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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）地域の概況 

①位置・地勢 

益城町は熊本県のほぼ中央北寄りにあり、県庁所在地熊本市の

東隣りに接しています。県庁まで 8.5キロメートル、熊本市役所

まで 13キロメートル、また、空の玄関口である阿蘇くまもと空港

まで 7.5キロメートルの至近距離にあります。町の周りは西から

北西部にかけて熊本市、北部が菊池郡菊陽町、東は阿蘇郡西原村、

南は上益城郡御船町、南西部が同郡嘉島町になっています。 

町の東部から南部にかけて九州山地系に属する城山をはじめ、

朝来山、船野山、飯田山の四峯が連なっています。北部一帯は、

約 2,000 ヘクタールにも及ぶ益城台地と称される畑地がひらけ、

中央平坦部は、水田約 1,000 ヘクタールが整然と整備され、穀倉

熊本平野の一環を形成するとともに、都市近郊型の住宅地帯が広

がっております。町域を流れる主な川は木山川、赤井川、秋津川、金山川などで、河川はすべて

緑川流域加勢川水系に属し有明海へ注いでいます。総面積は、6,568 ヘクタールで、長さ東西約

11キロメートル、南北約 13キロメートル、周囲約 48キロメートルとなっています。 

町の北東部には阿蘇くまもと空港という空の玄関口を有し、町の北西部には益城熊本空港イン

ターチェンジ、南西部には小池高山インターチェンジという 2 つの陸の玄関口も有しています。

その地の利を生かして、熊本テクノリサーチパークや熊本産業展示場（グランメッセ熊本）、熊本

総合工業団地や熊本輸送団地等、熊本県の産業を支える産業関連施設も多く立地しています。 

 

 
益城町土地利用構想図（市街地区）（第 6次益城町総合計画より） 
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益城町土地利用構想図（集落地区）（第 6次益城町総合計画より） 

 

 

②地域の資源 

益城町では、地理的な特徴を活用して、多様な農産品が栽培されています。特に、スイカや柿、

ぶどう、甘藷などの農産物は、特産品として町内外の方に好まれています。これら農産品を中心

とした特産品は、町内の JA直売店や商店で購入できる他、町内の飲食店でも地元食材を使った食

事を楽しむことができます。 

また、益城町には、木山神宮や津森神宮、常楽寺、浄信寺、千光寺などの寺社仏閣や、木山城

址公園や赤井城址などの城跡、四賢婦人記念館や徳富蘇峰生家などの歴史上の人物に関わる古く

から栄えた歴史を感じさせるスポットが多く存在します。また、秋津川河川公園の桜や田園風景、

益城四山の風景など、日本の四季を感じられる風景が身近にあることも特徴です。さらに、お法

使祭りや砥川の獅子舞などの伝統的なお祭りや、伝統的なお祭りをルーツに持つ木山初市、みん

なの夏祭り（地蔵祭）など、地域の方に親しまれる催事も多く催されています。 

観光地である熊本市と阿蘇地域に挟まれているという地理的な特徴上、上記のようなスポット

や行事は、地域の方にとって大事なものとして育まれてきました。平成 28年熊本地震以降は、布

田川断層帯が国の天然記念物に指定され、また、防災・減災の学習を目的に、町外から町を訪れ

る方が増加しています。 
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③これまでの商工会及び益城町の小規模事業者振興に向けた取組 

これまでも、商工会や益城町では、小規模事業者の振興に向けて、以下のような取組を行って

きました。 

 

・経営指導・経営支援の実施（商工会） 

・補助金申請支援の実施（商工会） 

・地域経済振興事業（みんなの夏祭り、木山初市等）の実施（商工会） 

・助成事業の実施（益城町） 

・中心市街地活性化基本計画の策定（益城町・商工会） 

・まちづくり会社の設立（商工会・益城町） 

・観光マップ（ぎゅぎゅっとマップ）の作成（益城町） 等 

 

今後も、これまで実施してきた取組は継続して実施していきつつ、同時に、課題でも掲げた「震

災以降の変化への対応」を求められている小規模事業者が、その対応に積極的に取り組み、自ら

の事業の発展につなげられるよう、そのために必要な経営分析や計画策定の支援に重点を置いて、

小規模事業者の振興に向けた取組を進めていきたいと考えています。 

 

 

（３）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 

古くから人の往来と産業が深く関係しながら発展してきた益城町にとって、小規模事業者は、

今も、地域の活力やコミュニティの発展を支える重要な存在です。10年後には、益城町の小規模

事業者が下記のような状況になっていることを目指して、長期的な振興を図っていきます。 

 

‐多くの小規模事業者が「町を代表する事業者」となり、製品や事業者の活動が、全国から

注目を集めるようになっている。（一社一社がいきいきと輝いている） 

‐小規模事業者同士の連携が強まり、「小規模事業者の存在そのものが益城町のブランドを

形成している」という状況になっている。（益城町がいきいきと輝いている） 

‐町内の人々の町内の小規模事業者に強く関心を持つようになり、小規模事業者で働くすべ

ての人が、自らの仕事に誇りを持つようになっている。（従事者がいきいきと輝いている） 

‐上記すべての結果として、「この町の小規模事業所で働きたい」「この町で起業・創業した

い」という人が増えてきている。（起業・創業の場になっている） 

 

 

②益城町総合計画との連動性・整合性 

2018 年（平成 30年）12月に策定された「第 6次益城町総合計画」では、「工業の振興」「商業

の振興」「観光の振興」「『創業の場』として選ばれる環境づくり」と項目を分けて、下記のような

目標を掲げています。 

 

【工業の振興】 

・町内の製造業者が、町外の企業や他の産業（農業、商業、観光業）と連携しながら 

いきいきと活動し、多様な工業製品を産出している。 
 

【商業の振興】 

・町内の商業者が、町内で新たに開業した商業者や他の産業（農業、工業、観光業）と 

連携して、いきいきと活動している。 

・住民のくらしを支えるとともに、町外から人をひきつける商業が営まれている。 
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【観光の振興】 

・四賢婦人記念館や潮井自然公園など、町外の人も積極的に受け入れる場所の整備が完了し、 

町外からの訪問者が増加している。 

・町外からの訪問者と住民との間で、益城町の魅力ある自然との触れ合いなどを通じた、 

多様な交流やにぎわいが生まれている。 
 

【「創業の場」として選ばれる環境づくり】 

・町内で創業した人や団体が、従来から町内で活動していた人や団体とも一体となって、 

いきいきと活動している。 

 

それぞれの産業によって具体的に展開していく施策は異なりますが、全ての産業に共通して、

「そこに従事している人がいきいきと活動している」「産業の壁を越えて連携している」という目

標を掲げています。町と商工会とが一体となって、この点を、小規模事業者に対する長期的な振

興のあり方として掲げたいと考えています。 

 

③商工会としての役割 

小規模事業者に対する振興を進めていくにあたっては、「小規模事業者が互いに連携しやすく、

そしていきいきと輝ける環境を整備すること」と、「それぞれの小規模事業者ごとに異なる状況に

寄り添いながら間断なく支援を行っていくこと」の両方を進めていくことが重要となります。 

町と商工会とが連携して振興を進めていくにあたって、環境整備は主に町の役割となり、個別

の事業者に寄り添いながらの支援（伴走での支援）が商工会の役割となると考えています。特に、

前述のとおり、町では、震災以降、小規模事業者の事業環境に影響を与える多くの変化が発生し

ていますので、商工会と町とが役割を分担しつつ、商工会としては、刻一刻と変化する小規模事

業者の状況をつぶさに見ながら、それぞれの事業者に対しての適時適切な支援を行っていきます。 

 

 

（４）経営発達支援事業の目標 

「小規模事業者の課題」で整理した通り、現在、益城町の小規模事業者には、「震災以降、町で

起こっている変化への積極的な対応」が求められています。また、10年後の事業継続・発展に向

けて、将来の状態をしっかりと見通すことも求められています。 

よって、本計画の期間である 5 年間では、その先の発展に向けて、下記の 3 点を達成すること

を目標として掲げたいと思います。 

 

①小規模事業者が、自ら、「今、自らがどういう状況にあるか」を明確に理解する 

②小規模事業者が、自ら、「こうなりたい」と明確な意思・目標を持つ 

③小規模事業者が、自ら、自分の意思・目標に対して、やるべきことを理解している 

 

なお、上記の目標については、本事業を共に推進する小規模事業者に等しく適用すべきと考え

ていますが、「震災以降に起こった変化の影響を大きく受けている小規模事業者」にとって特に重

要な目標になるとも考えていますので、本事業を進めるにあたっては、そのような小規模事業者

に意識を置きながら取り組んでいきたいと考えています。 

 

 

（５）目標の達成に向けた方針 

目標①の達成に向けては、基本的な経営分析を“自ら”しっかりと行えるように支援していく

ことを方針とします。それに向けて、最初のきっかけづくりをしっかりと行い、その上で、経営

分析を継続していけるよう、毎月の定期的な確認を行う等の伴走型の支援を行っていきたいと考
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えています。特に前者については、最初のきっかけに触れようとさえしない小規模事業者が多い

というのが現状です。よって、最初のきっかけづくりにおいては、経営分析を自ら行ってみたく

なるよう、本計画での取組成果の発信に力を入れて行きたいと考えています。 

目標②の達成に向けては、経営分析の実施を支援する際に、「分析結果を自らの意思・経営に反

映させる」という点も意識した支援を行うことを大事にしたいと考えています。「こういう強みが

あるから自らはこうあるべき／こうなりたい」という形で、分析結果を踏まえた意思を明確にし

た上で、それを経営目標として数字に落としていくところまで、伴走しながらの支援を行いたい

と考えています。 

目標③の達成に向けては、「それぞれの事業者によって最適な打ち手は異なる」ということを大

事な前提としながら、それぞれの事業者の状況をしっかりと見ながら支援を進めたいと考えてい

ます。また、前述のとおり、益城町の小規模事業者を取り巻く状況は刻一刻と変化していますの

で、その変化も把握しつつ、それを小規模事業者と共有しながら、支援を行っていきたいと考え

ています。支援を行うに当たっては、全くのゼロベースから打ち手を考えるのではなく、世の中

の先行事例等を参考にしながら、業種ごとにある程度の仮説を提示し、効率的に最適な打ち手を

探していきたいと考えています。 

また、上記すべての目標に共通する基本的な方針として、「小規模事業者が、自ら意思を持って、

自ら実施できるようになる」ということを掲げたいと考えています。よって、次ページより記載

の各種事業においても、必ず、「小規模事業者が自ら行う」ということを大事にしたいと考えてい

ます。 

なお、本計画を通じて実施する経営分析や事業計画等は、それぞれの事業者固有のものであり、

本来であれば他者と共有すべきものではありませんが、個別の小規模事業者での発展は限界もあ

り、将来的に互いの連携を強化していくことも必要となることを考慮し、現時点から共有できる

部分は可能な限り共有するということも、本計画を進めるにあたっての方針としたいと考えてい

ます。 
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「６．需要動向調査」に関すること 

（１）現状と課題 

これまで、需要動向調査については、町全体への来街意識調査等は実施してきましたが、個別

の事業者の製品やサービスについての調査を実施したことはありません。 

本来、自社の製品やサービスについての調査は、各小規模事業者が自ら実施すべきですが、調

査ノウハウが不足していたり、個別では調査対象を集めるのに限界があったりということが考え

られます。 

今後、町のにぎわいづくりや、それを通じた経済活力の向上に向けては、町の特徴（風景など）

や特産品等を最も効果的に発信し得る飲食店が、自らの店舗の強みを生かしながら、町内外の消

費者に訴求する看板メニューや接客サービスを磨き上げることで、町の内外から新たな顧客を獲

得していくことが非常に有効と考えています。よって、本事業においては、特に町内の小規模飲

食店が看板メニューや接客サービスを磨き上げていくにあたって参考とすべき消費者の生の声を

収集するための需要動向調査を、商工会が主体となって実施します。 

 

（２）事業内容 

①空港での PRイベントの開催にあわせた調査実施 

阿蘇くまもと空港において飲食店を中心とした PR イベントを実施し（「７．新たな需要の開拓

に寄与する事業」）、その会場において、来場者に対するアンケート調査を実施します。また、イ

ベントにて配布するチラシを見て来店された顧客に対して、各店舗でアンケート調査を実施でき

るよう、店舗アンケート票の作成も支援します。アンケートの調査結果については、来場者アン

ケート・店舗アンケート双方ともに経営指導員が中心となって分析を行ったうえで各小規模事業

者にフィードバックを行い、各事業者の商品・サービスの開発や空間づくり、事業計画の作成・

見直しに活用してもらいます。 

【サンプル数】 

100 人（来場者アンケート・店舗アンケート合計） 

【調査手段・手法】 

阿蘇くまもと空港において、年 1回（10月を想定）、特に飲食店の PRイベントを実施し、その

会場で商品やサービスに触れてもらいます。その感想等について、経営指導員等が聞き取りを

行い、アンケート票に記入します。 

また、イベント会場で配布するチラシを見て実際に店舗に来店された方向けのアンケート票を

作成し、お客様ご自身でアンケート票に記入いただく形のアンケート調査も実施します。 

【分析手段・手法】 

調査結果については、調査分析に長けた専門家（コンサルタント等）に意見を聞きながら、経

営指導員が分析を行います。 

【調査項目】①来店意向、②商品・サービス・空間づくりで改善が必要と感じた点、③プロモー

ション方法についての意見、④価格についての意見等の調査を想定します。 

【分析結果の活用】 

分析結果は、経営指導員等が小規模事業者に直接フィードバックを行い、商品・サービス開発

や事業計画作成・見直しへの反映方法についても、共同で検討します。 

 

②ミステリーショッピング調査の実施 

事業計画を策定した小規模事業者のうち、特に希望する事業者に対しては、1年にあたり 2回、

商工会より依頼した消費者（10 名程度）によるミステリーショッピング調査（覆面調査員による

調査）を実施します。 

調査においては、特に、商品・サービス・空間づくりで改善が必要と考えられる点に重点を置

いて調査を実施します。調査結果は、実際に調査を行った消費者および専門コンサルタントが聞

き取りを行った上で、調査対象事業者にフィードバックを行い、商品・サービス開発や事業計画

作成・見直しへの反映方法についても、共同で検討します。 
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て、非常に思い入れの強いイベントとなっています。その思いを受け、「みんなの夏祭り」につい

ては、町と商工会が中心となり、婦人会や議会、区長会、老人クラブ連合会、社会福祉協議会な

どの町の団体や、地域の民間事業者、地域の小中学校の方々の協力を得ながら、20,000人以上が

来場するイベントとして運営しています。また、「木山初市」については、元々、地元の商店組合

が実施していたものの、商店の衰退により現在は商工会が中心となって実施しており、地元の商

店組合や地権者の方々、熊本りんどうロータリークラブ等のご協力をいただきながら、こちらも

5,000人以上が来場するイベントとして運営しています。 

これらのイベントには、食品販売を中心として多くの店舗が出店していますが、町内の小規模

事業者の参加は、過去に比較して少なくなってきている状況です。 

本事業を通じ、改めて町内の小規模事業者に呼びかけを行いつつ、町内の小規模事業者が参加

しやすい工夫も行いながら、町内の小規模事業者の参加を拡大していきたいと考えています。 

 

 

 

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 

益城町商工会では、現在、町内の金融機関との定期的な懇談会（金融懇談会）や上益城郡内商

工会の定期連絡会を実施し、小規模事業者に対する支援についての情報交換・意見交換を実施し

ています。 

現在、町内の小規模事業者を取り巻く環境が変化する中で、小規模事業者に対して、より効果

的な支援を行っていくためには、金融機関や商工支援機関だけでなく、他業種との連携も重要に

なってくると考えています。 

よって、今後は、これまで築いてきた連携体制をさらに強化しつつ、さらに多様な連携体制の

構築を図っていきたいと考えています。 

 

（２）事業内容 

①上益城郡内商工会定期連絡会の実施（年 2回） 

現在実施している上益城郡内商工会定期連絡会を今後も継続的に実施し、小規模事業者に対す

る支援の在り方についての情報交換を行っていきます。また、町内の小規模事業者の課題解決に

つながるような具体的な情報（例：販売・調達先等に関する情報等）の収集にも努めていきます。 

 

②金融懇談会の実施（年 2回） 

益城町商工会、益城町、町内金融機関での情報交換・意見交換の場として、現在、年 1 回開催

している金融懇談会を、年 2 回開催することとします。ここでは、町内の小規模事業者の、特に

金融面での課題についての情報交換を行い、支援の在り方について共同で検討する機会としてい

きます。 

 

③中心市街地活性化協議会（年 2回）及びワーキンググループの開催（年 6回） 

現在、益城町で策定中の「中心市街地活性化基本計画」に対する意見具申機関として、益城町

商工会では中心市街地活性化協議会を設置し、町内の関係団体及び企業と共に、特に中心市街地

における経済活動の活性化についての意見交換を行っていきます。また、その下部組織として、

中心市街地ワーキンググループも設置し、より具体的な議論を行っていく予定です。 

 

④「にぎわい推進本部（仮称）」の開催（年 2回） 

現在、益城町では、町の活性化に取り組む団体及び企業の代表者による情報交換の場として、

「にぎわい推進本部（仮称）」を設置し、単独の団体や企業では解決が難しい課題を持ち寄り、さ

らなる地域活性化に向けた情報交換を行っていく予定です。 
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商工会としても、他機関との連携を通じて小規模事業者の課題解決を図っていくために、この

にぎわい推進本部（仮称）に積極的に参加していきます。 

 

 

「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 

益城町商工会では、現在 2 名の経営指導員が主となって、小規模事業者に対する指導・支援を

行っており、中小企業庁で実施される研修会等への参加を通じて、その資質向上に向けての取組

も行っています。また、上益城地区の 4 商工会で広域連携事業に関する協定書を締結し、職員の

資質向上に向けた事業も実施しています。 

今後、さらに小規模事業者に対する指導・支援を強化していくためには、経営指導員の資質向

上は勿論のこと、小規模事業者への支援を行う関係者（商工会職員、役場職員等）全員のさらな

る資質向上が求められると考えています。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等への積極的な参加 

経営指導員等の支援・指導スキルの向上に向けて、外部機関において実施される講習会に積極

的に参加していきます。具体的には、中小企業庁が開催する「経営指導員研修」や熊本県商工会

連合会が主催する「経営支援能力向上セミナー」等に、計画的に経営指導員等を派遣していきま

す。 

 

②上益城地区商工会広域連携事業の継続実施 

上益城地区の 4 商工会（益城町・嘉島町・甲佐町・御船町）で連携して実施している「上益城

地区商工会広域連携事業」を継続し、指導員会議（平成 30 年度は 23回実施）や補助金等情報等

の共有、セミナーの共同開催等を通じて、職員の資質向上や経営指導員と支援員の情報共有の徹

底に、引き続き取り組んでいきます。 

 

③支援メンバー定期ミーティングの実施（月 1回） 

本事業の推進に関係するメンバー（商工会の経営指導員、職員、町役場担当職員）での定期的

なミーティングを月に 1 回開催します。ミーティングでは、経営指導員が中心となり、小規模事

業者に対する支援・指導の実態を提示しながら、個別に対応が必要なケースについて、全員で検

討する機会（ケースミーティング）を作りたいと考えています。 

 

④事業計画策定支援データベースの作成・共有 

本事業において支援を実施する小規模事業者について、特に事業計画策定及びその後のフォロ

ー状況について、熊本県商工会連合会のデータベースを活用しながらデータベース化を行い、支

援関係者全員が状況を把握できるような状況を作ります。それによって、誰が相談を受けても一

次対応ができるという状況を作り、事業計画策定者と支援者の信頼関係をより強固なものとして

いきます。 

 

 

「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 

これまでも、商工会や町役場において事業を実施する際には、その状況をフォローアップする

ための仕組み（PDCAサイクルに基づいたフォローアップの仕組み）を構築し、実施してきました。 

今回の事業においては、事業期間（5 年間）にわたって支援の質を向上させていくことが非常

に重要であるため、PDCAサイクルに基づいたフォローアップを確実に実施していきたいと考えて

います。 
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また、小規模事業者に対して本事業の有効性（事業計画策定の重要性と効果）への理解を促進

するためにも、事業の評価結果を広く公表していきたいと考えています。 

 

（２）事業内容 

事業評価会議（仮称）の設置（年 1回） 

益城町商工会の理事会と併設して、益城町産業振興課長、同課商工観光係長、法定経営指導員、

事業計画策定支援協力者（金融機関担当者、コンサルタント等）による評価会議を 1 年に 1 度実

施し、経営発達支援計画の進捗状況等について検証を実施します。 

事業評価会議での検証結果については、商工会理事会へのフィードバックを行った上で、益城

町及び益城町商工会のホームページに掲載し、町内小規模事業者をはじめとして、広く閲覧がで

きるような状態にします。 
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②関係市町村 

 〒861-2295 熊本県上益城郡益城町木山 594 

  益城町 産業振興課 商工観光係 

   電話：096-286-3277 

   e-mail：syoukou@town.mashiki.lg.jp 

 










