今年度設立されました小国町観光協会との総括的な小国町の観光資源活用のた

め、協議会を定期的に行うよう検討しています。 

 

 

 

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】 

これまでの取り組みとしては、熊本県商工会連合会のＷＥＢによる情報の共有化や研

修会の実施、また、管内の金融機関、保証協会、経営指導員等による金融懇談会や税務情

報による税理士会との会議など開催しております 

【課題】 

小規模事業者を支援について、情報の提供だけにとどまっていました。  

 

（２）事業内容 

①阿蘇地区商工会経営指導員、経営支援員部会への出席（年２回） 

これまで定期的に年１回ずつ開催してきた南小国町商工会や阿蘇広域商工会の経営指

導員部会、経営支援員部会において、伴走型の個社支援の事例研究などをテーマにし

た、伴走型の個社支援についてのノウハウ等の情報交換及び情報の共有を図ります。 

②熊本県商工会主催の職員協議会への出席（年３回程度） 

小規模事業者に専門性・満足度の高い支援を行うため、地域の経済動向等や各種施策、

補助事業及び数多くの事例や特徴的な事例、支援ノウハウなどについて、県下商工会と
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連携協力しながら情報交換及び情報の共有を図ります。 

③日本政策金融公庫との小規模事業者経営改善資金貸付連絡協議会(年１回) 

小規模事業者経営改善貸付制度について日本政策金融公庫の融資担当者等と現況と今

後について協議し、より理解を深めるための研修を県下商工会、商工会議所の経営指導

員と共に行い、情報交換及び情報の共有を図ります。 

 

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】 

熊本県商工会連合会が主催する研修、中小企業基盤整備機構による大学校での研修、

国や県などの行政が実施する研修、税務関係などのその他関係団体が実施する各研修

に、経営指導員等が年間１回以上参加し、Web研修や効果測定において各自でスキルア

ップを図り、効果的な支援能力の向上を目指してきました。 

【課題】 

阿蘇地区等の指導員部会および支援員部会において、支援能力の向上のために必要な

研修会を自発的に行うなど小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得等資

質向上を目指してきましたが、支援員の経営分析や事業計画策定等に関する支援能力の

向上が課題としてあります。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

各指導員等は全国商工会連合会・中小企業基盤整備機構・税務署等が主催する研

修の参加に加え、熊本県が主催する「経営指導員・経営支援員研修」に年5回以上参

加して持続的に発展していこうとする企業に対する小規模事業者の利益の確保に資

する支援ノウハウの習得等資質向上を図ります。 

 

②専門機関による講習等 

連携支援機関、特に専門的知識を有する中小企業大学校や金融機関等から講師を

招き、研修の場を設け小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得等

資質向上を図ります。 

 

 

③データベース化 

      組織としてＮＡＳシステムを導入し、共有ホルダー等を整備して個社支援等に関

するデータベース化を行っており、当システムの更なる活用を図り、商工会全職員

が一体となりナレッジマネージメントの視点で、支援情報等の組織としての共有

化・財産化を図ります。 

 

 ④職員間の定期ミーティングの開催 

経営分析結果や研修等で学んできたことや小規模事業者への支援対応等につい

て、毎日の朝礼や月次定例ミーティングで経営支援員等職員にも周知するととも

に、巡回や窓口相談におけるＯＪＴ指導により、情報を共有することで小規模事業
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者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得等資質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

１１． 事業の評価及び見直しをするための仕組に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

ＰＤＣＡサイクルに基づく事業の、目標・計画作成、計画の実施、事業の成果、評価及

び見直しをするため、下記に示す仕組み・体制の構築とそれに基づく実施。 

【課題】 

事業の進捗管理・成果検証・自己評価の不足と結果の活用。 

 

（２）事業内容 

① 小国町商工会正副会長および監事で構成している「小国町商工会執行部会」

へ、毎年１０月に第２四半期までの事業の実施状況を報告し、評価を行い、経

営指導員にて見直し案の提示を行う。また、事業の進捗管理・成果検証・自己

評価（「内部監査」）を行います。 

② 外部有識者（中小企業診断士、小国町の商工担当者）等で構成される「事業検

証委員会（仮称）」を組織し、その中において、事業年度終了毎に事業の実施

状況、実績に対する評価、必要により見直しの方向性の提案等（「外部監

査」）を行います。 

③ 外部有識者等による「外部監査」の見直しの方向性の提案等に基づく、見直し

案を事務局長・指導員により検討し作成します。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会長会議へ報告し、承認を

受けます。 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果を、「会報」「総会」「ホームページ上」で

毎年度１回公表します。 
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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３年４月１日現在） 

（１）実施体制 

 

 

 

 

小国町商工会 

 法定経営指導員１名 

熊本県商工会連合会 

法定経営指導員１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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： 角井 清人 

■連絡先： 小国町商工会    ＴＥＬ：0967-46-3621 

■氏 名： 吉村 淳 

■連絡先： 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、

事務局長 
小国町役場 

情報課 

小国町商工会 

経営指導員１名 

補助員２名 

一般職員１名 
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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/商工会議所、関係市町村連絡先 

 

  ①商工会/商工会議所 

〒869-2501  

熊本県阿蘇郡小国町宮原1754-14 

  小国町商工会 

TEL 0967-46-3621   FAX 0967-46-3758 

URL  http://ogunishoko.jp/  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：oguni@lime.ocn.ne.jp 
    

  ②関係市町村 

〒869-2592  

熊本県阿蘇郡小国町宮原 1567-1 

小国町役場 情報課 

TEL:0967-46-2111 FAX:0967-46-2368  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：m_ookura@town.kumamoto-oguni.lg.jp 

 
   

 

  

mailto:oguni@lime.ocn.ne.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 17,350 17,350 17,350 17,350 17,350 

 

 

指導事業費 

 

地域総合振興

事業費 

 

9,560 

 

7,790 

 

9,560 

 

7,790 

 

 

9,560 

 

7,790 

 

 

 

9,560 

 

7,790 

 

 

9,560 

 

7,790 

（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、手数料、国補助金、県補助金、町補助金 

 

 

（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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




