
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 人吉商工会議所（8330005007660） 

人吉市    （432032） 

実施期間 令和２年４月１日～ 令和７年３月３１日 

目標 経営発達支援計画の目標 

人吉市と連携しながら一社一社への活力強化を図り、小規模事

業者が存続していくための経営支援を共に取り組んでいく。 

（1）地域小規模事業者の売上拡大や収益増加に向けた支援を行う。 

 人手不足のほか、事業承継、新規開業、販路拡大・経営改善等 

の課題に悩む小規模事業者へ課題解決実行支援をきめ細やか 

に実施する。 

（2）人吉の地域ブランド力を強化することで人吉地域の魅力度を 

高めるための支援を行う。 

 

事業内容 Ⅰ. 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 

2．経営状況の分析に関すること 

3．事業計画策定支援に関すること 

4．事業計画策定後の実施支援に関すること 

5．需要動向調査に関すること 

6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

7．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

連絡先 人吉商工会議所  中小企業相談所 指導課 

〒868-0037 

熊本県人吉市南泉田町 3-3   

TEL0966-22-3101 FAX0966-24-6509 

E-mail:info@hitoyoshi-cci.or.jp 

人吉市役所  経済部商工振興課 

〒868-8601 

熊本県人吉市下城本町 1578-1    

TEL0966-22-2111 FAX0966-32-8786 

E-mail:info@hitoyoshi.kumamoto.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 

①現状 

１．人吉市の立地 

人吉市は、熊本県の南部、人吉盆地の西南端に位置し、

南は鹿児島・宮崎両県に隣接しており、熊本市、宮崎

市、鹿児島市の 3都市へ約 1時間でアクセスできる。

また、九州山地に囲まれた盆地で、市域の面積は

210.48 ㎢、市の中心部を日本三急流のひとつ、球磨

川が東西に貫流し、さらに多くの支流が本流である球

磨川に注ぎ込んでいる。 

 
２．人口の動き 

人吉市の人口は、昭和 30 年の国勢調査では、47,877 人とピ

ークを迎え、その後減少している。平成 22年の国勢調査では、

35,611 人まで減少している。また、国立社会保障・人口問題

研究所の将来推計人口によると、2025年には 29,555人、 

2040年には 23,608人までに減少することが予測されている。

さらに、65 歳以上の総人口に占める割合は、平成 12 年国勢

調査では 24.5％から平成 22 年国勢調査では 30.4％と高齢化

が進んでいる。 
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３．地域産業の現状 

【人吉の産業構造】 

人吉市の産業構造は、平成 22年の国勢調査によると、第 1次産業(農林業)が 8.5％、第 2次産

業（焼酎製造等）が 19.4％、第 3次産業(宿泊・飲食業等)が 71.5％という構成比になっている。

産業構造の変化を見ると、第 1 次産業、第 2 次産業の割合が低下し、第 3 次産業の割合が増加

している。人吉球磨地域の中核都市として圏域の商業として、また、観光産業の宿泊、飲食業

等を中心に発展してきた経緯により、第 3 次産業の割合が高い要因となっている。また当所が

毎年行う独自調査による商工業者数及び小規模事業者数の推移【表１】と業種分類別事業者数

【表２】は下記の通りである。 

商工業者数及び小規模事業者数ともに年々減少している。業種別構成比としては、は卸・小売

業が多く、以下、飲食宿泊業、サービス業、建設業、製造業の順となっている。 

また、小規模事業者の割合は 9割と高くなっている。特に、飲食・宿泊業では 95.2％とほとん

どが小規模事業者となっている。 

【表１】 

 
 
 
 

 

 

 

 

【表２】                                            
    

  (平成 30年 12月 31日現在）     

  
建設業 製造業 

卸売・小

売業 

飲食・宿泊業 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ

業 
その他 合計 

   計 (内、宿泊） 

商工業者数 212 185 435 421 38 377 288 1,918 

構成比 11％ 9％ 22％ 21％ 2％ 20％ 15％ 100％ 

(小規模事業者数） 193 156 352 401 27 337 240 1,679 

（小規模事業者割合） 91.0％ 84.3％ 80.9％ 95.2％ 71.0％ 89.3％ 83.3％ 87.5％ 

  また、構成比の中で最も多い業種の小売業・卸売業の状況（市商業統計調査より）をみると、 

  （平成 9年・平成 26年比較） 

  小売業・・・商店数 ▲264 件 年間販売額 ▲22,796百万円 

  卸売業・・・商店数 ▲23 件  年間販売額  ▲7,249百万円 

  商店数、年間販売額ともに減少しており、人吉球磨地域の商業地として発展してきた当市におい

て、当該業種の衰退の影響は大きく、その主な要因としては、人口減少による市場の縮小や大規

模店舗出店の影響と考えられている。その他、インターネット取引の増加などが考えられる。   

【人吉の観光業】 

人吉市の歴史は古く、相良 700 年の歴史を物語る数多くの国指定重要文化財が存在し、平成 20

年には青井阿蘇神社が茅葺の社寺建造物では全国初の国宝指定をうけている。 

さらに、市の中心部を日本三大急流のひとつ・球磨川が東西に貫流しており、「くま川下り」

や「ラフティング」などレジャー産業に活用されており、近年では観光列車ＳＬ人吉号（熊本

－人吉間）が４月～11月の期間運行する等、観光客の総入込数は増加している。  

下記が、過去の人吉・球磨地域の観光統計調査である。平成 20年以降、青井阿蘇神社の国宝指

定により、日帰り客は増加しているが、宿泊客は横ばいで推移している。近隣の国宝「青井阿

蘇神社」の集客力を利用しつつ、宿泊施設への集客を図ることで新規顧客を獲得していく必要

があり、宿泊客の確保、交流人口の増加対策に課題があると思われる。 
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②当地域における状況や経営環境、課題 

当地域における小規模事業者を取り巻く経営環境を見ると、小売や卸売業を中心に高齢化や

人口減少等により売上が低下するなど厳しい状況にある。また高齢化が進展しており、後継

者不足による廃業を余儀なくされている小規模事業者も多くみられる。そしてインターネッ

トや、キャシュレス決済、HPやソーシャルネットワークを活用した広告が増加している中、

特に、経営者が高齢の場合、時代の流れに対応できない事業者もおり、商圏の維持、廃業の

リスクを高める要因となっている。 

商業、工業、農業の部門別の現状は下記のとおりである。 

・中心市街地の商店街は、人吉・球磨地域の経済の中心地として栄えた歴史があるが、大手

チェーンの大型スーパー、ドラッグストア、ディスカウントストア等大型量販店の進出に

より、小売、卸売、サービス業等が厳しい環境にある。そのような環境の中、地域住民と

商店街との接点が減少し、さらに商店街振興組合員の高齢化による組織力も低下している

中、商店街活性化を目的としたイベントの開催や、空き店舗の活用等に対する課題解決等、

商店街活性化人材不足が課題となっている。 

   ≪大型小売店の状況≫                        各年 4月 1日現在        

  H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 
店数 12 11 9 10 12 12 11 12 13 13 
店面積

（㎡） 
30,381 29,516 26,398 28,741 34,845 34,845 33,606 36,056 37,590 37,590 

 

・工業では、従来、球磨焼酎の蔵元 10 社と食料品（豆腐・漬物・蒲鉾等）が主流である。

昭和３０年代から縫製業、電子部品産業等の工場が進出してきた。いずれも人口減少等に

より売上が低下し厳しい業況である。厳しい経営環境の中、倒産から復活を遂げた縫製業

（㈱HITOYOSHI）や、キクラゲ製造に参入した製造業（㈱共栄精密）、大企業の下請けでな

く自社製品開発に取り組む企業など経営革新や第二創業に取り組む企業（㈱人吉アサノ電

機）もあるが、資金不足や人材不足により、販路拡大、新商品開発、新事業進出等、新た

な事業展開の機会を逃している会社も少なくない。また、人材不足対策として、ベトナム、

中国、カンボジア等の外国人技能実習生を雇用している企業が増加しており、外国人就労
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者への支援の充実も課題となっている。 

・農業では、米、栗、きくらげ等の特産品を有しているが、担い手不足・農業者の高齢化、

これに伴う農地の減少・遊休化等の課題に加え、農産物自由化等による農産物価格の低下

に起因する所得の減少が危惧されている。 

  ※いずれの業種も代表者や従業員の高齢化や、事業承題、人手不足の問題が顕著化している。ま

た、商品流通の変化（ネット通販・キャッシュレス化）や、自社 HP の作製や、SNS を活用し

た情報発信への対応に関する問題がある。 

 

（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 

【取組み・対策】 

ビジネス環境の急速な変化に伴うキャッシュレス化への対応、HPや SNSを活用した情報発信

を推進し、導入に対し難しく感じている事業者をサポートし、ITを駆使した業務効率向上や

販路拡大へ向けた支援をさらに強化しなければいけない。当所は時代に応じたきめ細やかな

対応がさらに必要となる。 

また安定的な雇用の確保が課題であり、特に高齢化による廃業増加、若年者の雇用減少が生

産年齢人口減少の大きな一因となっていることから、事業承継支援強化、起業促進による持

続的な雇用の場の確保への取組みを行っていく。この人手不足の状況を打破するために人吉

市や国の支援機関（働き方改革支援センター等）と連携協力し、特に若者をはじめとした求

職者のニーズを踏まえた経営改革の推進や、効果的な企業 PR 手法、外国人就労者へのサポ

ート等、人材不足という喫緊の課題に対し複合的なアプローチにより支援を行っていく。 

さらに、当所が管轄する人吉市は、人吉・球磨地域の経済の中心であり、圏域の中では創業

のニーズは高い地域であり、国に認定されている人吉市創業支援事業計画を着実に実施し、

熊本県よろず支援拠点や、人吉しごとサポートセンター、日本政策金融公庫等とのさらなる

関係強化を図り、入口から出口まで伴走型の創業支援を行う。 

中心市街地の活性化については、新たな活性化手法として、人吉市と協力連携してエリア価

値向上につながる取組のためにリノベーションまちづくりを推進していく。多様な人が交流

する場を創出すべく、新たな活性化主体となる“まちづくり会社”の創設や、遊休不動産の

有効活用等を通じた仕事の創出を通じ、まちの新しい魅力を開花させることで、中心市街地

の商業活性化を図る。 

②人吉市総合計画との連動性・整合性 

人吉市総合計画の施策の方向性は、人手不足対策、事業承継、創業支援、販路拡大・経営

改善等の課題解決に悩む中小企業・小規模事業者へのサポートをさらに充実し、会議所とと

もに地場企業の“持続的発展”を目指していく。 

具体的には、平成 30年（2018 年）12月に開設した「人吉しごとサポートセンター(Hit-Biz)」

と通じ、中小企業、小規模事業者等の支援の強化を 3 者（人吉市・Hit-Biz・会議所）で連

携しながら行っていく。 

（中小企業・小規模事業者の持続的発展） 

・人口オーナス期へと移行した国の人口構成を前提とし、かつ中小企業・小規模事業者を取

り巻く環境を念頭におきながら「持続的発展」を目指した政策の実施 

・中小企業の約 9割を占める小規模企業を対象とした支援策の拡充については、引き続き中

小企業と小規模事業者、それぞれの地域における意義を踏まえつつきめ細やかな施策を実施

する。 

・「地域を牽引する企業の創出」「地域ブランド化・産地産業の活性化」「地域のサプライチ

ェーンの維持」等の取組は必須。 

・商工会議所との更なる関係強化を図り、地域の持続的発展を視野においた地場産業支援が

必要。 
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（雇用対策の推進） 

・「求職者が仕事を選ぶ時代」＝従来の求人手法が通じない 

 →求職者が求めるニーズに対応した魅力ある職場環境づくり 

 →会社の見える化、効果的なプロモーション 

 →人材獲得において戦略的・革新的な取組等、経営改革と一体となった取組が必要 

・人材獲得は中小企業・小規模事業者の「持続的発展」に必要不可欠、雇用ミスマッチ解消 

 →Hit-Biz、人吉商工会議所での経営相談を通じたきめ細やかな支援 

 →ハローワーク等と連携し、啓発セミナー等の開催 

・人吉球磨管内の学卒者の流出率、Zターン人材対策 

 →学卒者とのミスマッチ解消施策 

 →学校、地元企業、保護者などとの関係強化 

・障がい者就労支援、ニート等未就労者対策 

・外国人労働者対策 

（中心市街地活性化） 

・空き家、空き地等の遊休不動産を資源としてとらえ、その有効活用を図ることで人吉らし

さを大切にしながら公民連携により地域の課題解決をしながら街を創造する「リノベーシ

ョンまちづくり」を推進する。 

 →自然とコミュニティが生まれる環境を創出し、新たな価値を育むことで、中心市街地の

エリア価値向上を目指すもの 

・地元の特産品などを使用した付加価値の高い食の提供や、外国人観光客を含めたインバウ

ンドの有効施策として注目されているナイトタイムエコノミーに着目した施策も国県等

と連携して実施する。 

（起業創業支援） 

・「人吉しごとサポートセンター(Hit-Biz)」は起業創業を志す若者をはじめとした果敢に挑

戦する人材をサポートし、ビジネスを創出する環境を整え、地域の特色・強みを活かした

「しごと」の創出を促進する。 

・人吉まち・ひと・しごと総合交流館のコワーキングスペース、サテライトオフィスを核と

して IT企業をはじめとしたさまざまな企業などへの誘致活動を行う。 

・人吉中核工業用地には、南九州の地域資源の強みである畜産業の潜在力をいかした関連企

業の集積を図る。 

（地域特産品等の販路開拓） 

・球磨焼酎をはじめとした特産品の販路開拓は、JETRO 熊本や熊本県、県の産業支援機関等

や人吉商工会議所と連携を密にしながら消費拡大に努める。 

 

人吉市と人吉商工会議所は、今後さらに連携を深め「中小企業事業者等・創業を志す方の応

援団！」をコンセプトに同じ方向性（ベクトル）で商工業者の振興に努めていく。 

 

 

③人吉商工会議所としての役割  

  〇役割（今後のビジョン） 

管内小規模事業者は「経営者の高齢化」「人手不足」「人口減少」という構造変化に直面して

おりこれらの変化に対応し課題解決するための経営支援を行っていく。当所の経営改善普及

事業は、経営革新等認定支援機関として中小企業・小規模事業者の事業継続のため、個社に

合った事業承継や創業支援、販路開拓（経営分析・事業計画策定・情報提供・販路開拓）を

重点的に取り組んでいく。当所がリーダーとなり人吉市を含めた関係機関と、地域ぐるみで

邁進し個社の支援を強化し、それが面的な支援に繋がり地域経済が活性し相乗波及効果を図

り、目標を達成していく。 
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事業承継支援 

事業者がこれまでの経営基盤を損わないように、事業承継に向けた取り組みをスムーズに進

めていく。人吉商工会議所は、人吉市や熊本県引継ぎ支援センター等と連携して相談者の掘

り起こしを行い、事業者の課題及び対応策の提示を行い、事業承継計画の作成支援をおこな

い一緒になって実行を行っていく。また親族や従業員に後継者がいない場合、第三者による

事業承継（人吉市と連携協力した都市部の起業家とのマッチングによるスモール M＆A事業） 

や国の施策活用も積極的に行い事業者の事業承継を円滑に進めていく。 

 

創業者支援や経営革新（第二創業）、販路開拓支援 

起業創業する事業者よりも廃業する事業者が多い状況が続いており、当所は人吉市や人吉し

ごとサポートセンターや熊本県よろず支援拠点と協力して起業創業件数や経営革新（第二創

業）支援件数を増やし、地域経済を活性していく。国認定の創業支援計画に沿って創業支援

セミナー（経営改善・売上 UP）を行い相談者の掘り起こしを行い、講師として熊本県よろず

支援拠点や人吉しごとサポートセンターから招聘し、セミナー後の創業や開業までの実行支

援を当所と専門家派遣などの個別支援を強化しながら開業率やそれに合わせて経営改善、売

上拡大の支援をサポートしていく。 

 

これらに力を入れることが商工会議所の役割であり、事業承継や創業者支援、販路開拓に係

る個別相談、事業計画の策定支援、実行支援、その後のサポートを経営発達支援計画の組織

体制で行っていく。 

これらを人吉市と共に協力しながら実施及び支援していくことで、1 社でも多く小規模事業

者の存続（事業継続）を図っていく。 

 

〇今後のビジョン（長期的な先を見据えた取組み） 

小規模事業者の振興支援、中心市街地活性化支援、観光振興、地域振興支援を効果的に実行

していく。今後人口減少がさらに加速する中、この先を見据えた各事業者、個々への対応を

人吉市役所と共に作成したこの経営発達支援計画で強化して実行していく。地域商工業者の

最大の課題となっている人手不足のほか、事業承継、新規開業、キャッシュレス化への対応

（IT化）などビジネス環境の急速な変化に伴う支援課題が山積しているなか当所支援機関と

しては、各社の業務効率や生産性向上に向けたきめ細やかな対応を強化していく。事業者の

課題を解決へと導き、事業存続、持続発展（売上拡大）へと伴走し後押ししていく。 

人吉市と協力して既存の不必要な事業の見直しを常に行い、10 年後 20 年後の地域商工業を

見据えた経営発達支援計画を効果的、効率的に進めていく。 

 

※今後のビジョン 

『集客力のある光り輝く個社を数多く生み出し、経済が循環し地域商工業の発展につながる』

～個社支援強化⇒面的な発展⇒人吉市の地域経済活性～ 

 

 

 

（３）経営発達支援計画の目標と取組 

当所が管轄する人吉市には、青井阿蘇神社を始め、「くま川下り」「ラフティング」、地場産品

である球磨焼酎や農産物、観光列車 SL人吉号等、観光資源を有している。また、人吉市は、

人吉・球磨地域の経済の中心地であり、大手チェーン店の進出等商業・サービス業における

競争環境は厳しくなっている。地域商工業者の最大の課題となっている人手不足のほか、事

業承継、新規開業、並びにネット販売、キャッシュレス化への対応などビジネス環境の急速

な変化に伴う支援課題が山積しているなか、当所としてはきめ細やかな対応がさらに必要と

なる。 
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強みとしては、平成 27 年 4月に人吉球磨のストーリー「相良 700年が生んだ保守と進取の文

化～日本でもっとも豊かな隠れ里」が「日本遺産」に認定されたことの話題性を有している。 

上記のような現状、課題を踏まえ、今後の 10年後 20年後を見据えた中長期的な振興

のあり方・目標としては、地域の小規模事業者の事業継続や創業支援、事業発展のた

めの経営基盤強化を構築する。また地域が有する観光資源、地域資源を活用した地域

ブランド化を進め、地域商工業者、一社一社への活力強化を図り、人吉市と連携しながら

「中小企業事業者等・創業を志す方の応援団！」をコンセプトに小規模事業者が生き残っ

ていくための経営力向上を進め、小規模事業者への経営支援を伴走して取り組んでい

く。  

そうした中、今後10～20年ほどの期間を見据えての振興のあり方を踏まえ、目標として

下記のような取り組みを強化し実行していく。 

 

目標１． 

地域小規模事業者の売上拡大や収益増加に向けた支援を行う。 

人手不足のほか、事業承継、新規開業、販路拡大・経営改善等の課題に悩む 

小規模事業者へ課題解決実行支援をきめ細やかに実施する。 

 

目標２． 

人吉の地域ブランド力を強化することで人吉地域の魅力度を高めるための支援を行う。 

 
（目標達成に向けた方針） 

当所が、「地域商工業者の一番身近なサポート機関」として組織の体制を整え、常に職員の資

質向上に努め、熊本県・人吉市・地域金融機関その他支援機関と連携を強化して、PDCAサイ

クルを実践しながら経営発達支援事業を着実に進めていく。 

小規模事業者とコミュニケーションを図りながら、個々の目標・課題を一緒にしっかりと確

認し、一段階、二段階・・・と確実に各事業者の課題解決、経営改善に向けて取組み、販路

開拓、情報発信等による支援を強化していく。 

 （１）個社支援  

ア 経営分析や事業計画策定支援（経営支援システム（BIZミル）導入）による個社支援 

クラウド型経営支援ツール「BIZ ミル」を導入することにより経営の現状把握と課題

の発見によるきめ細やかな経営支援を実施 

イ 新事業展開等支援 

第二創業など経営革新計画の承認申請等、新たな事業展開に向けた具体的支援 

ウ 円滑な事業承継支援 

早期の事業承継対策による円滑な事業承継支援 

エ 若手経営者・創業者等育成支援 

若手経営者や創業者を支援することによる経営改善、売上拡大のための基盤づくり 

  オ 人出不足対策など雇用対策の推進 

    地域企業の合同企業説明会を行い、地域商工業者の活力強化、人出不足対策を実施 

 

 （２）地域ブランド化支援事業 

ア 新たなブランド化のための商品開発支援 

イ 地域の魅力を高めるため地域小規模事業者の連携取組による魅力度向上 
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（目 標）「地域商工業者、一社一社の活力強化、事業存続！」 

以上を通じて、人手不足のほか、事業承継、新規開業、販路拡大・経営改善等の課題解決に

取り組み、地域事業者の減少の歯止めをかけるとともに、支援した事業者の売上や収益のア

ップによる事業の存続を目指し地域経済の発展に努める。 

   

 現 状 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度  

商工業者数 1,918   1,925 1,930 1,935 1,940 1,945 

 うち小規模事業者数 1,679 1,685 1,690 1,695 1,700 1,705 

創業者支援（社） 6 8 10 12 14 16 

事業承継支援（社） － 3 5 5 5 5 

 

※当所は、各社への支援強化と同様に、各社の顧客ターゲットを第一に考えたきめ細やかな経営

分析、事業計画策定支援を行っていく。全国的な人口減少の影響を受け、事業者数の減少は避

けられない状況である。しかし、地域経済が疲弊するのをそのままに放置することはできない。

主な目標として、創業者支援及び事業承継支援に関して上記の目標値（5年間：創業者 60 件・

事業承継 23件）を設定し事業実施していく。人吉市役所と連携し円滑な経営発達支援事業を

行うことで、幅広く課題解決が必要な事業者の掘り起こしも出来、人吉商工会議所を地域に必

要な支援機関として認知され、地域と共に、これからも支援事業者がずっと存続していくこと

を目指す。 

 

 

 

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 

これまで、回収率を高めるとともに地域経済の実態（事業者の現状等）や地域資源の動向

を把握する重要な機会として捉え、景気動向調査を実施していた。しかし、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、専門家等と連携し分析精度を高め改

善した上で実施する。これら窓口相談や巡回指導に活用するともに事業計画策定するため

の資料として活用する等、小規模事業の経営力向上に役立てていく。 

 

（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 

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」→流動人口、人の動き等を分析 

 ・「産業構造マップ」→消費性向、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。 
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② 経営動向調査の情報収集と分析提供（拡充事業） 

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、国・県・市などの受託調査実 

績がある公益財団法人 地方経済総合研究所と共同で「人吉市における景気動向調査」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について、年４回調査・分析を行 

う。 

 

【調査対象事業者数】２８１社 ※６月、９月、12月、翌年３月に年４回実施（公表回数） 

業 種 事業者数 業 種 事業者数 業 種 事業者数 

卸・小売 ９７ 焼酎製造  ６ 製造 ３５ 

建設(土木) ２４ 建設(建築、設備) １４ 観光関連 ２５ 

飲食 ２８ サービス  ５２   

 
 【調査項目】 

  売上額、仕入価格、経営利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

 

 【調査手法】 

  調査票を郵送し返信用封筒で回収する 

 

 【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 

〇情報収集・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。 

〇経営指導員等が窓口相談や巡回相談を行う際の参考資料とする。 

〇毎回調査時に、前回調査結果の同封を行い、地域の小規模事業者の経営に活用していく。 

 

（４）目標と効果 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 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 ４回 

   ※小規模事業の経営力向上への効果と同様に、各社の顧客ターゲットや新規顧客、その顧 

    客ニーズを考えた丁寧な情報収集と情報提供を行い、目標公表回数を上記のように実行 

していく。巡回や窓口相談でも情報提供し、当会議所の地域経済動向調査事業を各社に 

必要な内容として認知され、管内事業者のために事業を実施していく。 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 
（１）現状と課題  

これまでは小規模事業者の経営分析については、経営分析に特化したセミナーの開催を行

うことがあまりなく、金融支援の一環として財務分析に留まっている。小規模事業者の売

上向上のための高度・専門的な知識が不足しているため、顧客数や売上増加に貢献できな

いことが課題となっていた。 

また、経営分析ツール等のソフトを活用して財務分析や SWOT 分析を行わず、一貫した経営

状況の分析を行っていなかった。分析した結果内容をデータベース化して内部共有するこ
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ともなかったため職員間の情報共有やスキルアップに繋がっていなかった。 

 

（２）事業内容     

①経営分析を行う小規模事業者の掘り起し 

経営分析を行う事業者の発掘のため、経営指導員が巡回や金融・税務等の相談、経営分析

セミナー開催等で積極的に掘り起しを行い、課題解決のための経営分析の必要性を説明し、

事業者の課題を明確化し、事業計画策定に繋げる。 

【経営分析セミナー募集方法】 

ホームページ、フェイスブック、当地域の広報として有効な手段である新聞広告等を活 

用し、管内事業者へ広く呼び掛ける。 

 【参加者数】 

  年間 2～6回の開催を目標として、参加者数はセミナー1回あたり 20名を目標とする。 

②経営分析の内容 

【目的及び対象者】 

経営支援ツールを用いて小規模事業者の経営分析を行うことにより、経営支援の進捗状況

などを都度データベース化し、問題点・課題を抽出すると共に把握する。セミナー参加者

の中から意欲的で必要性の高い事業者をセミナー開催毎に 5社を選定する。選定した事業

者に対しては、経営指導員等職員共通の経営支援フォーマットを用いて経営分析を実行す

る。分析結果は、データベース化し、課題等を解決するための事業計画策定における資料

とすることで計画の実効性向上を図る。 

【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≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

≪SWOT 分析≫強み、弱み （内部環境） 脅威、機会 （外部環境） 等 

【分析手法】 

日本商工会議所推奨のソフト、クラウド型経営支援ツール「BIZ ミル」を活用し、経営指導員等

が分析を行う。 

【クラウド型経営支援ツール「BIZ ミル」の内容】 

事業者の決算データ、事業者とのヒアリング等を通して「経営状況分析表」「ローカルベンチ

マーク」「財務分析表」を出力。その現状分析を基礎に、その後の事業計画策定に役立てるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）成果の活用 

 〇分析結果及び課題・問題点等の情報は、当該事業者に提供（フィードバック）する。これ

により自社の現状把握及び問題点・課題の認識を促し、次のステップとして、より実効性

の高い事業計画策定のための基礎データとして活用する。 



- 11 - 
 

 〇分析結果は、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 ※意欲的で必要性の高い事業者をセミナー開催毎に 5社選定 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
①開催件数 － 2回 3回 4回 5回 6回 
②分析件数 － 10件 15件 20件 25件 30件 

※事業者の経営力強化と同様に、販路開拓や事業承継、その他経営支援に必要な経営状況 

の分析と情報提供を第一に考えた丁寧な経営分析支援を行う。分析を年間 10 件～30件 

実施していく。当会議所の経営状況の分析事業を事業者の事業存続や事業拡大に必要な 

情報として認知され、活用して事業計画策定につなげていく。 

 

 

   ４．事業計画策定支援に関すること 
4.1 小規模事業者にかかる事業計画作成（新事業展開経営革新計画含む）支援 

（１）現状と課題 

［現状］ 

これまでは、小規模事業者に対する事業計画の策定及び支援については、セミナー等を通

じて必要性について周知してきたが、実際の支援については金融支援、補助金活用等の機

会のみの受動的な取組に留まっていた。 

［課題］ 

日常の経営指導において事業計画の策定は稀であり、件数も少なかった。原因としては、

事業者が計画の必要性を認識していないか、軽視して面倒に思っていることが挙げられ

る。しかし、補助金申請に際し採択・不採択の結果を問わず、事業者から「初めて事業計

画を作ったが、自社のことを見つめなすことができて良かった」との感想を多く聞かれた。

今後は、事業者に事業計画策定の重要性を認識してもらい事業計画策定支援数を効率的に

増加する必要性がある。 

（２）支援に対する考え方 

事業計画策定の重要性を認識してもらうには、きっかけが必要であり、事業者から事業計

画を作成して良かったという声は、補助金申請することではなく、事業計画を策定するだ

けでも手応えを感じられる、ということであり、このような事例を活用して巡回・窓口相

談の際に事業計画策定の必要性を周知し、対象者（策定数）の増加につなげる。 

また「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫し実質的な行動や意識の変化を促し、

3．経営状況の分析で行った事業者の 6割程度の事業計画策定を目指す。 

併せて、当所で最も申請の多い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 

経営分析を行い、課題解決のための経営分析の必要性を理解した事業者に、事業者の課

題を解決するため、地域の経済動向調査や需要動向調査内容を踏まえて事業計画策定を

行う。 

【事業計画策定セミナー募集方法】 

ホームページ、フェイスブックを活用し、経営分析を行った管内事業者へ呼び掛ける。 

 【参加者数】 

  年間 2～4回の開催を目標として、参加者数はセミナー1回あたり 6名を目標とする。 

  工夫する点として、集団セミナーだけでなくセミナーに参加できない事業者のために個   

  別に相談会等の開催も行う。 

 【カリキュラム】 
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  クラウド型経営支援ツール「BIZ ミル」を活用して、数値等の内容を入力して計画書を作成 

   する方法を学ぶ。事業者が入力した内容が、リアルタイムで経営指導員等が確認し、事業 

計画策定の進捗管理や迅速なアドバイスを行い、セミナー（相談会）後のフォローを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

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、経営指導員等が伴走して、時には専門家等の外

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 ※3．経営状況の分析で行った事業者の 6割程度策定 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
①開催件数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 
分析件数 － 10件 15件 20件 25件 30件 

②事業計画

策定件数 
 

－ 

 

6件 

 

9件 

 

12件 

 

15件 

 

18件 

※支援する事業者の集客力強化と同様に、顧客ターゲットや新規顧客等の経営拡大を第一 

 に考えた丁寧な事業計画策定支援を行う。事業計画策定を年間 6件～18 件実施してい 

く。事業計画策定を必要なものとして認知され、事業者がこれからもずっと地域に存続 

していくことを目指す。 
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4.2 創業者に対する事業計画の策定支援 

（１）現状 

創業希望者の知識向上とビジネスモデル構築の手法を習得できる創業支援セミナーを開催

し、創業計画の策定等の支援を行ってきた。 

平成 27年 5月 20日に産業競争力強化法第 113条第 1項の規定に基づき、人吉市と連携し

て取り組む創業支援事業計画の認定を国から受けた。今後、その創業者支援事業計画に基

づき、創業者に対して人吉市や各種関係団体と連携し、創業者支援の掘り出しからスキル

習得、創業準備、創業後のフォローまで一貫した支援を今後も行っていく。 

（２）事業内容 

〇主な事業内容としては創業セミナー（下記チラシ参照）及び個別相談会の開催、さらに 

定期的な相談会を開催し、創業を目指す小規模事業者の掘り起しと、創業者の事業計画 

の策定支援とあわせて創業前後の実行支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    〇「人吉しごとサポートセンター（Hit-Biz）」との連携、創業支援体制の強化 

新たに、起業創業を志す若者をはじめとした果敢に挑戦する人材をサポートし、ビジネス

を創出する環境を整え、地域の特色・強みを活かした“しごと”の創出を目的として、平

成 30 年 12 月に開設された「人吉しごとサポートセンター（Hit-Biz）」を人吉市と連携し

て事業者の支援を行い、支援体制の強化を図り、より磨かれた事業計画策につなげていく。 
 

（３）目 標 

支援内容 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
創業者数(件)   6    8    10     12   14   16 
事業計画策定事業者数(件)     3   6    8    10  12 14 
※各社への支援力強化と同様に、各社の顧客ターゲット第一に考えたきめ細やかな経営分

析、事業計画策定支援を行っていく。各事業者が地域に必要な事業者として顧客に認知

され、地域と共に、これからもずっと存続していくことを目指す。 
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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、事業計画策定後については、不定期で巡回訪問によるヒアリング等だけおこな

っており、計画の数値との差異など現状確認、フォロー支援や計画の改善に向けた支援まで

実施出来ていない。 

［課題］ 

これまで実施しているものの、不定期であったり、事業計画策定した訪問回数が少ないため 

改善した上で実施する。 

（２）事業内容 

〇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 14 社（R6 年度目標値）のうち、5 社は毎月 1 回（伴走が

必要な事業者）、5 社は四半期に一度（伴走がある程度必要な事業者）、他の 4 社に

ついては年 2回（事業進捗が順調な事業者）とする。 
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 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、外部専門家など第三者の視点を必ず投入し、当該計画と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。 

 

〇事業計画策定後の実施支援を効率的、効果的に行うために、売上や利益率の増加等を目 

標に掲げるほか、下記の項目を重要管理指標（KPI）として定めて管理する。 

    旅 館 業：客室稼働率、客単価の推移 

    焼酎メーカー:取引別売上高の推移 

    小 売 業：売上高、売上総利益率の推移 

    飲 食 業：客数、客単価の推移 

〇創業、事業承継後の小規模事業者のフォローアップについては、当初 1年間は 1か月 

に 1回フォローアップ、その後四半期に 1回の頻度で 3年間フォローアップを継続す 

る。 

〇事業計画策定後の巡回指導・窓口相談にて、売上状況及び新たな課題が出てきた場合は、

専門家派遣を依頼し、解決を図り経営サイクルをつなぐ支援をする。     

〇小規模持続化補助金申請者で事業内容に新規性、革新性が認められる場合は、新たに経 

営革新認定につなげる等、小規模事業者のステージに合わせたステップアップを図って 

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

 

  3 
14 18 22 26 30 

頻度（延回数） － 70 100 130 150 180 

 売上増加 

 事業者数 

 －  
5 社 

 
5 社 

 
6 社 

 
7 社 

 
8 社 

所得（純利益）３％以上 

増加の事業者数 
 －  

5 社 
 
5 社 

 
6 社 

 
7 社 

 
8 社 

※各社への支援力強化と同様に、各社の顧客ターゲットを第一に考えたきめ細やかな経営

分析、事業計画策定支援を行っていく。その後のフォローや売上増加事業者数は、年間

5 社～8 社とする。また所得（純利益）については、前年比 3％増加を目指す。各社が

地域に必要な会社として認知され、地域と共に、これからもずっと存続し事業継続、発

展していく。 

   ◎売上増加も大事だが、仕入選別や経費削減を重要視して、所得アップの目標を掲げる。 
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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］ 

これまでの需要動向調査においては、小規模事業者に対して既存商品の販売動向に関する

ヒアリングが中心であり、需要動向調査の分析等までは詳細に上手く出来ていなかった。 

［課題］ 

近年、消費者のニーズが多様化、複雑化していることから、消費者動向や市場動向等を敏

感に把握していく必要性がある。経営分析や事業計画の策定を行う小規模事業者の為に、

市場ニーズや消費者ニーズの調査分析結果を、その事業者にあった情報結果を提供（フィ

ードバック）するなど改善した上で実施する必要がある。 

（２）事業内容 

（Ⅰ)新商品開発にかかる需要調査 

【内  容】 

地域特産品を活用した新商品を開発するため、管内の飲食業製造販売業を営む 

3店において地域特産品の「球磨焼酎」「茶葉」「農産物」「果物」等を活用した 

新たな新商品を開発する。具体的には「人吉駅前」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 3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】来場客 50人 

【調査手段・手法】 

「人吉駅前」の来場者が増加する５月、７月（計 2回）に顧客に開発中の新商品を 

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。 

【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。 

    【調査項目】 

    ①味、②甘さ、③硬さ、④色、⑤大きさ、⑥価格、⑦見た目、⑧パッケージ等 

   【分析結果の活用】 

   分析結果は、経営指導員等が当該事業者に直接説明する形で情報提供（フィードバッ 

ク）し、更なる改良などを行う。さらには、地域ブランド化を活かした小規模事業者

の販売促進・商品開発等の新たな事業展開に活用する。 

 

(Ⅱ)観光客に対するアンケート調査 

 【内  容】 

観光地である当地域の旅館ホテル、製造販売店飲食店のために観光目的など 

観光地全体の知名度などの向上のための調査を行う。 

【サンプル数】などは上記（Ⅰ）参照 

【調査項目】 

観光目的、きっかけ、来場手段、家族構成、宿泊、お土産品に求めるもの等 

【調査手段・手法】年１回、宿泊施設及び観光施設においてアンケート調査 

【分析結果の活用】 

     分析結果は、経営指導員等が当該事業者に直接説明する形で情報提供（フィード 

バック）して、宿泊施設、観光施設において提供する商品・サービスの見直しに 

活用する。 
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(Ⅲ)バイヤーに対する調査 

 【内  容】 

東京ビッグサイト等で行なわれる大規模な「商談会」等において、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。特産品が豊富な当地域 

の事業者のために分析結果を事業計画に反映する。 

【サンプル数】などは上記（Ⅰ）参照 

【調査項目】 

上記Ⅰに加え、取引条件等 

（３）目 標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
（Ⅰ）調査対象事業者数 － ３ ３ ３ ３ ３ 
（Ⅱ）調査対象事業者数 － ８ ８ ８ ８ ８ 
（Ⅲ）調査対象事業者数 － ２ ２ ２ ２ ２ 
※支援事業者の経営力強化と同様に、事業者の顧客ターゲットや新規顧客を第一に考えた 

丁寧な販路開拓支援を行うため、調査対象事業者数を年間 2～8社とする。 

支援事業者がこの調査により地域に必要な事業者として認知され、経営が安定し、これ 

からもずっと存続していくことを目指す。 

 

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］ 
これまで新たな需要開拓に関しては、年に 2 回程度販売会や商談会を開催し、販促支援

を行ってきた。しかし、販売会後の内容の検証、フォローアップが充分でなく、大きな

成果とはなっていなかった。 
［課題］ 
これまで実施しているものの、需要動向調査の結果及び分析をしっかりと情報提供や販

路拡大に繋がるような個々の課題に合わせた、販売会商談会の事前・事後のフォローが

不十分であるため、改善した上で実施する必要がある。 
（２）事業内容       

(Ⅰ)熊本市中心市街地びぷれす広場出展事業（BtoC） 

当所が人吉市物産振興協会と共催で熊本市内中心市街地びぷれす広場において「まるご

とお人よし物産展」を開催する。そこで 6 ブースを借り上げ、事業計画を策定した事業

者や、後継者不足により廃業の懸念がある地域の実情課題を踏まえ製造業を優先的に出

展し、新たな需要の開拓を支援する。屋根付きの屋外会場で天候に左右されず販売がで

きる。政令指定都市熊本市内の中心に会場はあり、行き交う顧客が途切れることがない

ため、ただ出展するだけでなく売上確保、新規顧客確保、リピータ率アップ等メリット

が多々あり、当該事業を行うことで新たな販路開拓に寄与することが期待できる。 
【参考】「まるごとお人よし物産展」は、秋から冬にかけて年 4 回（各 1 日）程開催し、 

熊本市内地域住民だけでなく学生や国内外観光客の 1,000 名ほどが来場する 
恒例イベントで 12 程度の出展ブースがある。 
（参考写真） 
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(Ⅱ)東京商談会参加事業（BtoB） 

ビジネスガイド社主催の「東京インターナショナルギフトショー」（下記説明）に、管内の

主要業種たる製造業者や小売業者 3 社を選定し参加させる。参加させるだけでなく、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セミナーを行うとともに、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。 
当所が自前で商談会等を開催するのは困難なため、首都圏で開催される上記のような既存

の商談会への出展を目指す。出展にあたっては、経営指導員等が事前・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。 
なお、事前支援、事後支援、交渉術のさらなる向上の支援として、専門家等を活用して支

援することで成果を高める。 
【参考】「東京インターナショナルギフトショー」 
日本最大のトレードショーである「東京インターナショナル・ギフト・ショー」は、東京 
ビッグサイト全館（総展示面積：74,520 ㎡）で、出展社数約 3,000 社、来場者数は 30 万 
人を予定。様々な新製品が一堂に会します。ギフト・ショーは業界関係者のためのトレー 
ドショーで、一般の方の入場はお断りしている。毎回 30 万人（同時開催含む）の来場者 
が動員され、その大半が商談目的に来場するバイヤー（仕入責任者）であり、商談成立率 
も高い。 
 

 
 
 

（３）目 標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
（Ⅰ）びぷれす広場出展

事業者数 
 ４ ６ ６ ６ ６ ６ 

  売上額（1 社あたり） － 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円 
（Ⅱ）東京商談会参加 

事業者数 
 2 ３ ３ ３ ３ ３ 

成約件数（1 社あたり） － 1 件 1 件 ２件 ２件 ２件 
※支援事業者の経営力強化と同様に、顧客ターゲットや新規顧客を第一に考えた丁寧な 

売上拡大のための支援を行う。支援事業者数を現状よりも増やし年間 3～6社を支援し 

ていく。支援事業者がこの支援により地域に必要な事業者として認知され、経営が安定 

し、これからもずっと存続していくことを目指す。 
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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］ 
平成 27 年 4 月に人吉球磨のストーリー「相良 700 年が生んだ保守と進取の文化～日本で

もっとも豊かな隠れ里」が「日本遺産」に認定されたことを強みとし、豊かな自然並びに

歴史文化遺産を活用した着地型（泊まって頂く・何度でも訪れて頂く）観光の提案並びに、

国内外からの観光客誘致活動を展開し、熊本県・人吉市・一般社団法人人吉温泉観光協会

ほか各団体と連携しながら、積極的に地域活性化の取り組みを行い、地域経済の発展に努

めている。 
［課題］ 
上記のように人吉市は、相良 700 年の歴史による歴史・文化・自然環境や温泉・球磨焼酎

等の地域資源が多数ある。これらを多様化する観光ニーズにどう活用し、他の機関と連携

し情報発信を効果的に行っていくかが、魅力ある観光地を形成する上での大きな課題であ

る。 
 

 
（２）事業内容 

(Ⅰ)賑わい創出・地域活性化イベント支援 

賑わい創出、地域の活性化を目的としたイベント民謡民舞九州地区大会・人吉花火

大会等を開催するための会合を定期的に年 2 回開催する。人吉市・人吉温泉観光協

会・商店街等関係団体等も関係者が一同に参画する。当所は、上記大会の事務局を

担うとともに中心的な役割を果たしていく。 

 

 
(Ⅱ)地域ブランド化新商品の開発 

地域力活用新事業全国展開プロジェクト事業を実施し、地域特産品を活かした商品開 

発に向けた取り組み支援を行い、各事業者の物産振興及び地域振興をサポートしてい 

く。人吉球磨の魅力ある新商品が開発できるよう小規模事業者と一体となって新商品 
を開発する。調査研究開発については、専門家派遣制度も活用する。また、試作品段 
階では、購買力の高い女性にヒアリングを行うことにより更に商品の魅力度をアップ 
させる戦略も提案し、地域ブランド化を目指す。当所は、事務局を担うとともに中心 

的な役割を果たしていく。 
 

(Ⅲ)若者の地元就職のための J・I・Uターン事業 
若い世代の都市部への流出を止め、地方での就業等を希望する大都市のＩターン、

Ｕターン人材獲得に向けて新たな人の流れを生み出すことを目的に、当所では、人吉

球磨雇用対策協議会の事務局を担い事業の中心的な役割を果たす。ハローワーク等関

係機関と連携し、雇用に関する情報を共有し、ホームページ・フェイスブックにより

求人情報(毎週金曜日更新)等を情報公開する。若者の人口流出阻止と企業の活性化の

ために「合同企業説明会」を年 1 回開催し、安定的な雇用の維持・創出を図る。 
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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 
 
１． 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］ 
熊本県・人吉市・一般社団法人人吉温泉観光協会ほか各団体と連携しながら、会議や会合

などに出席しているが、積極的に地域活性化の取り組みを行い、地域経済の発展に努めて

いるかは不透明である。 
［課題］ 
上記のように会議や会合などに出席しているが経済動向の把握や参加者相互の支援ノウハ

ウの交換や支援ノウハウの一層の向上に努めなければならいが、他の機関と連携し効果的

効率的にできていないことが課題である。 

（２）事業内容 

(Ⅰ) 人吉市経済部との定例会（年 12 回） 

毎月初めに人吉市経済部との毎月初めに定例会を開催し、中心市街地活性化・物産振興・

観光振興・中小企業支援事業等について情報交換を行っていく。人吉市の最新の経済動

向等を把握するとともに参加者相互の支援ノウハウの交換を行うことで支援ノウハウの

一層の向上に努める。 
 
(Ⅱ)人吉球磨地区商工連絡協議会の開催（年 1 回） 
年１回 7 月頃に開催される会議の場において、人吉市の周辺に位置する球磨郡 9 町村の

各地域の支援の現状や各地区商工会の支援の成功事例等の情報交換を行うことで、小規

模事業者の支援ノウハウを共有化することができる。さらに広域的視点からみた小規模

事業者の支援を行う。 
※｢人吉球磨地区商工連絡協議会｣とは、人吉商工会議所及び近隣の９商工会と連携した組織。 
 
(Ⅲ)日本政策金融公庫、市内５金融機関との金融懇談会（年 1 回） 
小規模事業者の借入状況や融資制度等についての情報交換を行うことで金融支援ノウハ 
ウの一層の向上に努める。 

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］ 

職員の研修については、経営指導員、経営支援員別に実施される研修、その他の各種 

研修に参加し、資質向上には努めている。しかし、研修後の研修内容を共有化する仕 

組みがなく、研修の成果が活かされていない。また、事業者の支援について、事業者 

の経営状況等を共有化する仕組みがなく、支援ノウハウも情報共有出来ていない。 

［課題］ 

経営指導員、経営支援員等に必要とされる資質を明確にするとともに、経営指導員の 

有する支援能力向上や支援ノウハウの共有化をし、全職員の資質向上を図り、組織全 

体の支援能力向上を目指すことが課題である。ITを活用した支援が今後さらに必要と 

なる中で、地域で必要とされる支援機関としての機能を発揮し、事業者の発展に寄与 

していく必要がある。 

   （２）事業内容 

(Ⅰ)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」に対し、計画的に経営指導員等を派遣する。業務都合上参加できない場合
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は、WEB研修システムにより参加する等工夫して研修を受講する。 

 当所事業評価委員会において、事業計画の策定件数とそのための支援能力の向上が指摘 

されているため、中小企業大学校人吉校が実施する「事業計画策定セミナー」への参加 

を優先的に実施する。  
(Ⅱ)OJT 制度 

従来においては、小規模事業者に対して巡回や窓口相談、専門家を派遣し支援を行う場

合、あるいは他の支援機関と連携して支援を行う場合は、経営指導員のみが行っていた

が、今後は、経営支援員や一般職員も同席し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。 
(Ⅲ)職員間の定期ミーティングの開催 

毎日の朝礼を職員交代で司会を担当し、自身の担当業務等について説明・報告を行い、

業務内容及び現況の共通認識を図る。また部署ごとのミーティング（月 4 回）を行い、

意見交換等を行うことで職員の支援能力の向上を図る。 
（Ⅳ)データベース化 

 担当経営指導員等が経営支援基幹システム上（BIZミル）のデータ入力を適時・適切に行い、 

 支援中の小規模事業者の状況など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］ 

事業の評価、見直しについては、開催しているが、その内容を共有化する仕組みがな 

く、その評価が活かされていない。 

［課題］ 

法定経営指導員や外部有識者、連携する市町村担当者との「事業評価委員会」を開催 

して HP 等への掲載や、組織全体への共有を目指すことが課題である。 

   （２）事業内容 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・ 
検証を行う。 

 
(Ⅰ)外部有識者である中小企業診断士、税理士、そして本計画を共同で作成する市担当

者、法定経営指導員で構成する「事業評価委員会」を半期ごとに開催（年 2 回）し、

経営発達支援事業の進捗状況などについて評価を行う。 
 
(Ⅱ)当事業評価委員会の評価結果については、常議員会へ報告し、事業実施方針等に反映 

させるとともに、HP(http://www.hitoyoshi-cci.or.jp/）へ掲載（年 2 回）及び事務所 
への常時備え付けをすることで、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.hitoyoshi-cci.or.jp/
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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 

（令和元年 11月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

     当経営発達支援事業を実施するために当商工会議所体制、人員等について 
下記の通りである。主に法定経営指導員が担当し確実に事業を実施していく。     

                   
      
                                 

事務局長（１名） 

 

 
 

   
 

  

 
総務課 
（４名） 

中小企業相談所 
指導課（８名） 

  
職  員  （３名） 
嘱託職員   （１名） 
 

法定経営指導員（１名） 
経営指導員（３名） 
経営支援員（４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当該経営指導員の氏名、連絡先 

   □氏 名：西邨 亮 

   □連絡先：人吉商工会議所 TEL0966-22-3101 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  経営発達支援事業の実施・実施にかかる指導及び助言、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。 

（３）商工会議所、関係市連絡先 

①人吉商工会議所 

  〒868-0037 

   熊本県人吉市南泉田町 3-3 中小企業相談所 指導課 TEL0966-22-3101 FAX0966-24-6509 

   E-mail:info@hitoyoshi-cci.or.jp 

②人吉市役所 

 〒868-8601 

  熊本県人吉市下城本町 1578-1 経済部商工振興課  TEL0966-22-2111 FAX0966-32-8786 

      E-mail:info@hitoyoshi.kumamoto.jp 

専務理事（１名） 
 

人吉市 
経済部商工振興課 
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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） 

 
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

必要な資金の額 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 

 

〇調査費 
〇経営分析経費 

〇セミナー経費 

〇需要調査費 

〇販路開拓費 

〇会議運営費 

 

 

    400 

    200 

    200 

    200 

   1,000 

    100 

400 

200 

300 

200 

1,000 

100 

400 

200 

400 

200 

1,000 

100 

400 

200 

500 

200 

1,000 

100 

400 

200 

600 

200 

1,000 

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 

会費収入、人吉市補助金、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 
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