
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
甲佐町商工会（法人番号２３３０００５００３６４９） 

甲佐町   （地方公共団体コード４３４４４２） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

小規模事業者に対する長期的な振興のあり方として「地域の商業・サービ

ス業の重点的な育成と観光振興」や「地域資源を活用した地域振興」をテー

マに甲佐町商工会は次のとおり目標を定める。 

①小規模事業者の経営力向上に資する伴走型個者支援の実施 

②計画的で円滑な事業承継支援の推進 

③地域資源を活用した商品開発とブランディング支援の強化 

④点在する地域の観光資源の連携とイベント事業の推進 

事業内容 

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 

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。【HP上へ公開】 

３．経営状況の分析に関すること 

セミナー等により意欲的な事業者を掘り起こし、経営分析を実施する。経営

分析から事業者の抱える課題を洗い出し、事業計画書作成時に活用する。 

【9月と 1月の 2回 経営分析セミナーを開催】 

４．事業計画策定支援に関すること 

単に補助金主体の事業計画ではなく、各事業者の課題解決のための計画策定

に取り組み、販路開拓等を支援する。 

【9月と 1月の 2回 事業計画作成セミナーを開催】 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

計画的に、定期的に事業所を訪問し事業が確実に実施されるよう、フォロー

アップ支援を行う。【フォローアップ支援中】 

６．需要動向調査に関すること 

地元農産物を活用した新商品開発を支援するとともに、アンケート調査によ

り潜在的顧客を掘り起こし、支援先事業者にフィードバックして販路開拓等に

活かす。【コロナの影響によりアンケート調査未実施】 

   【くまもと物産フェアオンライン販売参加】 

７．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を実施する。 

【コロナの影響により展示販売会未実施】 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

地域経済活性化の方向性としては、関係各所との連携を図り、地域への交流

人口拡大を目指す。 

【甲佐町ブランド「こうさんもん」の認定支援を実施】 

【上益城地区 4商工会の経営指導員等が会議を行い、支援事例、支援ノウハ 

ウの共有等、小規模事業者の支援ニーズに応えるべく意見交換、情報の提 

供を定期的に行っている】 

【中小企業大学校人吉校 研修 1名参加】 

【事業評価委員会 2回開催】 

 



 

 

連絡先 

甲佐町商工会 

〒861-4607 熊本県上益城郡甲佐町豊内 719番地 2 

電話：096-234-0272 ／ ＦＡＸ：096-234-0363 

E-mail：kosa@titan.ne.jp 

甲佐町 地域振興課 

〒861-4696 熊本県上益城郡甲佐町豊内 719番地 4 

電話：096-234-1111（代表）・096-234-1154（直通）／ＦＡＸ：096-234-3964 

E-mail：Chiiki02@town.kosa.lg.jp 
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【第 6次甲佐町総合計画（後期基本計画Ｈ28年 3月）に記載される各分野の課題】 
■農林業分野 

①農業の振興 

・農業基盤の整備 

・農業経営（農業者の高齢化対策や生産性の向上） 

・担い手の育成 

・ブランドづくり 

・農育、食育の推進 

②林業の振興 

・林業生産基盤の整備 

・担い手の育成 

・森林の有効活用 

■地域企業・企業立地分野 

①地域企業の活性化 

・地域企業（農業、商業、工業という単独の分野にとらわれない魅力ある新しい産業

への取組みや、新たな起業を支援するための基盤づくりやシステムづくり） 

②企業誘致の促進 

・企業誘致（近隣における高速交通のインフラ整備の利活用） 

 

■商業・サービス業分野 

①商業・サービス業の振興 

・小売個店の活性化（地元購買力の向上） 

・商店街活性化（人材育成や商工会との連携、空き店舗利活用） 

・地域の特産品等の開発と育成（甲佐ブランド「こうさんもん」の認定品の開発や販

売促進） 

・新たな販売形態の検討（インターネットの活用や買い物難民への支援） 

■観光・イベント分野 

①観光の振興 

・地域資源の活用（交流人口拡大、やな場の通年営業やかわまちづくり事業） 

・広域的観光ルートの整備（観光ネットワークや観光メニューの多様化） 

・広報、宣伝および推進体制の整備（積極的な情報発信） 

②イベントの充実 

・既存イベントの充実（あゆまつり、緑川スポーツフェスタ等の充実） 

・新規イベントの開催（商工会等の連携） 

 
また、平成 23年策定の第 6次甲佐町総合計画（前期基本計画）には、『甲佐町の一番の課題は

高齢化と少子化による人口減少であり、就業人口も低下していることです。また、甲佐町がＨ21

年に町立中学全生徒に実施したアンケート「甲佐町に住みたくない理由」では「甲佐町では交通

や買い物などいろいろな面で不便なことが多いから」と「甲佐町では自分の好きな仕事を選ぶこ

とができないから」が多くを占めており、地域産業づくりが今後重視されるべき項目である。』

とされている。 
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②課題 
甲佐町の商工業者数は 413 者で約 67％が甲佐町商工会へ加入し、会員のほとんどが小規模事

業者である。また、卸・小売業と建設業が過半数を占めている。 

小売業については、近年隣町に大型ショッピング施設が進出し、特に厳しい状況にある。小売

業会員の商工会脱退の多くは、競争激化による売上の低迷や後継者不在による廃業によるもので

ある。 

 

■商業・サービス業の課題 
 各事業者によって、消費者の生活スタイルや意識の変化、生活圏域の拡大といった外部環境

の変化への対応に差がみられる。これらは後継者不足による要因が大きいものと考えられ、後継

者がいても適切な人材育成ができていない事業者もあり、事業者によってその温度差が見受けら

れる。 

事業承継についても、後継者へ経営権を譲渡することをためらう事業主が多く見られ、多くの

事業主が債務の承継について悩んでいる状況がある。しかし、地域に根差した小規模小売事業者

の多くは、顧客が、「利便性」や「品揃え」ではなく「つきあい」や「事業主個人」に依存して

いる要因もあり、5年～10 年といった事業承継計画を立てるとともに緩やかな事業承継を実行し

なければ、急激な売上の低下を招く危険もある。 

町内の観光については、加藤清正公ゆかりの「やな場」が代表的な施設で、毎年、鮎漁の解禁

（6月 1日）にあわせてオープンし、11月まで営業している。やな場は河川の上に店舗を構えた

鮎料理専門の飲食店で、鮎のフルコースを味わうことができ、シーズン中は県外からの来客も多

い。（年間 13,000人程の集客） 

やな場から続く水路「大井手川（加藤清正公ゆかりの水路で延長７ｋｍ）」は商店街の中心を

流れており、歴史文化と風情ある景観を備えた商店街も、現在は空き店舗問題や後継者対策が大

きな課題となっている。また、その他点在する観光資源との連携ができていない現状がある。 

 

■工業・建設業の課題 
甲佐町の建設業については、多くの事業者が公共工事に依存している現状がある。また、民間

工事を請け負う事業者の多くは小規模事業者であり、いずれも景気動向に左右されやすい状況

で、材料資材等が高騰し、さらに人材不足や競合先との兼ね合いから利益率は年々低下傾向にあ

る。 

地域の特色ある製造業者については、和菓子・豆腐・水産練り製品製造業者など歴史ある事業

所があるが、経営基盤が小さく経営資源をうまく活用できていない。これらの企業には人材育成

や研究開発への支援が必要とされている。 

 

■これまでの商工会の取り組み 
甲佐町商工会では、経営改善普及事業と併せて、地域活性化への取り組みも活発に行ってきた。

全国展開支援事業をはじめとした補助事業を活用し、地域産品を活かして商品開発や観光開発に

取り組んだ。商品開発では行政が認定する地域ブランド「こうさんもん」の申請支援や育成にも

取り組み、「陽気マルシェ」と題し、販売促進・販路開拓のための展示即売会や商談会事業も積

極的に実施した。また、自主財源を活かして地域内での販路開拓支援（工業系事業者への支援）

も行っている。 
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Ｈ26年度～現

在 

家のことならなんでん

隊事業 

町内の建築業者等への販路開拓支

援並びに建築リフォーム等におけ

る町民サービス向上に向けた事

業。会員企業へ共同受注事業への

参加を呼びかけ「家のことならな

んでん隊」を設立し、住民からの

住宅関連相談等にスピーディに対

応するとともに安心して頼める地

元事業者を PR している。 

地元企業がより地域

に密着し、必要な存

在となるための後押

しを行っている。ま

た、販路開拓へも直

結している。 

 

≪地域ブランド「こうさんもん」認定商品≫ 

    
【鮎の甘露煮】    【にらメンコ。】   【鮎もなか】  【ボシどら焼き】 

 

    
【ニラでスープ】   【ニラ侍】 【井戸江峡饅頭】 【マシュマロ】 

 

    
【うなぎ蒲焼き】  【梅酒カステラ】【西寒野のかけ干し米】【ニラのおやき】 

 

   
【ニラ味ラーメン】     【ハチミツ】       【ニラみそあられ】 
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■甲佐町商工会の課題と対応 
 これまで甲佐町商工会は、行政と歩調を合わせ、同じベクトルで事業に着手してきた。しか

し、平成 28 年の熊本地震の影響もあるが、これまでは補助事業に頼った支援業務が多く、継続

的な伴走型の個者支援を重点的に行うことができていなかったことは大きな課題である。 

 また、甲佐町の産業課題である「小売個店の活性化、商店街活性化、特産品開発、地域資源の

活用、観光・イベントにおける交流人口拡大 など」についても、「伴走型個者支援」により各

個店個店がレベルアップすることで課題解決に近づくものであり、計画的な伴走型個者支援を充

実させ、各企業の持続的発展により地域経済を活性化することが求められている。 

 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 
甲佐町の総合基本計画では、基本理念を『自然環境を活かし、文化と交流が育む暮らしやすい

安心・安全なまちをつくります。』とし、将来像として『活力にあふれ、にぎわうまち』を掲げ

ている。 

 

また、甲佐町の基本施策としては、前述のとおり、 

■「地域企業・企業立地分野」では、 ①地域企業の活性化 ②企業誘致の促進 

■「商業・サービス業分野」では ①商業サービス業の振興 

■「観光・イベント分野」では ①観光の振興 ②イベントの充実 

を主要取組事業に据えている。 

 

これらを踏まえて 10年程度の期間を見据えて、人口減少や超高齢化社会といった環境のなか

で、次のとおり小規模事業者に対する支援を行い、生き残りをかけた地域振興を展開していく。 

 

①地域の商業・サービス業の重点的な育成と観光振興 

・地域の経済動向を把握し消費者ニーズルへの柔軟な対応力を向上させる個者支援 

・経営資源だけでなくお客様や取引先の承継も含めた計画的で円滑な事業承継支援 

・点在する地域の観光資源の連携とイベント事業の推進 

 

②地域資源を活用した地域振興 

・飲食店や食品関連製造業をはじめとした特産品等の商品開発支援 

・地域ブランド「こうさんもん」の申請支援とブランディング 

 

そのような中で、甲佐町商工会の長期的なビジョンとしては、「甲佐町総合計画」に歩調を合

わせて、商業・サービス業の分野を重点的に支援し、甲佐町の観光振興やイベントを更に充実さ

せるとともに、計画的な伴走型支援を行う。また町振興の基盤となる小規模事業者の経営資源の

充実・強化を図り、小規模事業者の強みである機動性のある事業活動を展開できるように努める。 

それらを通じて、甲佐町が掲げる『活力にあふれ、にぎわうまち』を実現し、地域の子どもた

ちから選ばれる、住み続けたい町づくりに向けた取り組みを図っていく。 

また、甲佐町商工会の役割としては、町や関係団体と連携し、小規模事業者の経営力向上に資

する伴走型個者支援や地域資源を活用した商品開発とブランディングを支援していく。 
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（３）経営発達支援事業の目標 
小規模事業者に対する長期的な振興のあり方として「地域の商業・サービス業の重点的な育成

と観光振興」や「地域資源を活用した地域振興」をテーマに甲佐町商工会は次のとおり目標を定

める。 

 

①小規模事業者の経営力向上に資する伴走型個者支援の実施 

商業・サービス業分野へ重点的にパワーを注ぐこととし「経営資源の有効活用」⇒「付加価値

の創出」⇒「小規模事業者個々の増収増益」といったサイクルを構築し、「最終的には全ての各

個店が掲げる計画を達成し増収増益となること」を目指す。 

各種分析により事業者の経営課題を明確に捉え、課題解決を図っていく。 

 

②計画的で円滑な事業承継支援の推進 

自社の経営状況を分析し経営資源を把握するとともに、地域小規模事業者の持続的繁栄を遂げ

るために円滑な事業承継を支援する。後継者候補者がいる場合は早期の育成、いない場合は事業

マッチングや第三者承継を検討し、小規模事業者個々の発展により雇用の創出を図り、地域の子

ども達から選ばれる企業を育成する。 

 

③地域資源を活用した商品開発とブランディング支援の強化 

飲食店や食品関連製造業をはじめとした特産品等の商品開発を支援する。 

地域ブランド「こうさんもん」については、認定メリットを付与し魅力あるものとし、地域の

事業者から目指される存在にする。 

そのためには、「商品そのものの魅力を高める伴走型の個者支援」が必要不可欠である。 

 

④点在する地域の観光資源の連携とイベント事業の推進 

観光振興事業では「点在する名所やレジャー施設、特産品の購入客の回遊性を高め交流人口を

拡大し町内経済の活性化を図ること」、地域の活性化事業では「事業者の意欲を高め、地域の核

となる人材の育成」があげられる。例えば各所を巡るスタンプラリーの実施やそれらに携わる人

材や後継者等の育成を図る。 

 

 

（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甲佐町商工会は次の方針を掲げる。 
 

①小規模事業者の経営力向上に資する伴走型個者支援の実施に関する方針 

ア．経営資源の有効活用 

  小規模事業者それぞれの経営資源（ひと、もの、かね、情報等）を整理し、また経営状況

分析により事業者の現状を把握し、経営資源を無駄なく事業に活かせる体制を構築する。 

イ．付加価値の創出 

  地域の経済動向や経営状況分析により課題を明確にし、事業者の経営資源や「強み・機会」   

を活かして付加価値を創出し課題を解決する。 

ウ．小規模事業者個々の増収増益 

商工会職員ひとりひとりが、「伴走型の個社支援により小規模事業者それぞれの増収増益

が商工会の使命である」との認識を持ち行動する。また、リーディング事業所に対して事

業計画を策定してもらい、その実施について継続的に支援することを通じて、事業計画策

定事業所の売上高や利益率のアップを図る。 
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②計画的で円滑な事業承継支援の推進に関する方針 

経営状況分析に加えて、事業承継ヒアリングシート等を用いて後継者候補の存在の有無や事業

者の意思を確認する。小規模事業者の経営状況等を的確に把握し、適切な事業承継計画を立て

る。小規模事業者は地域の雇用の重要な受け皿であり、持続的発展を成すことを念頭に支援す

るとともに、地域に長く根付く企業として地域の子ども達から選ばれる企業づくりを目指す。 

 

 
③地域資源を活用した商品開発とブランディング支援の強化に関する方針 

ア．商品開発とブランディング 

小規模事業者の経営資源、「強み」「機会」を活かした新たな需要創造や新事業展開に向け

た商品・サービスの開発を支援する。また、「こうさんもん」認定支援を含めた地域ブラ

ンド化を促進するとともに販路開拓につながるよう小規模事業者の競争力を高める。 

イ．販路開拓 

需要の掘り起こしや新たな需要開拓に向けて、商品の展示販売会を開催し、テスト販売や

マーケティング調査を経て、販路開拓を支援するための事業に取り組む。 

  

   

④点在する地域の観光資源の連携とイベント事業の推進に関する方針 

甲佐町や関係団体と連携し、交流人口の拡大と町内経済の活性化に努める。 

商工会は観光産業活性化の中心的な役割を担っていることを認識し、観光資源（施設等）どお

しについても連携することで来町者の回遊性を高める。また既存の地域振興事業を充実させる

とともに、事業者の意欲を高め地域の核となる人材育成を図る。 
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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] 地域の経済動向については、全国連が実施する中小企業景況調査を実施するにとど

まっており、四半期ごとの報告書は各事業所に配付するものの、一部の限られた事業

者にのみしか提供されていなかった。 

 

[課題]これまで実施しているものの、ビッグデータ等を活用した専門的な分析が出来ていな

かったため、改善した上で実施する。 

 

（２）事業内容 
・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。 

 

【分析手法及び分析項目】 

・「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 

・その他、『流動人口』や『消費傾向』など 

⇒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。 

 

 

（３）成果の活用 
○情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に 

周知する。 

○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 

公表回数 - １回 １回 １回 １回 １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、これまでは主に資金繰りや借入金返済の条件変更の相談時に 

実施し、また若手経営者への全体講習の中からピックアップして行っていた。 

[課題]これまで実施しているものの、受動的には経営状況の分析を行ってはいるものの、商 

工会が主体的に行っていない点は課題である。また高度・専門的な知識が不足してい 

るため、外部専門家等と連携するなど、改善した上で実施する。 

 

 

（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」を実施する。 

【募集方法】甲佐町内の小規模事業者を対象とし募集チラシの配布やホームページにより 

募集する 

【開催回数】年間２回開催する 

【参加者数】１回あたり１０者程度を予定する 

 

②経営分析の内容 

【対象者】セミナー１回につき、参加者の中から意欲的で販路拡大の可能性の高い事業者 

や事業承継支援の必要な５社を選定する 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を行う 

≪財務分析≫売上増加率、営業利益率、労働生産性、有利子負債倍率、 

      営業運転資本回転期間、自己資本比率 

≪SWOT 分析≫強み、弱み、脅威、機会 

【分析手法】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 
○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。 

○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）目標 
 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①開催件数 - 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

②分析件数 - 20 件 20 件 20 件 20 件 20 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、ほとんどが各種補助金を活用する目的で事業計画策定を実施してきた。 

 

[課題]これまでの補助金主体の事業計画策定支援を見直すために事業計画策定までのプロ

セスを工夫する必要がある。また、事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透してい

ないため、セミナー開催方法を見直すなど、改善した上で実施する。 

 

（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が、「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．で経営分析を行った事業者の５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 
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 

【募集方法】経営分析を行った事業者を対象とする 

【回 数 】年２回 

【カリキュラム】経営計画策定に関する知識の習得 

【参加者数】１０者（１回あたり） 

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者に対し、経営指導員等が担当制で張り付 

き、外部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく。 

 

（４）目標 
 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画策

定件数 
- １０件 １０件 １０件 １０件 １０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]これまでは補助金主体の事業計画策定支援に加えその実行支援に伴うフォローアッ 

プになっていた。 

 

[課題]これまでの限定的なフォローアップ支援ではなく、計画的に実施することが重要であ 

り、不定期であったり、訪問回数が少なすぎることのないよう定期的に目的を明確に定 

めたフォローアップ支援を実施する。 

 

（２）事業内容 
事業計画を策定した全ての事業者を対象として、売上・利益等の経営指標の推移を把握する

ことによってその効果を測定し、継続的に事業計画実施に関する支援を行っていく。 

また、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１０者のうち、順調に事業計画を遂行している事業者（６者程度

を予定）については四半期に一度、そうでない事業者については毎月１回の実施とする。 

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 

フォローアップ対象

事業者数 
- １０者 １０者 １０者 １０者 １０者 

頻度（延回数） - ７２回 ７２回 ７２回 ７２回 ７２回 

売上増加 

事業者数 
- ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

営業利益率３％以上

増加の事業者数 
- ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 
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６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 
[現状]これまでは全国展開支援事業をはじめとした補助事業において実施し、それ以外はほ 

とんど実施していない。 

 

[課題]これまでは補助事業に頼った事業であった。そのため不定期であり、継続した調査が 

できていなかったため、経過観察や前年との比較など計画的な実施となっていなかっ 

た、また調査項目が不足していたり、分析内容が不十分なものが見受けられたため、 

改善した上で実施する。 

 

（２）事業内容 
①管内飲食店や食品製造業者５店において、「ニラ」をはじめとした甲佐町内の農産物を使

用した新たな商品を開発する。具体的には、町内物産館である「ろくじ館」において、試

食及び来場者アンケートを実施し、調査結果を分析した上で当該５店にフィードバックす

ることで、新商品開発に資する。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５０人（１回あたり） 

【調査手段・手法】「ろくじ館」にて５月、９月（計２回）に、来場客に開発中の新商品

を店頭で試食してもらい、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。 

【分析手段・手法】調査結果は、熊本県商工会連合会のエキスパートバンク事業の専門家

やよろず支援拠点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  】（ア）味、（イ）見た目、（ウ）価格、（エ）ネーミング、 

 （オ）購買意欲 

【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、更なる改良等を行う。 

②熊本県商工会連合会が主催するくまもと物産フェアと同日同会場で行われる「くまもと大

商談会」において、来場するバイヤーに対し、試食、アンケート調査を実施する。 

【 調査項目  】上記①に加え、取引条件等 

【分析結果の活用】上記①とおなじ 

 

（３）目標 
 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①ろくじ館でのア

ンケート調査 

対象事業者数 

- ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

②くまもと大商談

会でのアンケート

調査 

対象事業者数 

- ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 
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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]これまでは毎年５月または６月に、熊本市内の繁華街において「甲佐町観光物産展」

を開催している。（令和元年度で１２年目） 

 

[課題]これまで実施しているものの、物産展出展の事前・事後のフォローが不十分であった

ため、改善した上で実施する。 

 

（２）事業内容 
①甲佐町観光物産展（ＢtoＣ） 

熊本市の「びぷれす広場」において、『甲佐町観光物産展』を開催し、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。 

観光物産展は、これまでの春１回に加えて、秋にも１回開催し、年２回、二日間の実施と

する。なお、秋の開催は地元甲佐町において開催し、甲佐町が掲げる『活力にあふれ、に

ぎわうまち』を実現する。秋の開催は、県内外から延約 20,000 名が来場する恒例イベン

ト（甲佐蚤の市）に併せて実施することで、更なる相乗効果を期待する。 

      
   【現在春に実施している甲佐町観光物産展の風景】  【現在秋に実施している甲佐蚤の市の実施風景】 

 

②くまもと大商談会参加事業（ＢtoＢ） 

熊本県主催の「くまもと大商談会」に、毎年、管内の主要業種たる食品関連事業者３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。 

 

（３）目標 
 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①甲佐町観光物産

展出展事業者数 
10 者 11 者 12 者 13 者 14 者 15 者 

売上額／1 者 7.6 万円 8 万円 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円 

②くまもと大商談

会参加事業者数 
- ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 

成約件数／者 - １者 １者 １者 １者 １者 
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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] 第一に行政との連携を重視し、地元で行われる「緑川スポーツフェスタ、あゆまつり（夏

祭り）、産業文化祭、甲佐初市」など地域に活力を与えるイベントや伝統文化の継承を行

い町外からの流入人口増加を図っている。 

   

[課題]観光振興事業では「点在する名所やレジャー施設、特産品の購入客の回遊性を高め交流

人口を拡大し町内経済の活性化を図ること」、地域の活性化事業では「事業者の意欲を高

め、地域の核となる人材の育成」があげられる。また、地域ブランド「こうさんもん」

の認知度や認定メリットが低いことも課題である。 

 

（２）事業内容 
①「甲佐町まちづくり協議会」の開催（年２回） 

観光客の誘致による観光産業の活性化、地域資源の活用による６次産業化など、甲佐町の

活性化等を協議するため、甲佐町、甲佐町観光協会、肥後銀行、熊本バスなどの関係者が一

同に参画する協議会を定期的に年２回開催する。 

甲佐町商工会は、観光産業活性化の中心的な役割を果たしていく。 

 

②甲佐町地域ブランド「こうさんもん」の認定申請支援 

甲佐町が推進する地域経済活性化の推進のための地域ブランド「こうさんもん」の認定支

援に取り組む。認定ハードルが高く認知度が低いという課題に対しては、「こうさんもん」

認定をうけた「ニラ侍」のシールやデザインデータを事業者に無償提供し、商品やリーフレ

ット等へ掲載していただくことで、商品 PRのみならず、地域ブランドの PRにつなげます。 

 魅力ある商品群を揃え、各個店が町外から人を呼び込み、滞在時間の延長と 

交流拡大を図ります。 

 

  ③既存の地域振興事業の充実 

   ア）あゆまつり …… ７月 実施主体：甲佐町、甲佐町商工会 

   イ）甲佐蚤の市 ……１０月 主催：甲佐町商工会 

ウ）産業文化祭 ……１１月 実施主体：甲佐町、甲佐町商工会、JA、文化協会 

   エ）甲佐初市 ……… ３月 主催：甲佐町商工会 

オ）緑川ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ… ３月 主催：甲佐町 

 

これらのイベントについて商工会は飲食物等の出店取りまとめやイベントの一部運営に携わ

っている。イベント実施にあたっては、甲佐町や観光協会との打ち合わせ会議を経て地域経済活

性化の方向性（交流人口の拡大）を共有して行う。 

 

④人材育成と事業運営のための組織基盤の確立 

   今後の地域活性化に必要な人材を育成する。その中で、核となるリーダーを育成し、地域

経済活性化の意識を共有する。中・長期的には様々な補助事業などの受け皿となれる組織の

確立を目指す。 
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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能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] 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。今後は専門家との情報交換の

機会を増やし、支援ノウハウのレベルアップに努める。 

 

（２）事業内容 
①広域連携事業の推進 

広域連携事業による指導員会議の開催とチームによる企業支援を実施します。毎月２～３

回の指導員会議では、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。 

・広域連携事業による指導員会議の開催 年 30回程度 

  

 

②日本政策金融公庫や熊本県信用保証協会との連携による支援体制の強化と情報交換 

 日本公庫と連携し一日公庫（事業資金相談会）を開催する。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、支援ノウハウのレベルアップに努めるとともに効率的支援を行う。 

また、熊本県信用保証協会との情報交換会を設け連携して事業者支援に取り組む。 

・日本政策金融公庫との一日公庫開催 年 3回 

・熊本県信用保証協会との情報交換会 年 1回 

 

 

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 
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（２）事業内容 
経営指導員及び経営支援員にこれから必要とされる事業承継や事業継続力強化、あるいは

AIや FinTech等の知識習得を中心に、次の事業を行う。 

 

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、熊本県商工会連合会主催の研修

会へ計画的に経営指導員等を派遣する。また、中小企業大学校人吉校が実施する支援担当者

向け研修への参加を優先的に実施する。 

 

②ＯＪＴ制度の導入 

支援経験の豊富な経営指導員と一般職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、組織全体としての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 

経営指導員研修会等へ出席した経営指導員が順番で講師を務め、経営支援の基礎から話の

引出し術に至るまで、定期的なミーティング（月 2 回、年間 24 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、熊本県商工会連合会が運用する基幹システムへ、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] 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 
当会の理事会と併設して、甲佐町地域振興課長、法定経営指導員、外部有識者として中小企

業診断士、肥後銀行甲佐支店長等をメンバーとする「経営発達支援事業協議会」を毎年度半期

ごとに開催し、経営発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。 

当該協議会の評価結果は、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、ＨＰ及び会報へ掲載（年２回）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。 
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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 

 

 

連携              連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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：原康之 

 ■連絡先：甲佐町商工会  TEL：096-234-0272 

 ■氏 名：志村俊和 

 ■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、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甲佐町商工会 

 〒８６１－４６０７ 

  熊本県上益城郡甲佐町７１９番地２ 

  甲佐町商工会 

  電話：096-234-0272 ／ ＦＡＸ：096-234-0363 

  Ｅ-mail：kosa@titan.ocn.ne.jp 

 

熊本県商工会連合会 

法定経営指導員 

1 名 

甲佐町商工会 

法定経営指導員１名 

経営指導員１名 

経営支援員３名 

甲佐町 

地域振興課 

＜上益城地区広域連携＞ 

御船町商工会、嘉島町商工会、益城町商工会 
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②甲佐町 

 〒８６１－４６９６ 

熊本県上益城郡甲佐町豊内７１９番地４ 

甲佐町地域振興課 

電話：096-234-1111（代表） 

電話：096-234-1154（直通） ／ ＦＡＸ：096-234-3964（代表） 

Ｅ-mail：chiiki02@town.kosa.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） 

 
２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

必要な資金の額 １，０５０ １，０５０ １，０５０ １，０５０ １，０５０ 

 

専門家派遣 

各種調査分析 

展示会 

商談会 

経営指導員等資質向上 

事業評価協議会 

 

２００ 

１５０ 

４００ 

１００ 

１００ 

１００ 

２００ 

１５０ 

４００ 

１００ 

１００ 

１００ 

２００ 

１５０ 

４００ 

１００ 

１００ 

１００ 

２００ 

１５０ 

４００ 

１００ 

１００ 

１００ 

２００ 

１５０ 

４００ 

１００ 

１００ 

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 

会費 

手数料等収入 

雑収入 

補助金 など 

 

 

（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 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 


