
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
御船町商工会（法人番号 3330005003648） 

御船町（地方公共団体コード 434418） 

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連携を強化し、経営支援を実施することで、個々の事業

者の経営力強化並びに持続的発展と地域ブランド力の向上を図る。 

１．小規模事業者の経営実態の把握と経営課題・魅力を抽出し、外部専門家等

の活用により、持続的発展に繋げる。 

２．事業承継に対する早期対策を行い、小規模事業者の長期的な経営の安定に

繋げ、町内の廃業率の低下を図る。 

３．地域資源を活用した特産品や観光商品を開発することで、唯一の地域企業

としての競争力や経営力を高め、地域経済の浮揚を図る。 

また、小規模事業者の連携の仕組みを活用した地域ブランド化の推進する

ことで、新たな販売機会、交流人口の増加に繋げる。 

事業内容 

１．経営発達支援事業の内容 

（１）地域の経済動向調査に関すること 

国が提供するビッグデータの活用及び景気動向調査を実施し、地域小規模

事業者の経営環境の把握と有効な支援策を講じる。 

（２）経営状況の分析に関すること 

経営分析の必要性の提案を行うとともに熊本県商工会連合会特任経営指導

員と連携し事業承継に対する気づきを促し、経営分析を通じて課題抽出から、

課題解決に向けた事業計画の策定に繋げる。 

（３）事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定の意義と重要性を理解させ、事業所の持続的発展や販路開拓

のための事業計画、円滑な事業承継に向けての計画の策定支援を行う。 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること 

確実な事業の実施に向けて、外部専門家等の活用しフォローアップを行う。 

（５）需要動向調査に関すること 

潜在的顧客やニーズ等を把握するため、消費者アンケート調査を実施する。 

（６）新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

関係機関と連携し、ＢtoＣやＢtoＢの拡大展開に向けた展示即売会、商談

会への出展支援を行う。 

２．地域経済の活性化に資する取組み 

地域金融機関等が参画した地域経済活性化会議を開催し、地域ブランド化の

促進や事業承継等による持続的発展に向けた情報の共有と地域交流人口の拡大

を目指す。 

連絡先 

御船町商工会 

〒861-3207 熊本県上益城郡御船町御船 923 

TEL： 096-282-0322 / FAX：096-282-0360 / E-mail： mifune@lime.ocn.ne.jp 

御船町役場 商工観光課 

〒861-3296 熊本県上益城郡御船町御船 995-1 

TEL： 096-282-1226 / FAX：096-282-2803 / E-mail： sturuno@town.mifune.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 

［現状］ 

御船町は、熊本県並びに九州のほぼ中心に位置し、平坦地域と中山間地域（町土の約７割を

占める）で構成される、豊かな自然と水に恵まれた町である。（町面積 99.03 ㎢） 

御船の地は古くから、熊本県上益城地域の政治や経済、文化の中心地として栄え、現在では、

県都の熊本市に隣接しながら、九州縦貫自動車道と九州横断自動車道の分岐点付近に、３つの

インターチェンジを有する抜群の交通アクセス環境にある。また、熊本市に隣接していること

で、通勤・通学圏といった立地条件の優位性から、ベッドタウンとしての機能も果たしている。 

町は、1979 年(昭和 54年)に町内で肉食恐竜の化石が発見されたことに由来し「恐竜の郷」

づくりを進めており、国内に２ヵ所しかない恐竜専門の博物館や発掘に適した地層（化石発掘

場）を整備している。また、阿蘇外輪山の南西に位置する吉無田高原や、熊本名水百選の一つ

吉無田水源等も人気の観光スポットになっており、町の代名詞でもある。 

2016 年(平成 28年)に発生した熊本地震では、震度５強と震度６弱の地震に見舞われ、震源

地の益城町に隣接する町内高木地区から西側の地区を中心に、全壊と大規模半壊の町内住家被

害が 800 世帯以上となる未曾有の被害を受けた。 

中小企業も同様に甚大な被害を受けており、本会では、発生直後から町と連携し、被害調査

や事業所復旧に向けた補助金・融資等の支援を行った。特に、グループ補助金においては、異

業種の 72企業が参画するグループの組成から個別支援まで、中枢的な役割を担ってきた。 

 

 
 

町内の人口は、2000 年(平成 12 年)をピークに年々減少が続いており、また、全国平均より

も進行している熊本県内の少子高齢化地域の一つとなっている。町全体の高齢化率については

34.3％であり、深刻な問題となっている。 

一方、町内には、幼稚園・保育園から大学まで全ての教育機関が揃っており、町では、生活

環境と都市基盤を兼ね備えた「住み続けたい町」を基本とした町づくりや移住定住を提唱して

おり、その具体的な取り組みが期待されているところである。 
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地域振興並びに地域経済発展の取り組みとして、町は、地域資源を活用した地域経済の活性

化や、生産技術並びに生産者の意欲向上等を目的に、地域ブランド認定制度「御船のいさぎ」

を 2016 年(平成 28 年)に開始し、これまで 23事業者 35 品目の認定を行っている。認定品数の

内訳としては、食品 20・酒類４・非食品 11 となっている。 

 

◆ブランドマークと認定品の一例、認定事業者の町内分布図 

 
 

そうした中、本会としては、町と課題や振興策を共有しながら、次のような取り組みを行っ

てきた。 

・2007 年度(平成 19 年度)：観光客と町民、町民相互等の交流を深める目的で、町内各所に数

多くの地域コミュニティ拠点を整備し、地域振興調査事業「まちの駅」事業を実施

した。 

・2008 年度(平成 20 年度)：地域資源を活用した観光商品を開発する目的で、全国展開支援事

業「地域資源掘り起こし活用」事業を実施した。 

・2016 年度(平成 28年度)：地域ブランド「御船のいさぎ」の開始初年度にあたり、認定に向

けた個者支援を実施した。（19 品目認定） 

・2019 年度(令和元年度)：恐竜等の地域資源を活用した特産品・飲食メニューの開発や、町

内回遊性を高める目的で、全国展開支援事業「特産品・観光商品開発」事業を実施

している。 

 

［課題］ 

①経営力向上による競争優位性の確保 

・量販店やディスカウントストア等の出店により、競争環境が激化している。また、コストコ

の出店による更なる激化、または環境自体の変化が想定される。 

・大多数の中小企業の経営実態において、今までの経験に基づいた漠然とした経営体質となっ

ており、方針やビジョン（特に中長期的なもの）がない。 

・平成 28 年熊本地震により、町内の中小企業の多くは甚大な被害を受けたが、グループ補助

金をはじめとした国・県の各種施策により、施設等においては早期の復旧を図ることが出来

た。しかし、復旧期間中の工場等の閉鎖やそれに伴い受注を断ったことで顧客が離れており、

震災前と後では経営環境が大きく変化し、現在においても、低迷した売上げの回復が見込め

ず、事業の継続に支障をきたしている中小企業も少なくない。 
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②経営者の高齢化や事業承継への対応、その他の経営課題への対応 

・事業承継やＢＣＰ等の経営問題に対する認識が甘い。 

・人口減少や少子高齢化に伴い、地域産業が衰退している。また、若者の町外流出に伴い産業

活力が低下している。 

 

③地域資源の活用及び地域全体が一体となった地域ブランディング 

・恐竜や吉無田高原等という観光資源の強みを活かしきれていない。 

・町内への観光客は増えてきているものの、経済効果に繋がるような消費行動が行われていな

い。特産品や土産物の開発、観光スポットへの回遊率を向上させる必要がある。 

・宿泊業の少なさから日帰り客を中心とした観光産業となっており、また、町内の飲食店では

土日に閉店をするところもあり、観光客にとっては、県内の他の観光地に比べ魅力が薄い点

がある。 

・他の市町村に比べ、農地からの転用が厳しく、新たな企業が進出しにくい。 

・平坦中心部と中山間地域の都市基盤整備において格差が生じている。 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

前述のとおり、御船町は平成 28 年熊本地震の震源地に近いこともあり、多くの住民、中小

企業が甚大な被害を被った。そうした中、地域一体となって復興に向けて努力を行っている。 

小規模事業者の復興においても同様で、震災を機に事業者同士が連携を図り、それぞれの経

営再建に向けた取組みを、共同の事業として行っている。 

今後は、この連携の仕組みを成長・発展させ、地域一体となった「オールみふね」で創造的

復興を進め、他の地域との差別化、地域ブランドの確立を図り、地域小規模事業者の持続的成

長・発展、創業機会の創出、事業承継基盤の確立を進めていく。 

 

②御船町総合計画との連動性・整合性 

町は、平成 28 年熊本地震の発生により、2017 年(平成 29 年)３月に「御船町震災復興計画」

を策定し、より良い未来を実現するために「創造的復興」を見据えて、震災からの復旧・復興

を最優先課題として取り組んでいる。 

また、御船町の将来像として、「みんながわくわくする御船町」を掲げている。 

その将来像を実現するために、町民、企業（中小企業・小規模事業者）、団体と行政が一体

となって、共働してまちづくりを進めることを推奨している。 

また、御船町のまちづくりの基本理念として 

○ 人をつなぐまちづくり 

○ 魅力をつなぐまちづくり 

○ 未来へつなぐまちづくり 

この「つなぐ」という言葉には、「絆」「交流」「継承」という言葉を意識している。 

「絆」は人と人の支えあいや助けあいを、「交流」には町内外とのつながりを通じた町の活

性化を、そして「継承」は世代間のつながりや、環境・歴史・文化を次世代に引き継ぐこと、

さらには震災からの復興を意識している。 

このような御船町総合計画の考え方、基本理念は長期ビジョンと連動している。 
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③商工会としての役割 

本会としては、町と課題や振興策を共有しながら、過去、地域資源を活用した商品開発、販

促支援を行ってきている。 

また、経営改善普及事業等を通じて個社支援を行ってきた。 

さらには、震災からの復興を進めるために、国・県の施策を活用しながら小規模事業者をサ

ポートしてきた。グループ補助金の活用においては、小規模事業者間の仲介役となり、個々の

企業の再建に向けた連携や共同取組みの重要性を高めてきた。 

本会としても、町の基本方針やビジョンに沿って、「オールみふね」を通じた地域のブラン

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、小規模事業者の持続的な

発展をサポートしていく。 

また、小規模事業者の現状及び課題を発見し、早期の対策を講じていく伴走型支援を進める

ことで、小規模事業者の経営力向上を進めていく。 

今後の大きな課題となっている事業承継については、町や熊本県商工会連合会（特任支援室）

と連携しながら、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」

につなげ、円滑な事業承継につなげていく。 

 

◆参考：事業承継ヒアリングシート（熊本県「事業承継ネットワーク」事業作成） 
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（３）経営発達支援事業の目標 

2010 年度(平成 22 年度)から、熊本県上益城郡内の４つの商工会（嘉島町、益城町、甲佐町、

本会）で広域連携による指導体制を確立し、地域の枠組みを超えて、専門化・高度化・多様化

と多岐にわたる小規模事業者の支援を行ってきた。 

これからは、従来の支援に加え、御船町商工会として、地域小規模事業者の連携を考慮した

支援の実施を強化することで、地域のブランド力の向上、小規模事業者の競争力を高めていく。 

そのため、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

事業者の魅力の再発見や連携の仕組みの構築等を進め、魅力度アップのためのブラッシュアッ

プ進めることで、企業の売上増加、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。 

さらに、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、町と連携して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徹底的に把握し、その経営課題及び魅力を明らかにし、外部専門

家・支援機関・金融機関との連携により、個々の魅力を高めることで持続的成長に繋げ、

また、創造的復興支援につなげていく。 

②町と連携し、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、廃業率の低下を図る。 

③地域小規模事業者が、地域資源を活用した特産品や観光商品を開発することで、唯一の地域

企業としての競争力や経営力を高め、地域経済の浮揚を図る。 

また、小規模事業者の連携の仕組みを活用した地域ブランド化を推進することで、新たな販

売機会、交流人口の増加に繋げる。 

 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

今回の経営発達支援計画のコンセプトは「“For（ために）”から“With（ともに）へ」とす

る。すなわち、本会が一方的な支援を進めるのでなく、小規模事業者とともに考えながら経営

計画を策定し実行支援をすることで、小規模事業者の意識改善を進め、事業計画の実行性を高

める。 

 

①伴走型個者支援を強化し小規模事業者の競争力を高める 

地域や業界の景気動向調査等を通じ、小規模事業者へ情報提供を図る。また、分析結果を共

有するとともに、経営課題解決のため、経営指導員・経営支援員による個者支援を強化し、事

業者と連携しながら実現可能な経営計画策定支援と実行支援を行う。 

また、経営計画作成においては、業務効率化等を考慮し連携の仕組みを検討する。 

需要開拓、販促支援等についても、小規模事業者の連携の仕組みを強化する。 

 

②円滑な事業承継に繋げるための支援強化 

事業承継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」発見

のための支援を行う。 

さらに、現経営者、後継者が共同して現状把握、課題発見を行うとともに、「事業の磨き上

げ」を支援することで、実効性・実現性が高い事業承継計画の作成支援を行う。 

町は、定住・移住支援を強化しており、その中には、新たな仕事を創業したいというニーズ

も見込まれる。そこで、後継者が不在である小規模事業者と定住希望者とのマッチング事業に

よる後継者対策を町と共同で実施する。 

事業者の新陳代謝を促進するための円滑な事業承継を果たすとともに、後継者不在で数年後
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には廃業が見込まれる高齢小規模事業者のソフトランディング支援も実施する。 

 

③御船町の特色を活かした地域経済活性化への取組みの推進と情報共有 

地域の特色を活かした産業の創出を支援する。特に、現在実施している「御船のいさぎ」認

定に向けた個者支援、新たな商品開発を支援するとともに、地域ブランドの販促支援を強化す

る。 

観光分野においては、広域連携の上益城地区４町が有する地域資源を活用した観光ルートを

構築するための情報共有と地域の交流人口の拡大を進める。 
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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］ 

上部団体や県の調査を一部受託するのみであり、主体的には実施していない。 

・全国商工会連合会の景気動向調査 

・熊本県消費動向調査 

［課題］ 

・一部の事業者にのみにしか情報提供がなされていなかった。 

・小規模事業者へ、地区内の経済動向に関する情報提供の仕組みがなかったこと。 

 

（２）事業内容 

①国が提供するビッグデータの活用 

当地域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、経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システ

ム）を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、公表する。 

【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 

・「まちづくりマップ・From-to 分析」→人の動き等を分析 

・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

⇒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３回調査・分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者 40社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業） 

【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】後継者有無、承継方法、承継時期 等 

【調査手法】調査票を郵送し、返信用封筒または経営指導員等の巡回で回収する 

【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 

調査項目を収集分析し、地域の事業者の経営環境を把握する。 

また、調査結果については、職員間で情報を共有し、巡回指導、窓口指導を通じて管内の小

規模事業者に周知するとともに、経営分析や事業計画策定支援時の資料とする。 

この他、小規模事業者がいつでも活用できるよう本会ホームページで公表する。 
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（４）目標 

 現在 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 － 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］ 

各種補助金の申請や融資の申込みに係り、経営指導員が策定支援する事業計画の項目の一つ

として分析を行っていた。 

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

なスキルで対応していた。 

［課題］ 

・小規模事業者の各種経営支援を行っていたが、経営情報は収集するに留まり、収集した情報

を元に経営分析した結果を提供できていなかった。 

・それぞれの支援内容に応じて、項目が財務分析、又は経営環境分析のどちらか一方しか行っ

ていなかった。 

・記帳機械化システムの利用で提供される財務分析表を活用出来ていなかった。 

 

（２）事業内容 

①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。 

【開催方法】外部専門家を講師に招き、経営分析（①財務分析、②経営環境分析）の必要性、

課題抽出や課題解決の方法等を説明、また、成功事例の紹介による提案型の支援

を行う。 

【募集方法】町内事業者へ案内文を郵送、及び本会ホームページへの掲載を行い、参加者を募

集する。 

【開催回数】２回 

【参加者数】各回 30 名 

 

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 30 社を選定 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「経営環境分析」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、売上持続性、収益性、生産性、

健全性、効率性、安全性、キャッシュフロー、損益分岐点等 

≪経営環境分析≫ＳＷＯＴ分析（強み、弱み、脅威、機会）、競合分析、ＡＢＣ分析等 

【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」等のソフトを活用し、経営指導員等が分

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、熊本県商工会連合会の特任経営指導員とともに分

析を行う。事業者における現状の把握と、事業承継の取組みの必要性について理

解を深める。 

 

（３）成果の活用 

分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

また、分析結果を事業者カルテで管理し、経営指導員等で共有することにより、事業計画策
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定や職員のスキルアップに活用する。 

分析の結果、専門的・技術的課題が浮き彫りになった場合は、各連携機関の専門家派遣を活

用し事業者へのきめ細やかな支援を行う。 

 

（４）目標 

 現在 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開催回数 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②分析件数 7 件 30 件 30 件 30 件 30 件 30 件 

うち事業承継を含む数 2 件 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］ 

各種補助金の他、経営革新等の認定事業、融資、事業承継等の計画策定支援を行っている。 

［課題］ 

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。 

中長期的な経営計画がなかったため、各事業計画の策定に時間を要し、また、事業計画が単

発的なものとなっていた。 

 

（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、前述（３．）で経営分析を行った事業者の７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、事業計画の策定につなげていく。 

 

（３）事業内容 

中長期な経営の安定を目的に「事業計画策定セミナー」を開催する。 

【募集方法】経営分析を行った事業者を対象に案内文の郵送し、参加者を募集する。 

【開催回数】２回（１開催（テーマ）２時間） 

【カリキュラム】事業計画策定の意義・重要性と自社の分析 

環境分析と、それを踏まえた経営方針の決定 

今後のプラン（具体策）の検討と事業計画策定のポイント 

【事業承継支援】事業承継の対象案件については、上記に加え、外部専門家や熊本県商工会連

合会の特任経営指導員と連携しながら、事業者個別に策定支援を行う。 

【参加者数】各回 10 名 

 

（４）目標 

 現在 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 8件 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

うち事業承継を含む数 0 件 4 件 4 件 4 件 4 件 4 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］ 

不定期の巡回訪問等により実施していた。 

フォローアップの方法については、本会職員の単独支援の他、同一郡内の４商工会で実施し

ている広域連携事業にて、経営指導員２名、経営支援員１名のチームを組んで、巡回訪問によ

り実施している。 

［課題］ 

不定期な実施となっており、また、事業計画によっては実施していないケースもあった。 

計画策定後の状況確認に留まっており、新たな展開や改善等の提案が行えていなかった。 

広域連携事業では、チームによる支援のためスケジュール調整に難航していた。 

 

（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、フォロー頻度を設定する。 

具体的には、事業計画策定 20 社のうち、５社は毎月 1回、10 社を四半期に一度、他の５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。 

なお、進捗状況が思わしくなく、計画と実績の差異分析を行い計画通りに進んでいない場合、

フォローアップ頻度を見直し、原因の究明と改善方策について経営者とともに考える。 

また、熊本県商工会連合会など関係機関や外部専門家と連携を図りながら高度で専門的で実

態に即した実施支援を行う。 

 

（３）目標 

 現在 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 
8 件 20 社 20 社 20 社 20 社 20 社 

頻度（延回数） 8 回 110 回 110 回 110 回 110 回 110 回 

売上増加事業者数 － 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

利益率 1％以上 

増加の事業者数 
－ 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］ 

これまで実施していなかった。 

［課題］ 

事業者を取り巻く外部環境は日々変化しており、消費者の求める商品やサービスへの要求は

多様化、高度化してきています。さらに、消費者の「ニーズ（必要性）」と「ウォンツ（欲求）」

を考慮した、販売戦略や商品開発が求められている。 

 

（２）事業内容 

特産品に係る消費者需要動向アンケート調査の実施 

町認定商品「御船のいさぎ」のブラッシュアップ、また、新たな特産品等を開発する管内食
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品製造業、飲食業（兼製造小売業）10事業者の商品について、「くまもと物産フェア」等にお

いての消費者アンケートによる需要動向調査を実施する。 

消費者アンケートの分析により、消費者が求める商品等にギャップがあった場合、それらを

明確に事業者へ提示し、ギャップを埋めるために事業計画策定を提案・支援し、事業者の販路

拡大を支援する。 

※参考：くまもと物産フェア…毎年 11 月に益城町の熊本産業展示場「グランメッセ熊本」で

開催される物販イベントで、県内の商工会員や物産振興協会員

等、計 240 社が出展し、２日間で延べ２万人が来場する。主催

は、熊本県商工会連合会を主とする実行委員会。 

【サンプル数】来場者 30 人 

【調査方法】くまもと物産フェアにおいて、来場者に商品を試食してもらい、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。 

調査場所としては、くまもと物産フェアの他、町内の観光交流センター等の主要

観光施設も視野に入れる。 

【調査項目】味、見た目、製法・こだわり、価格、パッケージ 等 

【分析方法・結果の活用】外部専門家と共に、経営指導員等が分析を行う。分析結果は、経営

指導員等が当該事業者にフィードバックし、個々の課題解決や更なる改良、地域

ブランドの向上等を行う。 

また、分析結果に基づき、消費トレンドや市場ニーズ、業界動向等についての付

加情報収集を行い、商品開発、商品構成や販促に活用する。 

 

（３）目標 

 現在 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 

調査対象事業者数 － 10 社 10 社 10 社 10 社 10 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］ 

・物産展の参加による需要開拓 

・各種イベントによる町認定商品「御船のいさぎ」の販路支援 

・各種商談会への参加 

・全国展開支援事業の実施による販路支援 

［課題］ 

・さまざまな支援取組みの目的が不明確であった。 

・物産展の一時的な需要開拓に限定されていたこと。 

・商談会参加前・後のフォローアップが行き届いていなかったこと。 

・補助事業による開発商品等に限定されていたこと。 

・単年度のみの支援となっていたこと。 

 

（２）事業内容 

①くまもと物産フェアへの出展（ＢtoＣ） 

くまもと物産フェアにおいて２ブースを借り上げ、認定事業や地域ブランドの認定事業者・

申請予定者等を出展させ、新たな需要の開拓を支援する。 

※くまもと物産フェア…前述（６．）参考のとおり 
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②くまもと大商談会への出展（ＢtoＢ） 

熊本県が主催する「くまもと大商談会」に、食品製造業者を５者選定し参加させる。 

出展にあたっては、需要動向調査の結果等を反映させたコンセプトやプロモーション、ライ

ンナップ、陳列方法を工夫し、商談成功率の高い支援を行う。 

※参考：くまもと大商談会…毎年 11 月頃に熊本県内で開催される首都圏バイヤー等を招いた

熊本県主催の商談会。参加バイヤー15 社、出展企業 32 社（平成

30 年度実績）。 

 

（３）目標 

 現在 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くまもと物産フェ

ア出展事業者数 
4 社 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

売上額／社 40 万円 50 万円 50 万円 50 万円 50 万円 50 万円 

②くまもと大商談会

出展事業者数 
－ 4 社 4 社 4 社 4 社 4 社 

成約件数／社 － 1 件 1 件 1 件 1 件 1 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 

（１）現状と課題 

[現状] 

・各種イベントの開催 

・特産品開発補助事業の実施 

・全国展開支援事業の実施 

[課題]  

従来の一過性イベントから観光集客・人口増加に寄与できる事業計画へシフトする必要があ

る。 

・各種イベントの開催に追われ、地域経済の活性化が限定的。 

・特産品開発補助事業の実施により開発された特産品の販売成功例が少ない。 

・販路開拓支援事業で開拓された取引先の継続性が低い。 

・観光開発事業に係る調査事業が有効に活用されていない。 

 

（２）事業内容 

地域経済活性化会議の開催 

地域産業の活性化や地域資源活用による企業経営力向上に向けて、御船町役場、肥後銀行御

船支店、熊本第一信用金庫御船支店等の関係者参加による、地域経済活性化会議を定期的に年

２回開催する。 

協議の柱：御船のいさぎ認定事業の推進（地域ブランド化の促進） 

事業承継支援への取組み（創業者とのマッチング等） 

移住定住促進への取組み（地域内人口の増加及び地域経済圏の拡大） 

また、観光面においては、上益城観光推進協議会（熊本県上益城地域振興局、各町役場、各

町観光協会、各商工会にて構成）へ参加して、連携を図るとともにネットワークを構築し、地

域内への交流人口拡大を目指す。 
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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]  

2010 年度(平成 22 年度)から、同一郡内の４商工会（上益城郡：嘉島町、御船町、益城町、

甲佐町）での広域連携事業に取り組んでいる。 

広域連携事業では原則毎月３回の経営指導員会議を開催し、重点支援企業の支援状況や事業

計画の進捗状況確認、支援手法等について議論し情報を共有している。 

[課題] 

各支援機関との間で、小規模事業者の需要動向等に関する情報交換は行ってきたが、支援ノ

ウハウ等に関する情報交換は少なかった。 

 

（２）事業内容 

①広域連携（嘉島町、益城町、甲佐町の各商工会と本会）事業の推進 

広域連携事業による経営指導員会議の開催とチームによる企業支援を実施する。 

毎月３回の経営指導員会議では、各地域の小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウについ

ての情報交換を行い、新たな需要開拓を進める基盤を構築することを目的とする。 

 

②エキスパートバンク事業等の積極的活用 

熊本県商工会連合会や全国商工会連合会、(株)ふるさとサービス、よろず支援拠点等に登録

の専門家招聘を積極的に活用し小規模事業者を支援する。その中で、効率的な支援手法につい

ての情報交換を行う。 

 

③日本政策金融公庫との連携による支援体制の強化と情報交換 

必要に応じて一日公庫（事業資金相談会）や移動金融相談会を共同で開催する。 

相談会等では、関係機関の担当者と経営指導員が連携して小規模事業者への金融相談に対応

し、支援ノウハウについて情報交換を行い、効率的支援を行う。 

このほか、日本政策金融公庫主催の「小規模事業者経営改善資金協議会」（年１回）等へ出

席し、特化した情報交換も行う。 

 

 

 

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主催の研修会への参加 

・各種支援団体の開催する研修会への参加 

・専門派遣事業時の専門家ノウハウの取得 

・地区内職員協議会での研修会の実施 

[課題]  

・研修会に参加しているが、活用の機会がなく、知識のみの状況 

・支援ノウハウが属人的になっており、共有化が少ない状況 

・経営ノウハウが広範囲に及ぶため、その活用が厳しい状況 

・小売業中心の研修内容で、他業種の支援ノウハウが不足 

 

（２）事業内容 

①情報共有を軸とした経営支援体制の構築 
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半月に 1回の職員ミーティングを開催し、小規模事業者の支援状況の進捗管理や情報交換を

行う。 

商工会ネットワークの基幹システム（支援情報のデータベース）を活用することで、各小規

模事業者の支援担当者が不在であっても、基幹システムを閲覧し支援対応ができる体制とす

る。基幹システムの活用は、組織としての情報を蓄積することになるため、経営指導員等が人

事異動になっても効率的な継続指導が可能となる。 

 

②外部講習会等の積極的活用 

経営指導員等の支援能力の一層の向上のため、中小企業庁が行う小規模事業者支援研修や熊

本県商工会連合会の専門研修に参加し、職員毎に不足するスキルを習得し、支援能力を向上さ

せ、職員全体のスキルアップにつなげる。 

なお、これらのスキルについては経営指導員のみならず職員全体が知識を高めるよう情報共

有も図る。 

 

③商工会のエリアを超えた広域的なチーム支援の実施 

経営指導員２名（地元指導員と町外の指導員）、地元経営支援員１名のチームで小規模事業

者の支援を行う。その支援を通じてお互いの経営指導員が有する知識の共有や現場での実践力

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 

[現状]  

・巡回訪問や窓口相談件数を重視していた。 

[課題] 

・支援実績だけでなく、その効果の評価する仕組みがなかったこと 

 

（２）事業内容 

事業年度ごとに、本計画書に記載する事業について、以下の方法により実施状況・達成度を

評価・検証します。 

また、具体的な個者支援による結果を評価の指標に盛り込む。 

①事業評価委員会の開催（年１回） 

・事業評価委員会委員は、御船町商工観光課長、法定経営指導員、外部有識者（中小企業診断

士等）で構成する。 

・委員会は、事業の成果を評価し理事会へ報告する。 

 

②理事会への報告等 

事業の達成度が低い場合はその原因を検証し、計画の見直しが必要な場合は事業評価委員会

の承認を得る。 

 

③総会への報告と公表 

事業計画の成果、評価、見直しについては総会で報告するとともに、その内容を本会ホーム

ページで公表する。 
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〒861-3296 

熊本県上益城郡御船町御船 995-1 

御船町役場 商工観光課 

TEL： 096-282-1226 / FAX：096-282-2803 

E-mail： sturuno@town.mifune.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 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

○セミナー開催費 

○専門家派遣費 

○物産展等出展費 

○協議会運営費 

○チラシ作成費 

250 

500 

1,000 

100 

150 

250 

500 

1,000 

100 

150 

250 

500 

1,000 

100 

150 

250 

500 

1,000 

100 

150 

250 

500 

1,000 

100 

150 

（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 

伴走型小規模事業者支援推進事業補助金、会費収入、御船町補助金、熊本県補助金 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 

 

 


