
- 1 - 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

○地域の概要                                      

熊本県下益城郡美里町は平成 16年 11月 1日熊本県下

益城郡「中央町」と「砥用町」の 2町合併により誕生し

た。 

美里町は、熊本県のほぼ中央に位置しており、熊本市

から南東へ約 30km、車で約 40分程度の距離にある自然

豊かな地域です。地勢は山地丘陵部が多く、総面積の約

4 分 3を森林が占める典型的な中山間地域である。 

西部地域に一部平坦地が見られますが概して宅地や

農地は少なく、住宅地は地域を東西に横切る国道 218号

をはじめとする主要道路に沿って点在し、農地もその大

部分が丘陵地や傾斜地で、棚田等として利用されてい

る。 

南部地域には、標高千 m級の山岳が連なり、一部は九

州中央山地国定公園や県立自然公園にも指定されてい

る。さらに、一級河川緑川とその支流を多く抱え、流域

には緑川ダムや船津ダムを有した地域でもある。 

土地の利用状況としては、農用地 9.7%、森林 74.7%、宅地 2.1%、道路 3.0%、水面・河川等 2.6%、

その他 7.9%となっている。 

古くは林業やダム建設による公共工事が盛んであり、中心市街地の砥用商店街が栄えていた。しか

し、木材需要の大幅な減少やダム建設の終了と共に時代と共に衰退した為である。現在の主要産業は

農業である。また、観光にも力を入れている。 

  美しい棚田が広がるウォーカーの聖地      森林を活かした大型アスレチック施設 

     ≪美里フットパス≫          ≪フォレストアドベンチャー・美里≫ 

 

  

右の表の通り、人口減少・少子高齢化が加速してお

り、2020年には老齢人口が生産年齢人口を上回る。 

高齢化・過疎化の進んでいる美里町では、移住定住

促進に力を入れて取り組んでいる。 
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○地域産業分析 全体                                         

経済を見るとさらに厳しい状況であることが分かる。経済センサス(24 年、26 年は基礎調査、28

年は活動調査速報、参考として農業委員会活動整理カード)を紐解くと、事業所数は年々減少してお

り、従業員数も伴い減少している。5人以下 68％、20人以下 92％と小規模事業が圧倒的に多い。 

 平成 24年 平成 26年 平成 28年 

A～R事業所・従業員数 457 3245 ↓449 ↓3027 ↓404 ↓2884 

5人以下 320 746 ↓306 ↓724 - - 

20人以下 425 1834 ↓415 ↓1806 - - 

A～B 農林漁業 3 16 ↑4 ↑32 →4 →32 

C 鉱業，採石業，砂利採取業 3 40 ↓2 ↓9 ↓1 ↑31 

D 建設業 80 517 ↑84 ↑527 ↓79 ↓492 

E 製造業 34 375 ↑42 ↓343 ↓40 ↑344 

F 電気・ガス・熱供給・水道業 - - 2 6 - - 

G 情報通信業 - - - - - - 

H 運輸業，郵便業 12 78 ↓10 ↓67 ↓8 ↓59 

I 卸売業，小売業 131 543 ↓111 ↓487 ↓104 ↑496 

J 金融業，保険業 1 10 →1 →10 →1 ↓9 

K 不動産業，物品賃貸業 4 8 →4 ↑10 ↓2 ↓3 

L 学術研究，専門・技術サービス業 6 25 ↓5 ↓22 →5 →22 

M 宿泊業，飲食サービス業 37 159 ↑38 ↑201 ↓35 ↓153 

N 生活関連サービス業，娯楽業 55 206 ↓47 ↓140 ↓40 ↓104 

O 教育，学習支援業 8 21 ↑14 ↑138 ↓6 ↓24 

P 医療，福祉 36 1006 ↑39 ↓832 ↓36 ↑907 

Q 複合サービス事業 11 93 ↓10 ↓44 ↑11 →44 

R サービス業(他分類されないもの) 36 148 →36 ↑159 ↓32 ↑164 

(参考)農業経営体数・農業就業者数 - - - - 744 1050 

 

 
平成 26年 

平均雇用数 

平成 28年 

平均雇用数 
増減 備考 

A～R全産業(公務除く) 6.7 7.1 0.4  

H 運輸業，郵便業 6.7 7.4 0.7  

R サービス業(他に分類されないもの) 4.4 5.1 0.7 産廃処理整備業他 

E 製造業 8.2 8.6 0.4  

I 卸売業，小売業 4.4 4.8 0.4  

L 学術研究，専門・技術サービス業 4.4 4.4 0.0 測量士業獣医 他 

D 建設業 6.3 6.2 ▲0.1  

N 生活関連サービス業，娯楽業 3.0 2.6 ▲0.4  

M 宿泊業，飲食サービス業 5.3 4.4 ▲0.9  

K 不動産業，物品賃貸業 2.5 1.5 ▲1.0  

O 教育，学習支援業 9.9 4.0 ▲5.9  
※26年経済センサス基礎調査、28年経済センサス活動調査速報値より改編 

※A～R全産業から商工業以外は除外 

※C砕石は経済センサス 26調査従業員数に誤りがある為除外 

※J金融業は、地方銀行支店の為除外 

 

全体として、大幅な減少にあるものの、１社あたりの雇用数は増加している。小規模な商業サービ

ス事業者を中心に、極めて狭い商圏で人口減少によってビジネスが成立せず、後継者が不在で、代表
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者の加齢等による廃業が進んでいる。 

商業、特に一般小売業は、美里町を商圏に含む量販店並びに通信販売の普及で今後益々厳しい環境

になっていくと想定される。美里町でしか買えない農産物特産物販売やサービス業（飲食宿泊含む）

は、観光の追い風を受け、しっかりとマーケットインできれば持続的発展も見込まれる。 

 

 

○地域産業分析 製造業                                                                                    

平均雇用者が多い「E製造業」では、事業所数 42→40、従業員数 343→344と維持しており、他の

産業が事業者数・従業員数を減少している中際立っている。各産業どれも重要であるが、付加価値額、

雇用創出から「E製造業」の成長は地域にとって特に重要であるため、美里町の製造業についてより

掘り下げる。以下の通りである。 

 
 事業所数 従業員数 平均雇用数 

E 製造業 42 343 8.2 

11 繊維工業 3 85 28.3 

21 窯業・土石製品製造業 5 81 16.2 

16 化学工業 2 24 12.0 

09 食料品製造業 7 44 6.3 

12 木材・木製品製造業（家具を除く） 9 54 6.0 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 7 37 5.3 

32 その他の製造業 2 5 2.5 

26 生産用機械器具製造業 3 7 2.3 

13 家具・装備品製造業 1 2 2.0 

19 ゴム製品製造業 1 2 2.0 

24 金属製品製造業 2 2 1.0 
※26年経済センサス基礎調査より改編 
 

事業所数が多い順は 12、09、10で、平均雇用数が多い順は 11､21、16となる。従業員合数 20人を

超え一定の集積がある「11繊維工業、21窯業・土石製品製造業、16化学工業、09食料品製造業、12

木材・木製品製造業（家具を除く）、10 飲料・たばこ・飼料製造業」が美里町にとって重要である。 

 

09 食料品製造業 事業所数 従業員数 平均雇用数 

093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食

料品製造業 
1 28 28 

096 精穀・製粉業 4 8 2 

099 その他の食料品製造業 2 8 4 

 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 事業所数 従業員数 平均雇用数 

103 茶・コーヒー製造業（清涼飲料を 

除く） 
7 37 5.3 

 

12 木材・木製品製造業（家具を除く） 事業所数 従業員数 平均雇用数 

121 製材業，木製品製造業 7 28 4.0 

122 造作材・合板・建築用組立材料 

製造業 
1 25 25.0 

129 その他の木製品製造業 

（竹，とうを含む） 
1 1 1.0 
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21 窯業・土石製品製造業 事業所数 従業員数 平均雇用数 

212 セメント・同製品製造業 3 48 16.0 

218 骨材・石工品等製造業 2 33 16.5 

 

11 繊維工業 事業所数 従業員数 平均雇用数 

112 織物業 1 37 37.0 

116 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 2 48 24.0 

 

16 化学工業 事業所数 従業員数 平均雇用数 

164 油脂加工製品・石けん・合成 

洗剤・界面活性剤・塗料製造業 
1 4 4 

165 医薬品製造業 1 20 20 

 

 美里町は、小さな田舎町であり、製造業も小規模がほとんどである。上表の通り、繊維工業は 20

人を超えているものの、材料仕入れは地域外からとなる。産業連関を意識すると、地域資源の利用率

も重要になる。 

○美里町の農産物 

 ○美里町の木材 

 ○美里町の砕石 

 

 食料品製造業では、缶詰工場が地元筍を直接仕入れている。 

 土石製品製造業では、美里町の砕石企業から仕入れている。 

 砕石企業は、美里町の山を削り県内外へ砕石を供給している。 

 お茶製造業は、美里町の茶農家から仕入れてお茶を製造している。 

 木材木製品製造業は、美里町の林業者が伐採した美里町の木を製材し、製品を製造している。 

 

○行政の基本方針（美里町まちひとしごと創生総合戦略、美里町復旧・復興計画）          

美里町まちひとしごと創生総合戦略では、下記を掲げオール美里で取り組んできた。 

○基本目標      「基幹産業を再生するとともに、安定した雇用を創出する」 

○商工業振興のビジョン「観光を軸とした産業育成と商工業の育成支援」 

 

大型体験型観光施設を建造するなど観光事業に特に力を入れた結果、観光入込客数は増加傾向にあ

った。しかし、熊本地震と豪雨災害によって、美里町経済、観光などに大きなダメージがあった。そ

こで、美里町は、「オール美里で再スタート＆再チャレンジ！」を合言葉に、美里町復旧・復興計画

を平成 29年 3月に策定した。 
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商工業への対応等については、商品の損傷や施設の損壊などによって、売上の減少や店舗の修復費

用などに経営不安を抱える事業者に対する支援が必要と認識。地域経済の安定には、中小企業や事業

所等の一刻も早い回復が不可欠であり、町の復興のためには地域の商工業を従前の状況以上に活性化

させ、賑わいを創出することが課題となっている。停滞した機運を払拭し、まちの活力を取り戻すた

めにも、復興、風評被害払拭につながるイベント等を積極的に開催していく必要がある。 

商工業の復旧・復興の基本的方向として、商工業の早期復旧のため、被災した事業者の資金調達に

係る負担軽減、個店及び商店街、事業所の復興に対する支援、消費需要を喚起する取組みへの支援を

行い、経営の安定を図る。 

 

○美里町商工会の概要・ミッション                                        

 

美里町商工会の概要 

会員数 292者、地区内商工業者数 404者、職員数 7名(事務局長 1名、経営指導員 2名、経営支援

員 4名)、本所支所 2拠点体制、年間相談件数は 4,000件を超えている。 

弊会の特徴は、窓口相談とは別に、毎月、全職員で管内企業へ訪問し月に約 300社巡回指導を実施

している。全職員がほとんどの管内小規模事業者の事業内容や特徴・経営者及び家族の顔を知ってい

ることが挙げられる。 

巡回指導を最重要とした支援活動の結果、下記のような取り組みに繋がっている。 

①全国展開事業、経営革新計画、ものづくり補助金、持続化補助金、地域資源活用事業、マル経融

資など小さな商工会ながら、多様な公的支援策を事業者に積極的に提案し利活用を導いてきた 

②毎年、国（特産品開発、農商工推進、商店街活性化）、県（経営革新、観光活性化、移住促進）、

町（地域通貨、利子補給、商店街活性化）の面的補助事業や委託事業に積極的に取り組んでいる。 

 

上記について、職員の自発的な挑戦からスタートしている点が強みである。また、会員並びに商工

会理事の理解があり挑戦を応援する雰囲気がある。会員評価は高い組織率、会員数純増からも把握で

きる。 

 

 

 

 平成 26年度末 平成 27年度末 平成 28年度末 

相談件数 3017 3411 4080 

指導職員 1人当り 503 569 680 

会員数 279 280 290 

創業加入 4 4 3 

一般加入 4 8 14 

廃業脱退 8 7 7 

任意脱退 2 4 0 

組織率※ 69.0％ 69.3％ 71.2％ 

※組織率の計算には、28年度経済センサス活動調査速報全産業（公務除く）404使用 

  

美里町商工会のミッション 

地域商工業者の経営に寄り添い商工業振興を実現することである。熊本地震発生の際は、前震本震

後に全会員被害状況を調査し、めまぐるしく変わる支援策の情報収集と情報提供、個別提案に奔走し

た。訪問、電話、FAX、郵送、会報、Facebook等を駆使し情報提供することで地震型持続化補助金や

熊本地震復旧グループ補助金、復旧特別融資、販路開拓支援など多くの施策利用に繋がった。 

小規模事業者と共に、美里町と共に、伴走型支援で信頼と期待に応えることがミッションである。 
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○10年後の振興のあり方                                  

平成 40年の美里町がどうあるべきかを検討するにあたり、下記の外部環境の変化を前提にした。 

 

○団塊の世代の後期高齢者化 年金暮らしとなり所得水準が低くなり消費も減る。 

○小規模事業者の引退    後継者不在で廃業加速し、商工会運営主体の理事会も衰退する。 

○働き世代が枯渇      人がいれば稼げる企業が増加し、人手不足で結果稼げない。 

 

人口減少、少子・後期高齢者増大社会という外部環境はもはや避けられない。美里町は環境変化に適

応し、ポジティブに、後期高齢者を活かす（高齢者を宝に）町づくりアクションに転換する必要があ

る。特に深刻な人手不足が予想され商工業において喫緊の課題であり、いまからアクションするべき

である。美里町創生総合戦略と美里町復旧復興計画を鑑みながら、美里町商工会では下記のビジョン

を策定した。 

 

 

 

誇れる町 

子育てし

やすい町 

高齢者が 

生涯がん

ばれる町 

繋がる町 

稼げる 

商工業 

１０年後

の美里町 

地域の幸福 

観光ＰＲ、知名度向上 

ふるさと名物 

地域資源活用 

経営発達支援事業の目標における 

１０年後の美里町商工ビジョン 

女性の働き方改革 

ママ起業 

労働環境整備 

高齢者の働き方改革 

健康経営の推進 

労働環境整備 

後継者・事業承継 

農商工連携 

地域の伝統行事 

付加価値額の高い製造業 

観光客が増えている観光業 

創業・移住の促進 
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○小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方                        

 

ビジョン①稼げる商工業                             
 

 実績 予想 予想 予想 予想 予想 
 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 平成 32 年 平成 33 年 

事業者数 404 398 385 372 358 345 

 

予想 予想 予想 予想 予想 予想 予想 

平成 34 年 平成 35 年 平成 36 年 平成 37 年 平成 38 年 平成 39 年 平成 40 年 

332 319 305 292 279 266 252 

※近似曲線予測 

 

10年間で多くの小規模事業者が廃業していくであろう。その要因は代表者の加齢で一気に廃業が

増加すると想定でき、下振れの可能性が高い。その多くが事業承継できないのが現状である。地域内

需要も大幅に減少する。 

稼げる商工業づくりには、地域外からのキャッシュインフローを増やし、地域外へのキャッシュア

ウトフローを抑制することが必須である。また、コストダウンによる高利益体質へ改善することが企

業も自治体も必要である。経済波及効果の高い「製造業」、観光客増加による追い風が見込まれる「観

光業」を重点支援産業として中長期的に支援し稼ぐ企業へ、そして稼げる町づくりを行っていく。 

 

１．製造業の経営力向上 
産業分析からも地域経済に与える影響が大きく、長期的な地域の持続的な発展を目指すならば、

「製造業」の強化が何よりも重要である。特に、美里町の地域資源（農、林、石）を使用する企業の

成長を図ることが美里町経済に大きな影響を与える。特に重要な事は、計画的に人手確保、販路拡大、

設備更新を実施していく事である。製造業産業分析によって判明した、下記４業種を重点支援先とし

て振興を図っていく 

 

食料品製造業 土石製品製造業 お茶製造業 木材木製品製造業 

 

 

２．観光業の経営力向上 
美里町では、美里フットパス（ウォーキングアクティビティで九州先進地）、森林体験型施設（フ

ォレストアドベンチャー）、さらに、国内旅行市場が拡大しており、2019ラグビーワールドカップ熊

本開催、2020東京オリンピックなど海外からの旅行客も期待できる。積極的にインバウンドも狙い

観光業の経営力向上を図っていく。 

 

宿泊業 飲食業 特産品直売所 観光サービス業 

 

３．地域全体で創業を促進・支援 
創業が地域に与えるインパクトは大きい。廃業が増加する中、地域住民の需要を満たすことができ

るからである。そのような中、美里町商工会は創業支援に力を入れている。先述した商工会会員推移

でも分かるように年平均 4者の創業を支援し、会員増強に繋がっている。製造業の創業は少ないが、

観光に関係する創業は多い。美里町と美里町商工会で連携し、創業ワンストップ窓口事業を展開して

おり、今後もより効果的に確実にアクションしていく。 
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ビジョン② 誇れる町づくり                           
 

１．ふるさと名物のＰＲ・活用 
美里町のふるさと名物で全国規模の知名度になっているものはまだない。ただし、県内知名度であ

れば、日本一の石段、ハートの見える石橋、美里フットパス、緑川ダムフォレストアドベンチャー、

佐俣の湯、昔ながらの棚田、陰干米、タケノコ、栗などが挙げられる。観光資源が中心であり地域が

注目され観光客等の交流人口の増加は地域住民に誇りと活力を生み出す。 

２．未利用地域資源の発掘・活用 
 美里町には知名度は低くても地域資源として活用できるものがまだまだ沢山ある。お茶、赤牛、ア

スパラガス、干柿、メロン、菊芋、そば、などキラリと光る農産畜産品である。これらの飲食店での

メニュー開発、加工品開発などその可能性は高い。 

 

ビジョン③ 子育てしやすい町づくり                       
 

１．女性の働き方改革 ママ起業の促進 
女性の力を活用することができれば、地域活力の向上に繋がる。働き方の一環として、ママ起業に

注目。ママ起業は、子育て中のママが長時間拘束される仕事ができないといった現実問題の中、今ま

で培ったノウハウやママ視点を活かしたアイデア（あったらいいなを形にする）で副業的起業する新

たなスタイルである。・育児服 ・自然食品企画 ・ｗｅｂデザイン など 

ママ起業セミナーなどで掘り起こしを行い、商工会の創業ノウハウを提供することで、事業の成功

へと導く。 

 

ビジョン④ 高齢者が生涯頑張れる町づくり                    
 

１．元気があればなんでもできる！健康経営の推進 
 後期高齢者増大社会において、経営者、従業員共に健康であれば働き続けることができる。団塊の

世代の引退時期を延ばし、社会から必要とされることは本人にとっても所得の面でも良い。 

 一方で、あまりにも長い間、経営者として居続けると後継者の成長を阻害する面もある。意向次第

だが、例えば選択肢の一つとして、現経営者が元気なうちは既存事業を経営してもらい、後継者に新

規創業させるというスタイルもある。まだやれるけどそろそろ引退しないといけないといった理由で

引退させる必要はない。健康で意欲があるのなら 100歳まで経営をしてもらった方が良い。 

 

ビジョン⑤ 繋がる町づくり                           
 

１．後継者・事業承継の促進 
20代、30代、40代の若手後継者に対して、育成支援を行い、事業承継又は第二創業を 5年間で進

めていく。先述の通り、いくつものパターンが考えられる。事業承継、第二創業、分離独立型など広

い視野をもって伴走型支援を行う。中小企業大学校の経営者育成コースを活用していく。美里町と連

携し「中小企業大学校 市町村及び支援機関等の受講料助成制度」の新設などを進めていく。 

２．農商工連携 
 平成 28年度に、美里町では各産業の連携を促進する為に地域産業連携会議（主幹 美里町企画情報

課）が開催され現在も継続している。先述した通り、美里町には未利用地域資源などが多数存在して

おり可能性を秘めている。また農林業者も獣害被害、販路、生産性、後継者といった課題を抱えてい

る。農商工の連携を促進することで、稼ぐ農林業、稼ぐ商工業へと繋げていくことが可能である。 

その為に、平成 29年度中小企業庁予算農商工連携促進事業を受け、事業を展開している。平成 30

年度以降も連携促進を進め、マッチングから伴走型支援を実施していく。 
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○小規模事業者に対する中長期的な本計画の目標                            

①－１ 製造業の経営力向上 
（目標）事業計画書策定の増加 及び 付加価値の増加 

（アクション） 

・テーマ別セミナーを実施 

・経営支援プログラムの合意形成 

・継続したモニタリング・コーチング 

・各種専門家と連携し問題解決へのコンサルティングを実施 等を必要に応じて実施 

  ①－２ 観光業の経営力向上 

（目標）事業計画書策定の増加 及び 付加価値の増加 

（アクション） 

・テーマ別セミナーを実施 

・経営支援プログラムの合意形成 

・継続したモニタリング・コーチング 

・各種専門家と連携し問題解決へのコンサルティングを実施 

・美里町公式観光スマートフォンアプリ登録の推進 等を必要に応じて実施 

 ①－３ 地域全体で創業を促進・支援 
（目標）事業計画書策定の増加 及び 付加価値の増加 

（アクション） 

・美里町特定創業者支援事業の実施（創業セミナー）による予定者掘り起こし 

・美里町行政と政策ワーキングを実施（※現在、美里町独自の支援策がない為） 

・美里町独自の創業支援策を創設 

・創業者のニーズを早期調査 

・経営支援プログラムの合意形成 

・会報インタビュー記事掲載によるＰＲ協力 

・各種地域伝統行事への出店依頼ＰＲ協力 等を必要に応じて実施 

②－１ ふるさと名物のＰＲ・活用 
（目標）美里町総合戦略観光入込客数の増加 

（アクション） 

・美里町の観光の「田舎、食べる、遊ぶ、歩く」というコンセプトを強化 

・観光行政と連携し効果的なＰＲに取り組む（意見交換含む） 等を必要に応じて実施 

 

②－２ 未利用地域資源の発掘・活用 
（目標）事業計画書策定の増加 及び 付加価値の増加 

（アクション） 

・未利用地域資源活用セミナーの開催 

・飲食店連携によるキラリと光る農産畜産品を活用した新メニュー開発 

・食品製造業によるキラリと光る農産畜産品を活用した新商品開発 

・新メニューＰＲ支援、新商品販路開拓支援 等を必要に応じて実施 

③－１ 女性の働き方改革 ママ起業の促進 
（目標）ママ起業の増加 

（アクション） 

・ママ起業セミナーを年に１回開催することで潜在起業者を掘り起こす。 

・経営支援プログラムの合意形成 

・継続したモニタリング・コーチング 

・各種セミナーを実施 

・必要に応じて各種専門家と連携し問題解決へのコンサルティングを実施 等を必要に応じて実施 
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④－１ 元気があればなんでもできる！健康経営の推進 
（目標）健康経営づくり取り組み企業数の増加 

（アクション） 

・商工会主催集団検診の開催 

・健康経営セミナーの実施 

・医療機関、地元保健師との連携 

・健康づくり美里フットパスの開催を検討 等を必要に応じて実施 

 

⑤－１ 後継者・事業承継の促進 
（目標）事業承継計画書策定の増加 

（アクション） 

・事業承継セミナーの実施 

・仲間づくりの促進 

・ヒヤリングの実施 

・継続したモニタリング・コーチング 

・必要に応じて各種専門家と連携し問題解決へのコンサルティングを実施 等を必要に応じて実施 

 

⑤－２ 農商工連携促進事業 
（目標）農商工連携事業計画書策定の増加 

（アクション） 

・農林業者ニーズ調査 

・商工業者シーズ調査 

・農商工連携セミナーの実施 

・農商工連携マッチング支援 

・商品サービス開発支援 

・継続したモニタリング・コーチング 

・各種専門家と連携し問題解決へのコンサルティングを実施 等を必要に応じて実施 

 

○目標の達成に向けた支援方針                                   

 『厳しい経営環境の中でもポジティブに様々なことに挑戦してもらいたい。商工会ができることは

全てやる』という想いで、「美里町商工会地域の企業で本当に良かった」と言ってもらえる商工会で

ありたい。地区内の全て企業に伸びてもらいたい、役に立ちたい、訪問したい、提案したい、という

想いを職員で共有し、自発的に気づき行動する支援体制を目指していく。 

 

○信頼関係     すべての支援は信頼関係で成り立つ。 

○コーチング    企業のヤル気に火をつけ、やり方を指導し自主的に取り組めるようにする。 

○コンサルティング 企業だけでは問題解決が不可能な時など積極的に介入し問題を除去する。 

○モニタリング   継続してインタビューや評価を実施する。 

○マーケティング  売れるためにしっかりと市場・顧客を重視する。 

○ＰＤＣＡサイクル 事業計画策定と実行、評価の意識づける。 

○ＩＴ・ＳＮＳ活用 市場分析、販路開拓、集客、仕入、生産、顧客管理などＩＴ・ＳＮＳ活用 

○投資資金圧縮   リスクヘッジ、各種補助金・低利融資の積極的に活用する。 

○地域資源活用   地域にある資源を有効活用する 

 ○支援能力向上   ヤル気に火をつけ支援技術習得自己研鑚に取り組む。 

 ○チーム支援    チーム支援を強化する。 

 ○支援機関連携   各支援機関の強みを活かして支援する。 
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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 

（始期平成 31年 4月 1日～終期平成 36年 3月 31日）5カ年計画 

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                                                   

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

 当会では、毎月、7人の職員で地区割をして管内事業者への巡回指導を月間約 300社実施している。

様々な会話の中から地域の経済動向に関する情報を収集してきた。整理分析をしておらず公表には現

在至っていない。 

 

［課題］ 

 毎月7人の職員で管内事業者約300社を訪問しているものの経済動向調査に多くのマンパワーは取

れず、各担当者任せになっている状況である。また、マクロな視点での調査になっておらず、ビッグ

データ等の有効活用も課題である。 

 

（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て、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」    →何を稼いでいるか等の分析 

・「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」           →産業の現状等の分析 

⇒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小規模企業景気動向調査の改良 

 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１回調査・

分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者 20社程度（製造業、建設業、卸小売業、サービス業から 5社ずつ） 

【調査項目】売上高、仕入価格、平均賃金、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

【調査手法】毎月実施している管内巡回指導時、もしく調査票を郵送し返信用封筒で回収する 

      ※マンパワー及び予算に応じて調査件数、手法は見直す 

【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。 

   〇経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。等 

 

（４）目標 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①公表回数 ― 1 1 1 1 1 

②公表回数 ― 1 1 1 1 1 
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２．経営状況の分析に関すること（個者への支援）                                         

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

 当会では、経営革新計画、小規模事業者経営改善資金、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補

助金といった公的支援施策活用を管内事業者へ推進してきた。そこで、毎年度計画策定に必要な経営

分析を経営指導員主導の基で実施してきた。 

 

［課題］ 

 これまで行ってきた経営分析は各補助事業活用予定者に限定されていた。管内小規模事業者の経営

発達に資する為には、補助金目的に限定されずに意欲のある小規模事業者と共に努力していく必要が

ある。そこでセミナーを開催し広く経営分析の意義及び手法を学ぶ機会を提供することが求められて

いる。さらに、今まで以上に経営指導員が伴走型で経営分析を行う必要がある。 

 

（２）事業内容 

①経営分析セミナーの開催 

 経営分析を行う事業者の発掘の為に、最も参加しやすく、会員以外にも周知しやすいセミナーを開

催する。 

【対象者】 管内小規模事業者 

【募集方法】会員へは広報、Facebook。非会員へは webサイト及び行政の防災無線放送 

【参加者数】15社程度 

 

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 5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「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、脅威、機会 等 

【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。 

 

 ※小規模事業者が対象であり、財務諸表分析や事業性評価を行う為のデータが不足することが予想

される為、分析の深度にはこだわりすぎない。ただし、徹底して「事実」に基づくことを徹底する。 

      

（３）成果の活用 

  〇分析結果は、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。 

  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 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①開催件数 1 2 2 2 2 2 

②分析件数 ― 10 10 10 10 10 

 

 ※広報に関して、本事業全体を通じて webサイトを活用することが前提となっているが、現在当会

の webサイトは 10年以上リメイクしておらず、情報発信は当会 Facebook及びインスタグラムが中心

になっている。Facebook 等利用者が限定される点や情報量、閲覧機能性等で本事業で必要となる情

報発信に様々な問題が生じることが懸念される。その為、本事業を通じて、小規模事業者の経営発達

に資する為に、webサイトを大幅に変更する。 
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３．事業計画策定支援に関すること                                                      

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

 先述の通り、補助金等活用を前提とした事業計画策定支援を実施してきた。 

 

［課題］ 

 経営分析した小規模事業者に対して補助金活用に限定されない事業計画策定を支援する。また、参

加しやすい計画策定セミナーを行い、専門家との連携し、経営分析で把握した経営環境に基づき実現

可能性の高い行動計画まで落とし込んだ事業計画を策定する。 

 

（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

る訳ではない為、「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫することで、取り組みに対するハ

ードルを下げる。このことにより、２．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、各種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、事業計画の策定に繋げていく。 

 

 

（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 

【対象者】   経営分析を行った事業者を対象とする 

【募集方法】  経営分析を行った事業者へ直接案内 

【カリキュラム】基本的な経営策定知識、専門家を交えてワークショップ形式 等 

【参加人数】  10社程度 

 

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て、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繋げていく。 

   

 

（４）目標 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策

定件数 
― 5 5 5 5 5 
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４．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］ 

 先述の通り、毎月、管内事業者約 300社に対して巡回指導してきた。そこで、経営革新計画承認企

業や各種補助金支援先へフォローアップを実施してきた。 

 

［課題］ 

 計画フォローを主たる目的として巡回指導は実施してきていない為、踏み込んだ内容になっていな

い。より効果的なフォローを行う為に、定期巡回指導時のレベルアップを図り、事業計画を基に進捗

管理を行う必要がある。 

 

（２）事業内容 

①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のない事業者と

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 5 社のうち、2 社は毎月 1 回、2 社は四半期に 1 回、1 社は半期に 1 回

とする。ただし、事業者からの申出等により、適時対応するものとする。 

   

 

（３）目標 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローア

ップ件数 
― 5 5 5 5 5 

①頻度 

(延数) 
― 34回 34回 34回 34回 34回 
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５．需要動向調査に関すること（個者への支援）                        

（１）現状と課題 

［現状］ 

 近年、需要動向調査は実施していない。 

［課題］ 

 平成 30 年度より美里町のスイーツに注目し、試験的に「美里ｓｗｅｅｔｓプロジェクト」を立ち

上げている。管内スイーツ事業者の協力の基、婚活イベント内で参加者に対してエントリー商品を試

食してもらいグランプリを決定する予定であり、今後は需要動向調査を行い、ブラッシュアップして

いく必要がある。また、後述する美里町産業連携協議会と連携し特産品開発等に必要な需要動向調査

を実施する。 

 

（２）事業内容 

【美里ｓｗｅｅｔｓプロジェクトや特産品開発に必要な需要動向調査】 

①試食アンケートの実施 

  各商品別にターゲットや販路を絞り込み、ターゲット層が購入する頻度が高いエリア(道の駅、 

  スーパー、百貨店、マルシェ、自社店舗等)での試食及び来場者アンケートを実施し、調査結果 

  を分析した上で事業者へフィードバックすることで、新商品開発に資する。 

【サンプル数】  50人 

【調査手段・手法】来場客に開発中・改良中のスイーツを店頭で試食してもらい、経営指導員等が聞 

         き取りの上、アンケート票に記入する。 

【分析手段・手法】調査結果は、熊本県連エキスパートの販路開拓専門家等の意見を聞きつつ、 

         経営指導員が分析を行う。 

【調 査 項 目】味・甘さ・硬さ・色・大きさ・価格・見た目・パッケージ等 

【分析結果の活用】分析結果は、当該スイーツ事業者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くまもと物産フェア 肥後もっこすのうまかもん人気投票(お菓子部門・加工品部門) 

  熊本県商工会連合会主催の人気投票であり、(1)バイヤー等の専門家の試食・評価（9 月開催）

を受け、その後、(2)一般消費者からのアンケート調査結果が集計されフィードバックされる。

（11 月開催）プロジェクト参加者から公募し、同人気投票へ出品してもらうことで需要動向を

調査する。 

(1)専門家評価 

【専門家】バイヤー３名 

 【評価項目】デザイン・ネーミング、味、価格競争力、原料・品質・添加物、コンセプト・

地域性 

(2)一般消費者 

【サンプル数】 500 人（ただし県内 10 商品程度から各一般審査員の上位 3 商品のみ選択理

由のみ） 

【調査項目】  上位 3品に選択した理由（記入式） 

（３）目標 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①調査対象

事業者数 
― 5 5 5 5 5 

②調査対象

事業者数 
― 2 2 2 2 2 

 ※②はお菓子部門、加工品部門それぞれ 1事業者 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること（販路開拓事業）               

（１）現状と課題 

［現状］ 

 ＢｔｏⅭ販路開拓支援では「くまもと物産フェア」への出店協力・助成を行ってきた。その結果、

県内最大級の出店者数になっている（8 事業者）、ＢｔｏＢ販路開拓支援では、全国商工会連合会主

催全国物産展併催のバイヤーズセレクション事業への出店協力・助成、スーパーマーケットトレード

ショーへの出店協力・助成等を実施してきた。 

［課題］ 

 課題として、①売れる商品選定や開発の支援、②事前事後フォローがまだまだ不十分だった点、③

他社に負けないブースづくりの支援等があげられる。 

 

（２）事業内容 

 小規模事業者経営発達支援事業を通じて経営計画を策定した小規模事業者に対して新需要開拓支

援重点支援を行う。 

①「くまもと物産フェア」出店支援事業（ＢｔｏＣ） 

 熊本県内の特産品が勢ぞろいする熊本県商工会連合会主催事業である同フェアにおいて、いつもの

事業者によるいつものやり方が続いている。各事業者のモチベーションや目的・目標のレベル感は異

なるものの商工会の支援によって売れる売り場づくりを行う。 

 
平成 30年 11月 3・4日開催されたブース（美里らしさがない） 

・美里町のブランドコンセプトを明確に打ち出し、コンセプトを活かした統一装飾を施しフライヤー

を制作配布する。指導員だけでなく専門アドバイザーを終日設置することで、その場で効果的なアド

バイスを実施する。 

【参考】くまもと物産フェアは、11 月第 1 週、2日間に渡わたり県内外から約 20,000人が来場する

恒例イベントで、240程度の展示販売ブースがある。 

②商談会出店支援事業（ＢｔｏＢ）、都市圏物産店出店支援事業（ＢｔｏⅭ） 

 熊本県や関係団体等が主催共催する商談会への参加を推進し、管内小規模事業者から毎年 3社程度

出店を目指す。出店にあたっては、出店に係る費用の助成、事前事後の支援、出店期間中は、経営指

導員及び専門家による陳列・接客といったきめ細かな伴走型支援を実施する。 

 

（３）目標 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①出店者数 8 8 8 8 8 8 

①売上高 

 1社平均 
10万円 12万円 13万円 14万円 15万円 16万円 

②出店者数 ― 3 3 3 3 3 

②成約数 ― 1 1 1 1 1 

 ※②はお菓子部門、加工品部門それぞれ 1事業者 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組                              

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

 人口約１万人の小さな町の為、行政と商工会の関係は近い。伝統的に実施しているイベント（夏祭

り他）が多い。 

 

［課題］ 

 地域経済を活性化される為には、連携をより強化する必要がある。現在行っているイベント型では

地域住民への福祉の側面が強く管内小規模事業者の経営発達に資する内容ではなく、地域経済活性化

の効果も限定的である。 

 

 

（２）事業内容 

 ①美里町産業連携協議会への参画及び推進 

  同協議会は、美里町行政、美里町商工会、道の駅佐俣の湯、ＪＡ、美里町フットパス協会、肥後

銀行砥用支店、緑川ダム(国交省)、民間企業等が産官連携の取り組みを推進する為に設立された新し

い連携であり、現在、４部会制を取っている。美里町商工会の職員や会員企業から多く委員になって

おり、中心的役割を果たしている。 

 

  ①観光部会・・・本年度、観光モニターツアーを企画中 

  ②商品部会・・・本年度、企業による商品開発を支援中 

  ③情報部会・・・本年度、情報発信用 Facebookを運用中 

  ④民泊部会・・・本年度、民泊創業予定者を支援中 

    

 同協議会との連携を強化することで、特産品開発（商品部会）、観光開発（観光部会）、各種企業取

り組み等のＰＲ（情報部会）、新事業展開（民泊部会）といった地域経済の活性化に資すると共に、

先に掲げた経営発達支援事業の振興にも貢献することができる。 

 また、同協議会から当会への期待としては【地域企業への直接的支援・相談対応・公的支援策提案】

が挙げられており、必要不可欠な役割を担うことができる唯一の機関である。 
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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               

 

（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美里町産業連携協議会・美里町関係機関との連携 

連携先：美里町林務観光課、美里町企画情報課、美里フットパス協会、物産館、まちづくり美里観光

協会、管内企業 等 

理由：より良い商工観光政策の実現、地域での販路開拓等で連携が必要な為 

方法：定期的に開催している美里町産業連携協議会で情報を共有（全体年４回、部会は適時開催） 

   商工会としては商工業者経営支援や中小企業支援先を提供可能である。 

効果：それぞれ強み・弱み・特徴があり、相互補完的に、中小企業支援に貢献することができる。 

   参画している小規模事業者が取り組んでいる商品開発へ伴走型支援を実施できる。 

   まだ参画していない小規模事業者へは参画を提案できる。 

 

②宇城地区商工会連絡協議会との連携 

連携先：宇城市商工会、宇土市商工会 

理由：職員協議会があり、年に１回はかならず合同研修会を開催しているため支援ノウハウ等の情報

交換ができる。 

方法：会議等を通じて行う職員同士の密なコミュニケーション 

効果：地域的にも近く、同一商圏に入りやすい為、様々な情報を共有するメリットがある。 

   小規模事業者へは、当会だけではスケールメリットが出せず取り組めない事業を連携して提供 

   することが可能である。 

   例）宇土市商工会主催求職者向け企業説明会などに美里町商工会の企業を斡旋参加させる。 

   例）３商工会連携で実施した熊本地震復興物産展など 

 

③公的支援機関との連携 

連携先：熊本県よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構九州本部、中小企業大学校、ジェトロ熊本 

理由：よろず支援拠点は販路開拓、中小機構は連携３事業、中小大学校は各種研修、ジェトロ熊本は

海外展開とそれぞれの強みがあり、支援ノウハウはある為 

手法：計画策定支援の際に、想定される連携先を検討し計画におりこむ。実行の際には、経営指導員

等がコーディネートする。 

効果：より一層の連携強化を図り、小規模事業者支援の現場で当会だけでは対応が難しい案件にも対

応する事ができる。 

 

④金融機関との連携 

連携先：肥後銀行砥用支店・肥後銀行甲佐支店・日本政策金融公庫熊本支店 

理由：管内唯一の金融機関が肥後銀行。日本政策金融公庫も過去から取引実績が多い。 

手法：現在、特別な金融懇談会はないが、商工会の総会などに参加して頂いている。今後、年に１回

程度金融懇談会又は金融相談会、各種セミナーなどを共催していく。 

効果：経営発達支援事業を通じて策定した経営計画に必要な資金面での強化を図ることができる。 

 

（経営指導員等の資質向上等に関すること） 
 事業実施と併せて、本事業が誰にでも引き継げるようにマニュアル化並びに事業の効果検証によっ

てムダをそぎ落とし簡素化も進めていく。 

（チーム支援・ナレッジマネジメント） 

 商工会の日に合わせて、チーム支援（指導員・支援員同席巡回指導）を試験的に導入した。四半期

に１度はチーム支援の日と定め、２チーム（指導員１名と支援員２名）を編成し、巡回指導を実施す

る。  
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 本経営発達支援事業実施に際して全経営支援員に参画してもらうことで知識の共有化を図る。それ

ぞれ事務（記帳代行、共済、労働保険、商工会運営 他）を抱えている為、特定の経営支援員に負荷

がかかり過ぎないように注意しながら、それぞれの強みを活かしたチーム支援を確立していく。 

 

（個別支援スキル向上） 

 各種資格習得や中小企業大学校や熊本県商工会連合会の研修への参加を推奨する。研修に参加させ

ることで各職員が専門性を高め、他の職員にノウハウを共有することでチーム支援の強化も目指して

いく。 

 

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 

（手段） 

毎年度終了後に内部評価を行い、外部有識者評価を受け、公表用資料を作成し事務所内に設置し誰

でも閲覧可能かつ webサイトにて公表する。 

 

（外部有識者評価） 

予算状況に応じて下記メンバー１名以上の有識者から、評価をしてもらう。事前資料を提出し、弊

会指導員による説明会を開催し、後日評価表と提出してもらう。 

①肥後銀行砥用支店 支店長（金融機関の視点） 

②熊本県よろず支援拠点 チーフコーディネーター（公的支援機関・販路開拓支援者の視点） 

③熊本学園大学商学部 教授（商学マネジメント研究の視点） 

④熊本大学院社会文化科学研究科 教授（公共政策の視点） 

⑤熊本県中小企業診断士協会 会長（プロコンサルタント・中小企業診断士の視点） 

⑥民間経営コンサルタント（プロコンサルタントの視点） 

⑦美里町林務観光課商工係（行政の視点） 等 

 

（事業見直し） 

 評価を踏まえ、役職員会議にてより効果的な事業にするために改善点を検討し計画を見直す。 
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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 

（平成 30年 11月現在） 

（１）組織体制 

実施人員数 （策定委員）商工会長、副会長 2名 

            商業部会長、工業部会長、青年部長、女性部長  計 7名 

（本所）常勤 5名体制 事務局長 1名・経営指導員 1名・経営支援員 3名 

（支所）常勤 2名体制 経営指導員 1名・経営支援員 1名 

 

（経営発達支援事業実施体制）全職員 

主実行担当者   経営指導員 2名  

事務統括     事務局長 1名  

チーム支援・事務 経営支援員 4名 

 

 

（２）連絡先 

美里町商工会本所 住所 熊本県下益城郡美里町土喰 153 

          電話  0964-47-0336 

          ＦＡＸ 0964-47-2378 

          メールアドレス info@misato-shoukoukai.jp 

     中央支所 住所 熊本県下益城郡美里町堅志田 44-1 

          電話  0964-46-2314 

          ＦＡＸ 0964-46-3929 

担当者  経営指導員 

             メールアドレス info@misato-shoukoukai.jp 

 

（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） 

 
H31 H32 H33 H34 H35   

必要な資金の額 3,800 3,800 3,500 3,500 3,500   

 WEBサイト改修費 300 300      

 セミナー開催費等 500 500 500 500 500   

 専門家派遣費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   

 商談会等ブース費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   

 商談会等参加費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   

（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、国補助金、県補助金、市補助金、手数料収入 

（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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経営発達支援 

（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 

連携する内容 

美里町商工会経営支援基本プログラム合意先企業への、半期毎専門家同伴指導の際に熊本県商 

工会連合会や熊本県よろず支援拠点と連携する。美里町が力を入れている観光事業について連

携していく。 

地域連携支援システム 

その他各種専門支援機関との連携に関しては、熊本県で構築を図っている『地域連携支援シス

テム』に準じて、弊会が担う 1 次対応から専門的支援を 2 次対応先である『（仮）経営支援サ

ポ―トセンター』へ要請することで効率化・高度化を図る。 

各事業の連携について 

美里町商工会版経営支援プログラムを確立する為に、弊会の支援各段階で下記の専門団体（役

割）と継続して連携する。 

連携者及びその役割 

●熊本県 知事 蒲島郁夫 

熊本市中央区水前寺 6-18-1、電話 096-333-2316 経営革新や県施策などで全般的に連携 

●美里 町長 上田泰弘氏 

熊本県下益城郡美里町馬場 1100 番地、電話 0964-46-2111 観光商工振興で全般的に連携 

●熊本県商工会連合会・県北県南経営支援サポートオフィス 会長 笠愛一郎氏 

熊本県熊本市中央区安政町 3-13、電話 096-325-5161 

個別支援、専門家派遣において専門的な 2 次対応先 

●熊本県よろず支援拠点 代表コーディネータ 鹿子木康氏 

熊本県上益城郡益城町田原 2081-10、電話 096-286-3355 販路開拓支援に係る具体的施策の相

談先 

●日本政策金融公庫熊本支店国民生活事業部事業統括 山藤 泰之氏 

熊本県熊本市中央区安政町 4-22、電話 096-353-6121 マル経融資、創業融資や各種資金調達面

での支援 

●株式会社肥後銀行砥用支店支店長 錦戸洋一氏 

熊本県下益城郡美里町原町１４６、電話:0964-47-0202 創業融資や各種資金調達面での支援 

※その他、必要に応じて適時連携を行う。 

連携体系図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

美里町管内小規模事業者 

美里町商工会 

美里町産業連携会議 

美里町 
 

 

地域連携支援システム 

県連・サポートオフィス 

よろず支援拠点 

地域金融機関 

農業者・団体 


