
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
鹿島商工会議所（法人番号１３００００５００３４７９ ） 

実施期間 平成３０年４月１日 ～ 平成３５年３月３１日 

目標 

「産業振興で鹿島の地域経済の活性化を生みだす。」 

 鹿島商工会議所は、鹿島市の現状・課題を踏まえ、小規模事業者の「売上アップ」

「創業・第二創業支援」「販路拡大」「地域資源を活用した商品開発」を基本方針と

し、持続的発展・伴走型支援で経営発達支援事業を実施する。 

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事 

  従来のアンケート調査と経営課題を掘り起こすため新たなアンケートを実施、

同時に国・県・市・金融機関等が保有する統計データを活用し経営支援の基礎

資料とする。 

 ２．経営状況の分析に関する事 

  経営指導員等が支援対象先（青色申告・決算支援・金融相談支援）等から売上

減・資金繰り難等経営課題の改善策・方向性の確立のため事業計画策定につな

げる。 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

  売上増・経営継続の具体的策を盛り込んだ事業計画策定の必要・重要性の啓蒙

活動に取組み、関係機関との連携を強化して事業計画の策定支援を実施する。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画策定後、定期的な巡回（四半期毎）を強化し、計画の進捗状況を把握

し、課題がある事業者に解決策を提案するなど伴走型支援を実施する。 

 ５．需要動向に関すること 

  食料品関係事業者のために、「試食評価会」で消費者・バイヤーへ調査を実施

し、調査結果をフィードバックすることでマーケットインの考え方を浸透させ

る。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  小規模事業者が商談会等に出展するための、事前・当日・事後支援を実施し商

談成立を目指す。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 １．地域経済活性化事業 

 （１）地域ブランド販路開発事業 

 （２）地元企業への人材定着・人材育成 

 （３）商店街活性化事業 

 （４）情報発信と市内周遊コースづくり事業 

 

連絡先 

佐賀県鹿島市大字高津原４２９６番地４１ 

 電話番号  ０９５４－６３－３２３１ 

 ＦＡＸ番号 ０９５４－６３－３２３５ 

 鹿島商工会議所 中小企業相談所 
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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．鹿島市の現状 

 
 鹿島商工会議所の位置する鹿島市は、佐賀県南西部に位置し面積１１２㎢、市の人口は２９，

８５５人（平成２９年９月３０日現在）、東に有明海・西は長崎県との県境・南に多良岳山系・

北は有明海海岸沿いの平野で構成され、長崎脇街道と港など交通の要所として農業・漁業商工業

が栄え、県南西部の行政及び経済拠点として繁栄してきた城下町である。 

 

市内には、日本三大稲荷「祐徳稲荷神社」「有明海の干潟」（平成２７年６月ラムサール条約湿

地に登録）の海産物「海苔」と多良岳山系の豊かな水による農産物「米」「みかん」等地域資源

に恵まれている。 

江戸時代から清水や良質な米に恵まれ、酒の蔵元や味噌等の発酵事業者が多く、特に市内にあ

る６酒蔵の中の一つがＩＷＣ*1 の日本酒部門で最高賞チャンピオン・サケ（世界一）を受賞し

たのをきっかけに、６蔵同時の蔵開きを開催（酒蔵ツーリズム®）するなど伝統的な産業の育成

をつづけてきた。 

また、シェア世界一のシリンダライナ（新造船大型ディーゼルエンジン部品）やファインブラ

ンキングプレス（一行程で精密打抜き加工を行うプレス機械で日本塑性加工学会大賞受賞）等も

のづくり技術で世界的に有名な企業もある。 

 

 中心市街地では、鹿島スカイロード商店街近代化事業（平成１０年度完成）・さくら通り商店

街街路整備事業（平成１６年度完成）を実施したもののにぎわい創出に繋がっていないのが現実

で、平成１９年度には鹿島市がコンパクトシティ構想をうけ「中心市街地活性化基本計画」の策

定したが、計画の核である「発酵の館」建設が暗礁に乗り上げ中止を余儀なくされ計画提出を断

念した。 

          

  

 
 

 

 

 一方、リーマンショック以降の長引く不況や人口減少による、売上低迷と後継者不足で事業廃

業がみられる。 

 

佐賀県 
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特に、小規模事業所数の推移状況を佐賀県のマイナス４．６％と比較しても鹿島市の事業所数

推移は１６．４％の減少(平成１６年２８年対比)と特出しており、地元での就職が難しい環境が

ある。 

加えて、消費者ニーズの多様化や近隣都市（武雄市・佐賀市）との競争激化による中心商店街

の衰退等都市環境問題、１０代から２０代の年齢別人口移動では地元求人減で市外流出・Ｕター

ン、Ｉターン転職による人口流入が少ない状況にあり、人口減少と共に歯止め策が急務である。 

 

鹿島市の人口推移・将来予想 

 

 
 

昭和３０年に人口３９，３９２人をピークに平成２７年には２３％減の人口３０，５４０人になり、産

業人口の割合をみてみると、第一次産業１３％・二次産業２６％・三次産業６１％である。 

 また、国立社会保険・人口問題研究所の試算では、５年後に老年人口が３０％を超し、１０年後には人

口１３％減の２６，２９１人、２０年後には２２％減の２３，７５６人とされている。 

 

・事業所数の推移 

 
Ｈ１６年 Ｈ２１年 Ｈ２８年 

Ｈ２８年度 

/Ｈ１６年度 

鹿島市の事業所数 １，８７１ １，７３６ １，５６５ ８３．６％ 

佐賀県の事業所数 ４０，２９０ ４１，４０８ ３８，４２９ ９５．４％ 

 

*1 ＩＷＣ（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）：毎年ロンドンで開催される世界最大規模・最高権威

のワイン品評会で、平成２３年に富久千代酒造㈲の「鍋島 大吟醸」が最高賞を受賞した。 

 

２．鹿島商工会議所の取組み状況 
 

 鹿島商工会議所は、昭和５５年４月の設立し小規模事業者への直接的な経営支援として金融・

税務・記帳・労働等の指導を中心に支援強化に努めてきた。 

 管内小規模事業所数１，５６５事業所（Ｈ２８年総務省経済センサスより）のうち会員数は７

５４事業所（平成２８年度鹿島商工会議所事業報告書より）で会員加入率４８．２％であり、毎

年減少傾向にある。 
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 当所は、平成２０年度から有能な人材を育成・確保したい企業と正社員で経験が少ない求職者

等とのマッチングを促進する制度「職業能力システム普及促進事業*2」を導入した。人材育成訓

練においては、訓練生の９２．５％が正規雇用となり、国が設定した目標値を平成２２年度から

５年連続で達成するなど全国でも上位の成績をおさめている。 

 

 また、平成２６年度より小規模事業者の経営に関する課題は専門的かつ多種多様化している

ことから、中小企業診断士・弁護士等による相談窓口を開設し、迅速なアドバイスをするワンス

トップ支援で解決への糸口を提案・助言している。 

 

 以上のことを踏まえ、鹿島商工会議所は１０年後以降も地域の経済基盤を確立し、地元の小規

模事業者から信頼・期待される唯一の経済団体になる。 

 
*2 ジョブ・カード制度（日本商工会議所から委託）：ジョブ・カードという３種類のシート（①キャリア・プ

ラン、②職務経歴、③職業能力証明）を活用した Off-JT（座学等）と OJT（実習）を効果的に組み合わせた

職業訓練を通じ、有能な人材を育成したい企業と正社員の経験が少ない求職者とのマッチングを促進する

国の制度。  

 

 

３．基本方針 
 鹿島商工会議所は、「小規模事業者の売上アップ」「創業・第二創業支援」「小規模事業者の

販路拡大」「地域資源を活用した商品開発」を基本方針とする、以下の経営発達支援事業を実

施する。 

 

①計画期間内に行う経営指導員等による巡回やアンケート調査等を通じ、経営課題の抽出や 

事業計画策定実施の助言・フォローアップで経営発達支援を行う。 

 

 ②専門的な課題解決のため、「かしまビジネスサポートセンター*3」（以下「かしま-biz」とい

う。）を鹿島商工会議所内に設置し、ワンストップ型による経営発達支援を行う。 

 

 ③事業承継の次世代経営者や創業・第二創業を目指す方への経営発達支援を行う。 

 

 ④「鹿島市産業連携活性化協議会*4」（以下「連携協」という。）・鹿島市産業活性化施設「海

道しるべ*5」・九州大学、佐賀大学・地域金融機関*6 等との連携による地域資源を活用した

新商品開発・販路拡大による経営発達支援を行う。 

 
*3 かしまビジネスサポートセンター：鹿島市と一体となり、持続的・高度な専門性をもって支援を行う常設

の相談窓口を設置して、販路拡大・商品開発・起業創業・事業承継・パッケージング・ブランディング・

マーケティング・人材育成・経営セミナーの開催・補助金申請に必要な事業計画策定支援・商取引に関す

る法律全般・労働雇用関係・公的資金の斡旋で伴奏型支援を行う。（平成 27年 4月 1 日設立） 

 

*4 鹿島市産業連携活性化協議会（以下、「活性化協議会」という）：鹿島市と鹿島商工会議所が協力し設立し

た協議会。（佐賀みどり農業協同組合・佐賀県有明海漁業協同組合・㈳鹿島市観光協会・鹿島嬉野森林組合

と連携を図り、鹿島市の施策に反映することを目指す。（平成 27年 4月 14日設立。2 委員会があり鹿島商

工会議所職員がリードする、産業連携推進委員会の鹿島市の情報発信、文化交流、市民への産業の啓蒙活

動を実施） 
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*5 鹿島市産業活性化施設「海道（みち）しるべ」：様々な地域資源の発掘をする拠点施設で、一次産業から三

次産業までのあらゆる分野の加工・実験が可能な施設で、最新鋭の特殊加工機器を保有している。（平成 26

年 4月 30 日開設） 

 

*6 鹿島市・鹿島商工会議所・地域金融機関（佐賀銀行、佐賀共栄銀行、九州ひぜん信用金庫、佐賀西信用組

合、親和銀行、日本政策金融公庫）の３者は第６次鹿島市総合計画の基本理念である「しごと・ものづく

り・ひとづくり・まちづくりの好循環」の実現にむけて「販路拡大、創業促進、事業承継・人材育成など

に協同で取り組む」ことで三者連携協定書を締結し、毎月１回の定例会を開催し情報交換等を実施してい

る。（平成 27 年 12 月 24 日締結） 

 

【重点目標】 

「産業振興で鹿島の地域活性化を生みだす。」 
 

１．経営課題抽出調査 

 ・目標 巡回事業所    ８００事業所／年 

     調査事業所    １５０事業所／年 

 

地区別と業種別に分けて巡回を実施し、巡回時にアンケート調査を行い小規模事業者の 

経営課題を抽出することに活用する。売上高等のデータは鹿島市の景況判断の材料にいか

し、調査データは県・市の施策に反映できるよう働きかける。 

 

２．経営分析・需要動向調査 

 ・目標 ７２０事業所／５年間 

 

   小規模事業者の持続的発展に向け、地域経済動向や需要動向調査を行い、データベース化

した資料は経営分析や事業計画策定の基礎資料として活用する。 

 

３．事業計画策定・実施支援 

 ・目標 １５０事業所／５年間 

 

経営指導員等は、経営分析によって小規模事業者の「強み」と「弱み」を明確にし、販売 

戦略を盛り込んだ「事業計画書」の策定と実施を支援する。事業計画策定実施には、商工会

議所とかしま‐biz を中心として専門家・金融機関・佐賀県よろず支援拠点等の助言を積極

的に活用する。 

 

４．創業・第二創業支援 

 ・目標 ３５事業所／５年間 

 

創業や第二創業を目指す事業者が歩みだすきっかけづくりのために、専用相談窓口を常時

開設し鹿島市や金融機関との連携により創業・第二創業者の掘り起しを行う。 

 

５．新たな需要開拓に寄与する事業 

 ・目標 新商品    １０件／５年間 

     展示会等参加 ８０事業所／５年間 
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事業計画実施や売上低迷に悩む小規模事業者に、商品開発や販路拡大の情報を提供する。 

商品開発は、全産業のあらゆる分野で加工・実験ができる「海道しるべ」や佐賀県工業技術セ

ンターの活用を紹介し、試作品開発のきっかけづくりを支援する。 

地域資源を活用した商品は、活性化協議会の委員会を通じ商談会・展示会への出店を支援する

とともに、鹿島地域ブランドとして認定した商品については、鹿島商工会議所が参加する商談

会・展示会等で紹介する。 
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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（平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

鹿島商工会議所は、「小規模事業者の売上アップ」「創業・第二創業支援」「小規模事業者の販

路拡大」「地域資源を活用した商品開発」に基づき、小規模事業者の支援連携概要図に示した機

関との連携を図ることで、経営支援事業を円滑に実施する。 

特に専門的な課題については、専門家を交え当所・かしま‐bizがワンストップで解決に当た

り支援の拠点となる。 

 

小規模事業者の支援連携概要図 
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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【指針③】 

当所では、管内小規模事業者の景況や経営課題を把握するため、経営指導員等が巡回指導時に

小規模事業者を対象にした「満足度調査」「お悩みアンケート」「ＬＯＢＯ調査」を実施し集計し

ている。 

 

今後、これらの調査に加え「中小企業景況調査」を新たに実施し、地域の経済動向を明らかに

するとともに、業種別・地域別・規模別にデータ分析し、結果を随時当所ホームページに掲載し、

広報誌「かしま商工会議所ニュース」（３回／年）及び新聞オリコミ（２回／年）で公表する。

また、経営指導員等の巡回時に基礎資料とし経営相談・経営発達（「経営分析」「事業計画策定」

「創業支援」等）に活用する。 

 

（実施する調査内容） 

（１）お悩みアンケート（独自アンケート：下記事業所シート利用） 

      サンプル数 小規模事業者３００事業所（管内小規模事業者の概ね２０％） 

     調査時期  年１回実施 

     調査項目  経営上の悩み・自社の「強み」「弱み」下記主な調査項目参照 

     調査方法  訪問時による対面ヒアリング調査 

     活用方法  管内の経営課題を抱えている事業所を把握し、県・市の政策・事業計画

策定へ繋げる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な調査項目 

・従業員数 

・後継者の有無 

・立地条件 

・売上（販売先、動向等） 

・仕入（納入先、動向等） 

・ＰＲ方法 

・販売管理費 

・顧客層 

・借入状況 

・強み、弱み 

・資金調達状況 

・今後の経営方針、経営者の考え方 

・その他 

（経営指導員等が気付いた事） 

など 
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（２）中小企業景況調査（業種別） 

サンプル数 小規模事業者１５０事業所（管内小規模事業者の概ね１０％） 

調査時期  半期毎実施 

調査項目  売上高・採算・仕入単価・従業員・資金繰り 

(前年同月比と今後の見通し) 

     調査方法  訪問時の対面ヒアリング調査 

     活用方法  業種毎に集計分析し、事業計画策定に活用する 

 

（３）ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測調査） 

      サンプル数 ５事業所（管内小規模事業者の概ね０．３％） 

     調査時期  毎月実施 

     調査項目  業況・売上高・採算・仕入単価・従業員・資金繰り 

(前年同月比と今後の見通し) 

     調査方法  訪問時の対面ヒアリング調査 

     活用方法  全国・九州管内・県内・市内の業況把握 

 

（４）前述の調査に加えて、小規模事業者の経営課題解決に必要な情報は、国・県・市及び金融

機関などが有する統計情報・インターネット等を利用して収集する。収集した情報は経営発

達計画の基礎資料として活用し、上記以外の調査が必要な場合は随時実施する。 

 

（目 標） 

調査名 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

お悩みアンケート 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

中小企業景況調査 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

ＬＯＢＯ調査 年１２回 年１２回 年１２回 年１２回 年１２回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

当所では従来、金融（資金調達）・税務（確定申告）・労務（労働保険事務代行）・記帳（帳

簿作成）等直面する問題に対しての支援を行ってきたが、経営分析までには至っていなかっ

た。 

今後は、経営分析を行い小規模事業者の課題を抽出し、その課題を解決するため、事業計画

書策定へとつなげる。 

経営分析の手法は以下の通りとする。 

（事業内容） 

（１）経営分析事業所の抽出 

前述の「お悩みアンケート」を実施した事業所および当所で青色申告・決算支援相談・金融

支援相談等を受けている事業所の中から、売上減、資金繰り難等の傾向が見られた事業所を対

象に分析を行う。分析項目を聞き取るために現地確認も兼ねて巡回指導を実施する。 

 

（２） 分析項目 

財務内容(決算書：売上・仕入・販売管理費)、資金繰り、顧客層、 

販売する商品・提供する役務の内容、技術・ノウハウ、従業員数、 

商品・役務の PR方法、借入状況、経営方針等 
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（３）経営分析の方法 

  経営指導員は事業所と共に経営課題を明確にするため、以下の課題を中心に経営分析を行 

う。 

①事業所の商品・役務の強み・弱みを把握するためＳＷＯＴ分析で行う。 

  ②業界動向や市場規模を把握するため、矢野経済研究所等の業種別データを活用し分析

を行う。 

 ③経済産業省推奨のローカルベンチマーク・中小企業基盤整備機構提供の経営自己診 

断システムを利用し、財務分析を行う。 

 

（４）経営分析結果の活用 

分析の結果は、経営指導員やかしま-ｂizの専門家との意見を交えながら小規模事業者にフ

ィードバックし、課題解決を行うため事業計画書策定へとつなげる。また分析結果が視認化

できるように、今後は日本商工会議所業務用ソフトＴＯＡＳ（トーアス）の「経営カルテ管

理」利活用することで一元的な管理を行う。 

 

（目 標） 

 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

経営状況分析事業所数 １３０ １４０ １４５ １５０ １５５ 

   

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

従来の、事業計画策定支援は制度融資の利用時や補助金申請のための事業計画となっていた。 

 

今後は、小規模事業者の「売上増加の強化（稼ぐ力）」に絞り込んだ事業計画策定の支援を行

うため、事業計画策定セミナーや個別相談会を開催し、事業計画策定の必要性・重要性を理解し

てもらうよう啓蒙活動に取組む。 

  

また、創業・第二創業者を支援するため創業相談窓口を常時設置し、鹿島市や連携協定書締結金

融機関など支援機関との連携を強化し、新たな創業者や第二創業者の掘り起しに取組む。 

  

（事業内容）  

（１）策定支援事業者の掘り起し 

  ①鹿島商工会議所は、小規模事業者に事業計画策定の必要性について、「売上増加の強化」

をテーマにしたセミナー（年３回）を開催する。募集については、巡回指導時・窓口相談

時及び管内のケーブルＴＶのＣＭ等で実施する。 

   また、セミナー開催時に経営指導員等と専門家による個別相談会を同時に実施して、面

談者終了後は経営指導員等と専門会が巡回し、事業計画策定の重要性について重ねて啓蒙

活動を行う。 

②鹿島商工会議所で青色申告や決算支援相談をうけている事業所約２００事業所及び経営

分析を行った（２．経営状況の分析に関すること【指針①】）小規模事業者を対象にして

「事業計画策定」の必要性について啓蒙活動を行う。 

 

（２）事業計画策定支援 

①策定にあたって、かしま‐bizの専門家や「ミラサポ」の専門家と連携し策定の支援を実

施する。 
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②事業計画策定資料として、地域経済動向調査及び前述の経営分析結果をふまえ、業種別の

経済動向・消費者需要動向調査結果を活用し、計画書の妥当性を提案して事業計画策定支

援を実施する。 

 

（３）創業・第二創業 

①巡回相談・窓口相談と金融機関（佐賀銀行、佐賀共栄銀行、親和銀行、九州ひぜん信用金

庫、佐賀西信用組合）との月毎情報（創業・第二創業）交換会により、創業・第二創業時

の補助金等の支援策や空き店舗情報等を共有し、同支援策等情報は商工会議所ホームペー

ジに掲載し、創業者の掘り起しを行う。 

 

②鹿島商工会議所が収集したトレンド・業種動向等調査結果を利用し、専門家・金融機関等

を交えて実現可能な事業計画を策定します。また、創業希望業種と事業継承希望事業所と

のマッチングを行う。 

 

（目 標） 

支援内容 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

事業計画書策定セミナー ３ ３ ３ ３ ３ 

事業計画策定事業所 ３０ ４５ ６８ １００ １５０ 

創業者・第二創業支援 ５ ７ ７ ８ ８ 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

経営指導員等は、事業計画策定後、定期的な巡回を強化して事業計画の進捗状況を把握し、事

業計画策定事業者の課題解決を図るため伴走型支援を実施する。 

 

（実施内容） 

（１）事業計画書策定事業者には四半期毎、特に創業・第二創業者には創業後５年間四半期毎に

進捗（営業状況・労務及び税務等）状況を把握するため、経営指導員等は巡回支援を行う。

尚、計画目標に達している事業所には巡回頻度を軽減し、計画目標に達していない事業者に

は、巡回頻度を増やし事業計画の修正・変更等を含めた提案する。専門的な課題には、かし

ま‐bizの専門家と連携し改善策等を助言し必要に応じたフォロー支援を行う。 

 

（２）事業計画に必要な資金調達（償還可能な事業計画による）は、日本政策金融公庫の小規模

事業者経営発達支援融資制度等の積極的な利用促進又は金融機関等の制度融資の活用を助

言及び実施事業計画書をベースとした計画書の策定支援を行う。 

   また、販売促進のため小規模事業者持続化補助金の積極的活用の提案や経営支援補助金

等の活用助言及び必要な事業計画書の策定・申請支援を行う。 

 

（目 標） 
支援内容 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

事業計画策定後支援件数 ３０ ４５ ６８ １００ １５０ 

創業・第二創業支援件数 ５ ７ ７ ８ ８ 

フォローアップ支援数 １４０ ２０８ ３００ ４３２ ６３２ 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 鹿島市は豊富な水や農・海産物に恵まれ、食料品関係の事業者が多数ある。一部の小規模事業

者は商談会等に出展するものの、消費者ニーズの把握やバイヤーへのアプローチ方法も分から

ずに出展されていた。当所も出展される小規模事業者への支援体制が整っていなかった。 

今回食料品関係の事業者の中から菓子製造業１０社、佃煮・漬物製造業６社を抽出し、当所が

年１回開催する試食評価会を通じて、消費者ニーズや需要を明確にした販売戦略であるマーケ

ットインの考え方を浸透させる。 

   

 （１）一般消費者とバイヤーによる試食評価会の実施 

小規模事業者が提供している商品に対しての試食評価会を実施し、率直な消費者・バイヤ

ーへの下記調査項目に、専門家・経営指導員等が支援・助言を行い、売れる商品づくりにつ

なげる。 

【調査項目】（消費者・バイヤー共通） 

 ・参加事業所から一品出品してもらい、「価格、味、量、見た目（パッケージ等）、購買意

欲」について調査する。 

 

  【手段・方法】 

   試食評価会において消費者・バイヤーを一堂に集め、出品された商品を試食する。消費者・

バイヤーは当所が用意したアンケート用紙（商品毎）に記入し、回収する。 

    消費者１００名（２０代～・３０代～・４０代～・５０代～・６０代以上を年代別に男

女各１０名を対象とする） 

    バイヤー５名 

 

  【分析方法】 

   消費者アンケート：年代別・男女別に集計を行い、結果報告書を作成する。 

   バイヤーアンケート：調査項目別に集計し結果報告書を作成する。 

 

【成果の活用】 

結果報告書により、経営指導員と専門家の意見を交えながら小規模事業者にフィードバッ

クし、売れる商品づくりやターゲット層の把握等につなげる。 

 

  （目標） 

 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 
試食評価会開催数 １ １ １ １ １ 

参加事業所数 １６ １６ １６ １６ １６ 

アンケート数 １６８０ １６８０ １６８０ １６８０ １６８０ 

調査結果提供数 １６ １６ １６ １６ １６ 

   

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

前述の需要動向調査で消費者ニーズや売れる商品等を把握した結果を踏まえ、当所は既存商

品の改良や新商品開発を支援し、食料品製造業者に商談会等の開催情報を個別に案内し、新たな

顧客開拓のために以下の事業を実施する。 
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（１）商品開発支援 

  長年、鹿島市の特産品となるような商品、そのお店の目玉・看板商品となるような商品は作

られず、お店自体の魅力も低下してきた。当所は試食評価会に参加した事業者の中で、得ら

れた消費者やバイヤーの意見を取り入れて鹿島市の特産品となるような新商品開発を支援

する。 

  【支援内容】 

  ・加工・試作ができる施設「海道しるべ」や成分分析ができる「佐賀県工業技術センター」

の活用を紹介し、商品開発への意欲を高める。 

・新商品は当所が参加する商談会等への出展を支援する。 

 

（２）商談会等出展支援 

当所は食料品関係事業者と販路拡大・情報収集を行うために、佐賀県・福岡県で開催される

商談会・展示会等に参加する。 

 【参加する主な商談会等の名称】 

  ・佐賀県特産品商談会（佐賀県主催）年１回開催 

  ※食料品に特化した商談会であり、国内外から１１３社のバイヤーが集い、テストマーケテ

ィングが行え、出展費用が抑えられるため事業者が出展しやすい。 

  ・Food EXPO Kyusyu（福岡市で開催）年１回開催 

  ※食料品に特化した商談会であり、国内外から約１５０社のバイヤーが集い、海外展開まで

含めた大規模な販路拡大が見込まれる。 

 

 【支援内容】 

  〇出展前支援 

当所で商談会参加２ヶ月前に以下の内容で出展事前セミナーを各々１回開催し、セミナー

終了後に経営指導員や専門家が個別相談に応じる。 

  ・ＦＣＰ商談シートを活用して自社商品の再確認 

・プレゼン、接客のアドバイス 

・レイアウトのアドバイス 

・パンフレット、リーフレットの作成 

 

〇出展当日支援 

 経営指導員が事業者と同行し、以下の支援を実施する。 

・のぼり旗の位置・商品の陳列方法など、来場者の目に留まるような展示レイアウトについ

てサポートする。 

・試食を渡すタイミングやアプローチのタイミングを接客・営業経験がある経営指導員がサ

ポートする。 

・商品の特徴を的確にバイヤーに伝えるため、ＦＣＰ商談シートを利用した提案方法を最終

確認する。 

〇出展後支援 

 専門家、経営指導員が個別で事業者に聞き取り、以下の支援を実施する。 

・１週間以内に名刺交換したバイヤーと自社商品のコンセプトが一致するかリサーチし、バ

イヤーのコンセプトに合った具体的な商品提案を行う。 

・契約方法や価格設定等、商談成立までのフォローを行う。 

・商談不成立の場合、次回の商談会等に向けて出展商品やプレゼン方法を見直し、原因究明

や改善のフォローを行う。 
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（目 標） 

支援内容 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

新商品開発数 ２ ２ ２ ２ ２ 

商談会セミナー回数 ２ ２ ２ ２ ２ 

出展事前セミナー参

加事業者数 
１０ １２ １５ ２０ ２３ 

商談会等参加回数 ２ ２ ２ ２ ２ 

 佐賀県商談会 １ １ １ １ １ 

 Food EXPO Kyusyu １ １ １ １ １ 

出店事業者数 １０ １２ １５ ２０ ２３ 

佐賀県商談会 ５ ６ ８ １０ １２ 

 Food EXPO Kyusyu ５ ６ ７ １０ １１ 

商談会等成約件数 １ １ ２ ２ ２ 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

  

１．地域経済活性化事業 

今後は、活性化協議会・鹿島市総合戦略まち・ひと・しごと創生会議の構成メンバーを一同に

集め地域活性化の方向性を年１回検討し検討結果をふまえ、交流人口・定住人口増加を目的とし

た各事業を開催する。「地域ブランド販路開発」「地元企業への定着と人材育成」「商店街活性化」

「観光情報発信と市内周遊コースづくり」事業に取組む。 

 

（１）地域ブランド販路開発事業 

  鹿島商工会議所と活性化協議会は年６回定例会を開催し、構成機関の協力により鹿島特有

地域資源の掘り起しや一次産品への付加価値を付けた商品開発を実施している。 

また、活性化協議会で認定する、既存の商品・開発した商品に地域統一ブランド名「かしま

デリカテッセン」を商談会・展示会に参加してＰＲを行う。また、市内の拠点施設などで展示・

販売し地域ブランドの浸透を図る。 

  

（２）地元企業への定着と人材育成事業 

  市内企業の求人情報（募集方法・採用計画・募集職種・会社説明会等）を収集し、市内高校

（鹿島高校、鹿島実業高校）・近隣高校（嬉野高校、塩田工業高校、太良高校、白石高校・佐

賀農業高校）・大学（佐賀大学、西九州大学）への求人情報を発信し、地元企業への就職を促

すとともに若者の市外流出歯止めと地元企業の人材確保に繋げる。 

  また、求人情報と鹿島の事業所を発信することでＵターン・Iターン転職希望者による、流

入人口の増加に繋げる。 

さらに、人材育成の一環として、社内・社外研修会等の受講料一部を補助する「人材育成補

助金」と「職業能力形成システム普及促進事業」の活用により企業の人材育成に寄与する。 

 

（３）商店街活性化事業 

  鹿島商工会議所とかしま‐biz は以下の商店街支援を実施する。 
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①祐徳門前商店街支援事業 

ⅰ．昔の門前商店街の賑わいをとりもどすため「街なみ環境整備事業」が計画された。ア

ーケードの改修、公園や歩道整備が予定されている。当所から街なみ環境整備事業委員

会（年４回開催）に参画し活性化策・方向性について提案する。 

   ⅱ．佐賀大学の“地（知）の拠点事業*7”により、学生の参画で祐徳門前商店街魅力創出

を実施する鹿島市とかしま‐biz は連携し、空き店舗を利用したチャレンジショップの

チャレンジャー募集及び経営のアドバイスを実施するとともに、既存個店指導で魅力向

上（個性創出、ポップ広告作成、陳列法、品揃え等）を支援する。また、ソフト事業実

施時は、人的協力並びに経費の一部補助を実施する。 

   ⅲ．インバウンドの観光客増加に対応できる店づくり（免税店制度、多国語表示、Wi-Fi

活用法）を鹿島市とともに支援する。 
*7 地（知）の拠点事業：文部科学省事業で、地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラ

ムの改革を断行する大学の取組を支援することで、地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を

目的とした、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業。  

 

  ②中心商店街支援事業 

   ⅰ．子育て世代の育児支援や高齢者の生き甲斐づくりの為に、商店街の空き店舗を活用し

た鹿島市民交流プラザ通称「かたらい」が開設された。当該施設利用者を商店街へ回遊

させるヒントを得るため「利用者アンケート」を実施する。調査結果は、今後の鹿島市

の施策に反映させ、商店街の賑いづくりを目指す。 

 

ⅱ．鹿島商工会議所のホームページにおいて、鹿島商工会議所と不動産業者・地主及び商

店街との情報交換（年４回）で得た情報を「空き店舗情報」コーナー開設し、空き店舗

情報や出店支援策等の情報を発信するとともに、鹿島市が行う改装費補助や借入金の利

息補填の利用・活用を提案促進する。 

ⅲ．鹿島商工会議所は、にぎわい創出のため市民や商店街が一体となる既存イベント（駐

車場利用で屋台を集めた「屋台村」、高校・福祉施設による特産品販売「心つなぐお店」

市民が育てた野菜の販売する「プランター栽培＆販売」、地元高校生と商店街が一体で「花

いっぱい事業」等を今後も支援実施する。 

 

（４）情報発信と市内周遊コースづくり事業 

下記記述の①～⑥までの「市内の観光拠点」を、点から線（面）にするため市内周遊コー

スを設定する。 

鹿島商工会議所は、年６回開催「かしま観光戦略会議*8」の策定した市内周遊コースを構

成団体のホームページに掲載するとともに、九州中部商工連合会*9 の「観光資源データベ

ース」への登録等を利用して地域の魅力発信を行う。 

   ターゲット別、目的別、滞在時間別等の市内周遊コースづくりを実施する。 

 

市内の観光拠点 

①祐徳稲荷神社 

 １６８７年創建され日本３大稲荷で別称「鎮西日光」と呼ば

れ、年間３００万人の観光客が訪れている。 

近年は、ＬＣＣ利用者であるアジア諸国からの観光客が増え、

特に、タイ国内でヒットした映画「タイムライン」やドラマの

ロケ地という事もありタイ人観光客が増えている。 
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②かしま酒蔵ツーリズム® 

「酒蔵を巡り、 蔵人と触れ合い、 彼の作る酒を味わう。 

その酒が生まれた土地を散策しながら食や文化、 

歴史を全身で楽しむ」（鹿島酒蔵ツーリズム®ＨＰより） 

平成２３年富久千代酒造の「鍋島大吟醸」がＩＷＣの日本酒部

門世界一受賞をきっかけに「鹿島酒蔵ツーリズム®推進協議会」

が市内６酒蔵、鹿島市、観光協会、商工会議所等で発足し、「酒蔵ツーリズム®」を名称

登録して日本酒で地域活性化を実施している。 

 平成２９年３月で６回目となる鹿島酒蔵ツーリズム®では、６酒蔵の同時蔵開きだけ

ではなく市内各地で関連イベントが実施された。また、お隣の嬉野市から３酒蔵の参加

もあり、２日間で７００００人の観光客が訪れた。また、秋には「はしご酒」企画を鹿

島の飲食店と酒蔵を組み合わせて「日本酒と肴」で多くの参加者を集めた。 

 今後は、日本酒で１年を通して人を呼べる仕掛けづくりを考えている。 

 

③肥前浜宿酒蔵通り 

江戸時代後期から昭和初期の姿が色濃く残っておりノスタ

ルジーを感じさせる鹿島市浜地区の「浜中町八本木・庄津町・

金屋町」が２００６年文化庁の重要伝統的建造物群保存地区に

選定された。この地区には酒・醤油など発酵の香りがただよい

観光客も多く趣のある地区で、近年は、若者層の移住・創業が

みられる。 

 鹿島商工会議所は、酒蔵通りの空き店舗対策（民宿事業等）として鹿島市と連携し浜

宿での創業を推進し、創業と事業継続できるよう経営指導サポート支援を行う。 

  

④道の駅鹿島 

鹿島市民で組織・運営されている道の駅鹿島は、全国で唯

一干潟体験ができ、全国から修学旅行生１５０００人の干潟

体験利用者がある。国土交通省から全国３５か所の重点「道

の駅」の一つに選定され、日本政府観光局から「認定外国人

観光案内所」に認定された。隣接する干潟展望所では、有明

海に住む特有な干潟生物の生態を見ることが可能で、毎年５

月には干潟の運動会「鹿島ガタリンピック」が開催され、干

潟の「負」のイメージ（泥臭い）を払拭した。 

 

⑤有明海干潟 

熊本県荒尾市に続いて、鹿島市は佐賀市とともに環境省よりラ

ムサール条約の採択を受けた。シギ・チドリネットワーク*9 の登

録地でもあり環有明海各地域が連携して、有明海干潟の保全に繋

がることで地域観光資源の一つとなる。 

今後は、「ラムサールブランド」商品の開発する。 
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⑥鹿島ニューツーリズム推進協議会 

 山と海、この二つの自然を楽しめる環境を鹿島では「ニ

ューツーリズム」と提唱している。 

○里山：春の山菜採り体験・玉ねぎ収穫やみかん狩り 

体験（春と秋）・鹿島 de里山体験・昆虫採り体験・ぶ

どう狩り体験・さつま芋掘り体験 

○有明海：干潟体験・ミニガタリンピック・むつかけ体

験・ 海苔の手すき体験・干潟環境教室・棚じぶ漁体験・

有明海の生き物観察（干潟展望館） 

○民宿「みんなの家」は、昭和初期建てられた民家を利用した農業体験型民宿です。鹿

島ニューツーリズム推進協議会では、今後民宿の拡大をめざす。 

○星廼会（ほしのかい）では、鹿島産の小麦から自家製釜で焼くピザ作り体験ができる。 

上記以外にも、「冬の有明海まるごと体験」「オレンジロードのんびりウォーク」 

「経ヶ岳登山」等の体験ができる。 
*9 九州中部商工連合会（委員会年４回、ワーキンググループ会議年４回） 

鹿島商工会議所会頭は副会長を務め、有明海を取り巻く４県（佐賀県、福岡県、熊本県、長崎県）の 

１５商工会議所と１４商工会合わせて２９商工団体で構成し、道路問題等を広域的に協議する連合会で

６０年の歴史がある。 

平成２６年度には日本商工会議所委託事業の地域内資金循環新事業開発事業において、新たな観光ル

ートとして『九州佐賀国際空港の利活用による「環有明海の干潟」』を、㈳九州観光推進機構並びに㈱

ＪＴＢ九州（地域活性化事業推進室）を巻き込んでの情報発信を行い鹿島の観光拠点とすることを提言

している。随時構成団体からの修正可能な「観光資源データベース」を完成させ観光を通した交流人口

増を狙う。 

*10 シギ・チドリネットワーク（正式名称「東アジア・オーストラリア地域フライウエイパートナーシッ

プ／東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重要生息地ネットワーク」）渡り鳥の旅のルート上にあ

る、アジア・オセアニアの国々が協力してシギ、チドリ類の保護に取り組んでいる。鹿島市は平成１４

年に国内５か所目の登録地として認定された。 

 

 

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）佐賀県内商工会議所と連携し、各地域の課題を解決・支援することを念頭に四半期に一度

県内商工会議所相談所々長会議に参加して支援手法の共有化を行う。 

   また、さがん中小企業支援プラットフォームが年２回行う「情報交換会」に参加すること

で支援手法の共有化を行う。 

   特に近隣商工団体（嬉野市商工会・太良町商工会）は、平成３４年開業の新幹線長崎ルー

トをみすえて、各観光協会と密に情報交換と連携を行い、観光ルートづくり等で佐賀県南西

部地区の活性化を図る。 

 

（２）かしま-biz（専門家）と月１回の定期会議を開催し、支援状況の共有を図る。 

経営指導員等は、「金融懇談会」（鹿島市商工観光課、日本政策金融公庫・佐賀県信用保証協

会・連携協定締結の金融機関[佐賀銀行、佐賀共栄銀行、親和銀行、九州ひぜん信用金庫、

佐賀西信用組合]）を年間２回開催し需要動向等の情報交換・共有を行い、的確なアドバイ
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ス可能な情報を共有する。 

 

（３）経営指導員等は専門家に同行し、専門家の指導方法を学ぶなど経営指導員等自らスキルア

ップを図る。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営指導員等は、伴走型支援に必要なスキル向上のため「研修テーマ」を当該年度各々設定し、

研修会等への受講を行う。 

 

（１）日本商工会議所・九州商工会議所連合会・佐賀県商工会議所連合会・佐賀県商工会連合会

等が主催する研修会を受講して支援能力の向上を図る。 

 

（２）中小基盤整備機構（中小企業大学校）が実施する研修コースで、経営問題の発見や課題の

抽出法、マーケティング理論研修、売上と収益確保の研修コースを受講する。 

 

（３）経営指導員等は、受講した研修会の内容や小規模事業者の「経営分析結果」を、毎月実施

する報告会で発表し情報を共有する。（調査分析等データベース管理ソフトで共有化を図

る。） 

 

（４）経営指導員の支援ノウハウを向上させるため、実績のある富士市産業支援センター（ｆ－

biz）に平成２７年度に３ヶ月間派遣した。今後のかしま-bizでの支援に役立てる。 

 

（５）経営指導員等は、かしま-biz や専門家派遣事業で専門家に同行することで小規模事業者

への指導・助言内容、情報収集能力を学び、資質の向上を図る。 

 

３．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 

（仮称）鹿島市経営発達支援計画推進協議会（外部有識者、鹿島市、税理士、認定支援機関、中

小企業診断士等で構成予定）を設置して毎年度終了後２か月以内に開催し、ＰＤＣＡサイクルが

潤滑に動いているかチェックし、評価・見直し案、改善策・方向性の明確な提示を行うとともに、

小規模事業者への支援を周知徹底する。 

 

（１）実施状況について、事業年度終了後２か月以内に開催する鹿島市経営発達支援計画推進協

議会での結果について報告書を作成し、鹿島商工会議所の常議員会へ報告する。 

 

（２）鹿島市経営発達支援計画推進協議会で提示された事業の成果・評価・見直し案に基づき、

改善計画書を策定する。 

 

（３）事業の成果、評価・見直しの結果（改善計画書）については、当所公式ホームページ

（http://www.kashima-cci.or.jp）で計画期間中公表する。 

   また 、小規模事業者がいつでも閲覧できるよう事務局に備え付けておく。 
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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２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

 １．組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（実施体制） 

＊商工会議所職員全員で実施 

 ＊専務理事はビジネスサポートセンター長兼務 

 ＊金融サポーター及び経営支援事務補助員はビジネスサポートセンター常駐 

 

（２）連絡先 

  鹿島商工会議所 

    住  所 〒849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原４２９６番地４１ 

    電話番号 ０９５４-６３-３２３１ 

    FAX番号 ０９５４-６３-３２３５ 

    E-mail    kashima-cci@kashima-cci.or.jp 

        ＨＰ   http://www.kashima-cci.or.jp 

会 頭 

経営指導員（３名）・経営指導補助員（２名）・記帳専任職員（１名） 

記帳指導職員（１名）・ 

経営指導コーディネーター（１名）※副センター長兼務 

センター：経営支援員（１名）・経営支援事務補助員（１名） 

専 務 理 事 

相談所所長 

相談所次長 

かしまビジネス 

サポートセンター 

 

センター長 

（商工会議所専務理事兼務） 

副センター長 ２名 

 (仮称)経営発達支援 

計画推進協議会 

副会頭 

(２名) 

常議員会 

常議員 ２０名 

監 事  ２名 

部 会 

 商 業 

 サービス業 

 工 業 

 建 設 

 運輸・観光 

 金融・保険 

委員会 

 総 務 

 調査情報 

 労務厚生 
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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） 

 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 32年度 

必要な資金の額 67,847 70,700 71,000 71,000 71,000 71,000 

 

経営発達支援計画 

 

 

※その他関連事業 

（会議所一般会計ほか） 

・中小企業支援育成推進事業 

 

・商工業活性化事業 

 

・小規模事業経営支援事業 

 

・職業能力形成システム事業 

 

 

 

 

 

 

5,637 

 

2,000 

 

49,097 

 

11,113 

 

1,500 

 

 

 

 

6,000 

 

2,000 

 

50,000 

 

11,200 

 

2,000 

 

 

 

 

6,000 

 

2,000 

 

50,000 

 

11,000 

2,000 

 

 

 

 

6,000 

 

2,000 

 

50,000 

 

11,000 

 

2,000 

 

 

 

 

6,000 

 

2,000 

 

50,000 

 

11,000 

2,000 

 

 

 

 

6,000 

 

2,000 

 

50,000 

 

11,000 

（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 

補助金（国・県・市）、会費、委託費、手数料 

 

 

（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） 

 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 

Ⅰ―１地域の経済動向調査と経営課題抽出調査 

    従来のアンケート調査と経営課題を掘り起こすため新たなアンケート調査を

実施し、同時に国・県・市・金融機関等が保有する統計データを利用することで

経営発達の基礎資料とする。 

 

Ⅰ－２経営状況の分析 

経営指導員等の効率的な巡回を通じて、経営課題の改善策や方向性をアドバイ 

スをする。必要に応じて専門家や金融機関と連携し問題解決に当たり、持続的支

援を行う。 

 

Ⅰ－３事業計画策定支援 

    小規模事業者の経営課題である「売上増加の強化（稼ぐ力）」の事業計画書策

定支援と創業・第二創業の支援を行う。 

 

Ⅰ－４事業計画策定後の実施支援 

    巡回を強化し、経営問題解決の支援を行う。 

 

Ⅰ－５需要動向調査 

    需要動向を把握して伴走型支援に役立てる。 

 

Ⅰ－６新たな需要の開拓に寄与する事業 

    商談会・展示会の情報収集と提供、販路拡大を支援する。 

 

Ⅱ  地域経済の活性化に資する取組 

    地域ブランド開発、地元企業への定着と人材育成、商店街活性化事業、情報発

信と市内周遊コースづくりを行う。 

 

Ⅲ  経営発達支援計画の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

    商工団体及び支援機関との連携強化、経営指導員等の資質向上、事業の評価及

び見直しの仕組みづくりを行う。 

 

 

連携者及びその役割 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部 

  九州本部長 齊藤 三 

  住所：福岡県福岡市博多区祇園町４－２ 博多祇園ビル 電話 092⁻263⁻1500 

役割：経営指導員等研修会参加、先進事例・高度な経営支援ノウハウの情報共有 
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国立法人 九州大学 学術研究・産学官連携本部 

  住所：福岡市早良区百道浜３－８－３４       電話 092⁻832‐2132 

役割：小規模事業者の諸経営問題解決法 講師の派遣 

国立大学法人 佐賀大学 産学連携機構 

  住所：佐賀県佐賀市本庄町１            電話 0952－28－8965 

役割：学生達によるまちづくり参画連携等 

 

株式会社 日本政策金融公庫 佐賀支店国民生活事業（三者連携協定金融機関） 

  支店長 中谷 正一 

  住所：佐賀県駅南本町４－２１           電話 0952－22－3341 

役割：経営改善資金（マル経）、小規模事業者経営発達支援資金等資金面の支援、 

情報の提供 

 

佐賀県 

  県知事 山口祥義 

  住所：佐賀県佐賀市城内１－１－５９        電話 0952－24－2111 

役割：産業労働部（満足度調査等の協力）、情報の提供 

 

公益財団法人 佐賀県地域産業支援センター（佐賀県よろず支援拠点） 

  住所：佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝１１４      電話 0952－34－4433 

  役割：新商品開発、専門的機関との連携、情報の提供で高度な支援等 

 

佐賀県信用保証協会 

  会長 坂井 浩毅 

  住所：佐賀県佐賀市白山２－１－１２ 商工ビル３階 電話 0952‐24‐4343 

  役割：金融・資金面のサポート、情報の提供 

 

佐賀県商工会議所連合会（佐賀商工会議所） 

  会長 井田 出海（会頭） 

  住所：佐賀県佐賀市白山２－１－１２ 商工ビル６階 電話 0954－24－5155 

  役割：専門家派遣、経営指導員等研修会、県内商工会議所支援ノウハウの共有、 

情報の提供 

 

さがん中小企業支援プラットフォーム（佐賀県商工会連合会） 

  住所：佐賀県佐賀市白山２－１－１２ 商工ビル６階 電話 0952‐26‐6101 

  役割：ミラサポ、支援事業の情報交換会、事業計画書策定支援、情報の提供 

 

佐賀県中小企業団体中央会 

  会長 内田 健 

  住所：佐賀県佐賀市白山２－１－１２ 商工ビル６階 電話 0952－23－4598 

  役割：補助金等の支援事業情報等の提供 

 

一般社団法人 佐賀県中小企業診断士協会 

  会長 伊藤 健一 

  住所：佐賀県佐賀市金立町大字千布１４５０     電話 0952‐98‐0441 

  役割：多様化する経営問題支援、セミナー等への協力 
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かしまビジネスサポートセンター 

  センター長 中川 宏（鹿島商工会議所専務理事） 

  住所：鹿島市大字高津原４２９６番地４１ 商工会館１階 電話 0954‐62‐4980 

  役割：販路拡大・商品開発、起業・創業支援、情報発信、パッケージング、 

ブランディング、人財育成、経営セミナー開催等ワンストップ型支援を行う 

 

鹿島市 

 市長 樋口久俊 

住所：鹿島市大字納富分２６４３－１        電話 0954-63-2111 

 産業部 

商工観光課  電話 0954－63－3412 

産業支援課  電話 0954－63－3411 

    役割：かしま-biz、三者連携協定、農商工連携、かしま観光戦略会議等推進協力 

 

鹿島市産業連携活性化協議会（鹿島市産業支援課内） 

  住所：鹿島市大字納富分２６４３－１        電話 0954‐63‐3412 

  役割：ビジサポセンターの運営支援 

 

三者連携協定締結金融機関（金融機関、日本政策金融公庫、鹿島市、鹿島商工会議所） 

㈱佐賀銀行 鹿島支店：鹿島市大字高津原４２９６－７   電話 0954‐63‐4111 

㈱佐賀共栄銀行 鹿島支店：鹿島市大字高津原４４００－１ 電話 0954‐62‐4146 

㈱親和銀行 鹿島支店：鹿島市大字高津原３９８１－１   電話 0954‐62‐2181 

九州ひぜん信用金庫 鹿島支店：鹿島市大字高津原４０３４ 電話 0954‐62‐7181 

佐賀西信用組合 本店：鹿島市大字高津原４３６９－１   電話 0954‐63‐2411 

  役割：販路拡大・創業促進・人材育成等の協同支援、情報の提供 

 

一般社団法人 鹿島市観光協会 

  会長 中村 雄一郎 

  住所：鹿島市古枝甲１４９４－１           電話 0954‐62‐3942 

  役割：観光事業協力 

 

産業連携事業協力 

鹿島嬉野森林組合：佐賀県嬉野市塩田町大字谷所甲２４２１ 電話 0954‐66‐2678 

佐賀県有明海漁業㈿鹿島市支所：鹿島市浜町１７０７    電話 0954‐63‐3026 

佐賀県みどり農業㈿ 鹿島支所：鹿島市大字納富分３１９２ 電話 0954‐62‐5211 

 役割：産業間の連携で活性化につなげる 
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連携体制図等 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｐ．５支援連携概要図再掲 
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