
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
「鶴の町商工会（法人番号 3340005005503）」 

実施期間 平成２９年 ４月 １日～平成３４年 ３月３１日 

目標 

（1）地域資源を活用した商品開発と地域ブランドの育成 

鶴の町ブランドの構築により地域イメージを高め、地域ブランドの育成を通

して地域活性化を図る。 

（2）交流人口増を目指すための振興策・支援策の実施 

管内の地域イベントの活用及び観光客等向けの飲食業・食品製造業への支援

により交流人口の増加を図り、収益に繋げる。 

（3）小規模事業者の経営力強化支援 

地区内外の景気動向や小規模事業者の経営状況を把握し、商品・サービスや

経営に関する課題の抽出と売上向上・利益確保に繋がる支援に結び付けてい

くことで、小規模事業者の経営力を強化していく。 

（4）知的資産の把握と事業承継の支援よる後継者育成 

後継者育成セミナーや専門家派遣を行い、後継者育成に繋げる。 

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こと 
（1）管内の企業に対する商工会独自景況調査 
（2）各種景気動向調査の収集及び分析 
（3）出水市が提供する各種統計調査の収集分析 

2．経営状況の分析にかんすること 
（1）徹底した巡回訪問の実施による経営状況の把握と経営分析の実施 
（2）専門家を活用した少人数セミナーによる経営状況の把握 
（3）「小規模事業者支援システム」への情報登録促進 

3.事業計画の策定に関すること 
（1）積極的な事業計画策定の認識啓蒙及び策定企業の掘り起し 
（2）事業計画の作成支援 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 
（1）積極的な支援策の広報・案内及び活用 
（2）積極的な巡回によるフォローアップ 
（3）関係機関との連携及び専門家の活用 
（4）金融施策の積極的な活用 

5．重要動向調査に関すること 
（1）統計資料や業界誌等による業種別・品目別の需要動向調査 
（2）事業者の販売する商品やサービスを対象とした調査 

6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
（1）EC サイトの積極的な活用支援 
（2）各種物産展や展示会等出展企業への売上向上支援 
（3）効果的な専門家やアドバイザーの活用支援 
（4）マスメディア等を活用した商品・サービス情報の広報支援 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
（1）出水市、出水市観光協会、鶴の町特産品協会と商工会で「鶴の町地域経済

活性化委員会」を年 3回実施。 
（2）出水市、出水市観光協会、鶴の町特産品協会と連携して、地域特産品の PR

及びフェアの開催。 
（3）管内のイベントにおいて「観光、特産品」の PR 及び知名度向上を図る。 
（4）管内のイベントおいて、賞品に地場商品及び特産品を用い、販売店舗の出

店を行う。 

連絡先 

鶴の町商工会高尾野本所 
〒899-0401 鹿児島県出水市高尾野町大久保 23-4 
Tel 0996-82-1065 Fax 0996-82-1192 
e-mail tsurunomachi-s@kashoren.or.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．出水市の概要 

鶴の町商工会が立地する出水市は、鹿児島県の北西部に位置し、熊本県水俣市と境を接してい

る。平成 18 年３月 13 日に旧出水市、旧出水郡高尾野町及び同野田町の１市２町が合併した。同

年４月１日に行政の合併と呼応するように旧高尾野町商工会と旧野田町商工会が合併し鶴の町

商工会が発足した。 

従来、旧出水市には出水商工会議所があり、旧市内の事業所は会議所の会員であり、旧高尾野

町と旧野田町管内の事業所は商工会会員となっている。 

合併後、平成 21 年に地元誘致企業パイオニアやＮＥＣが相次いで撤退し大きな雇用喪失が発

生し、長引く景気低迷と重なり地域経済環境が激変、関連地元事業所も経営悪化や廃業に陥った。

出水市では、そうした事業所の救済対策として、独自の制度資金を創設し継続的に支援を行い、

厳しい中でも市民生活への悪影響の抑制に努めてきている。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．出水市の人口の推移 

年度 旧出水市 旧高尾野町 旧野田町 出水市合計 

平成 7年 40,107 13,466 5,082 58,655

平成 12 年 39,708 13,805 4,947 58,460

平成 17 年 39,155 14,000 4,752 57,907

平成 22 年 38,103 13,980 4,566 56,649

平成 27 年 37,408 13,678 4,262 55,348

増減率 △6.7％ 1.5％ △16.1％

※増減率は平成７年度と比較した割合 

 

出水市の位置 鶴の町商工会の管轄地域（白地部分） 
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３．出水市管内の消費動向 

市内の消費動向については、国道３号線や隣接市町との連絡道路が縦横に走り、平野部が広い

地域であることから、大型スーパー等の立地条件が良く、合併以前から次々と新店舗が参入し新

市街地が形成されてきており、中心市街地の商店街では店舗が軒並み減少しシャッター街化が急

激に進んできており、空き店舗対策や商店街の活性化対策等が継続的に取組まれてきているが以

前の賑わいはない。 

 

 

地 域 地元 
流 出 通信販売・

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等 

移動･訪問販

売その他 旧出水市 阿久根市 鹿児島市 その他 

高尾野地区 62.9％ 18.8％ 6.2％ 5.5％ 1.6％ 4.3％ 0.7％

野田地区 55.8％ 23.4％ 8.8％ 4.8％ 2.9％ 4.0％ 0.3％

出水商議所 86.3％ 0.0％ 0.0％ 5.7％ 2.5％ 4.8％ 0.7％

（参照：平成 24 年度鹿児島県消費者購買動向調査報告書より） 

 

４．出水市の取組状況 

出水市では、誘致企業撤退後、新たな企業誘致に向け工場立地奨励補助金や課税免除等独自の

取組みを行い働きかけているが、製造業を中心に国内の大手企業がその製造拠点を海外にシフト

していることから、誘致活動は困難を極めている。 

同時に、これ以上の撤退を誘発しないために既存の誘致企業との関係調整を密に行うととも

に、地元企業の存続発展の取組みと、農産物主産地としての地域性を活かした食料品製造業の創

業支援を行うなど、地場産業の育成・強化を図っている。 

また、交通網整備の進捗を好機と捉え、大型店の集客力とも連動しながら、特色のある個店・

商店街づくりを進め、商工会等が持つ地域コミュニティ機能を活かすことで、高齢化や過疎化の

進む地域のニーズを掘り起し、住みやすいと街づくりに取り組むこととしている。 

さらに、豊富な農林水産物加工を主体とする地場産業の育成を図るため、平成 27 年度に出水

市６次産業化推進協議会を設置、農商工関係者及び消費者行政等が連携し、31 年度までの成果目

標として、６次産業認定事業所を５件確保し、併せて６次産業化への地域内の認識度を現況 43％

から 75％に引き上げることで特産品販売の地域内ネットワーク化を推進することとしている。 

また、特産品開発と販売を加工や飲食業者を中心に推進している「いずみさん推進協議会」で

は平成 25 年度にグルメ及びスイーツの新商品開発を行うため、出水ブランド「薩摩出水のいず

みさん」の基準を設定し、そのブランドネームの活用促進を図っている。 

 

５．商工会を取り巻く現状 

【生産資源】 

この地域は、紫尾山系から有明海に注ぐ河川の豊かな水量により、広大な農地が広がり、水田

においては、水稲をはじめ多様な野菜等の生産が行われ、畑では、植木・緑化樹が全国でも指折

出水市内消費者の消費動向 
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りの産地を形成している。 

丘陵地帯では、気候や地質・形状に恵まれ果樹園が広がり、様々なミカン栽培が行われ「デコ

ポン」のブランド化も進められている。また竹林面積が県内で最も広く、竹林改良を進めながら

早掘り筍の出荷や加工品製造に活用されている。 

畜産も盛んであり、鶏肉や鶏卵の生産が多く、地元企業・組合において加工され、全国的なシ

ェアで販売されている。肉用牛については、県内でも曾於市に次ぐ生産出荷量を誇り、地元農協

において「華鶴和牛」の銘柄でブランドを確立し、鹿児島県産黒牛とともに全国規模で販売して

いる。 

このような地域農業を背景にした農産物加工による特産品生産販売は、すでに主体的に行って

いる事業所もあるが、今後販路開拓を進めニーズを拡大し地域内ネットワーク化を推進すること

で新たな創業が期待されている。 

 

【観光資源】 

さてこの地域は、本商工会の名称の由来でもある鶴の渡来地である。毎年 10 月末になると遠

くシベリヤから一万羽を超えるツルが飛来し、世界的な越冬地として知られている。翌年３月ま

で生息することから、この期間、国内外から多くの観光客が訪れる観光資源ともなっている。し

かし、近年旅行形態が、観光から周遊や体験を楽しむスタイルに変わる中で入込数は平成 18 年

度が 72 万人から 26 年度が 74 万人とほぼ横ばいの状況である。 

そこで、出水市では数年前から、農家民泊による修学旅行生の受入れを始め、目的地が新幹線

出水駅からほぼ 30 分以内の利便性や、地域の温かい受け入れ態勢も手伝って、年毎に受入れ校

が増加している。こうした取組みは、これまで観光客への説明だけ行っていた麓武家屋敷での和

服の着付け体験やウォーキングイベントにも現れ、観光資源の有効活用が図られつつある。 

当商工会管内でも、江戸時代から続く高尾野中の市が毎年開催され、10 万人を超える来場者で

賑わっている。別名「そば市」とも称され、地域を挙げて来客に「そば」を振舞う風習があり、

今日まで引き継がれている。この他、西日本オールドカーフェスタや各種スポーツイベントなど

が開催され、交流人口の増加に役立っており、地元商店や事業所が積極的に活用することで地場

産品の需要拡大に向けた情報発信に役立っている。 

 

【商工会会員の現状】 

さて当商工会会員の現状であるが、平成 27 年 12 月末現在、正会員が 324 名で、平成 18 年の

商工会合併時 383 名から 59 名の減となっている。また平成 27年度小規模事業者数等実態調査（鹿

児島県調査）によると、小規模事業者数が 472 名で、合併後 10 年間において 71 名減少しており、

特に小売業の減少率が 22.2％と大きく、大型スーパー等の量販店に需要が集中し、従来の商店街

における小売業等は、事業主の高齢化と後継者不足も加わり軒並み減少している状況である。 

一方において、建設業は、公共事業減等の影響もあり 13.3％の減少となっており、地域におけ

る災害時等の対応力等が懸念される。 

また、食品製造や飲食業、サービス業等は横ばい状態にあるが、若手経営者による創業が若干

増えつつあり、特産品製造販売業に関わる加工販売や直売所等の業種や地域社会のニーズに即し
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た業種等において、新たな需要の掘起こし等を進めることで、小規模事業経営の可能性が窺える。

区　　分 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年 減少率

商工業者数 611 563 547 536 12.3%

小規模事業者数 543 496 479 472 13.1%

会員数 383 355 331 324 15.4%

※　減少率は平成18年度に対する数値  

 

 

 

平成18年 平成27年 減少率

農林漁業 0 1 100.0%

鉱業，採石業，砂利採取業 0 0 0.0%

建設業 90 78 -13.3%

製造業 55 45 -18.2%

電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0.0%

情報通信業 0 1 100.0%

運輸業，郵便業 7 7 0.0%

卸売業，小売業 176 137 -22.2%

金融業，保険業 3 4 33.3%

不動産業，物品賃貸業 12 13 8.3%

学術研究，専門・技術サービス業 16 17 6.3%

宿泊業，飲食サービス業 61 48 -21.3%

生活関連サービス業，娯楽業 60 55 -8.3%

教育，学習支援業 10 7 -30.0%

医療，福祉 16 20 25.0%

複合サービス事業 0 0 100.0%

サービス業 37 39 5.4%

計 543 472 -13.1%

業　　　種
小規模事業者数
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６．管内小規模事業者の強みと課題 

【強み】 

鶴の町商工会管轄地域は、市内の誘致企業撤退による一時的な雇用喪失や大型販売店進出に

よる消費者購買流出の影響を受けながらも、一次産業の生産基盤に支えられ、地域特性を活か

した食品関連事業や地元企業等との連携による付帯的なサービス関連事業等が、それぞれ小規

模事業所特有の機動性を活かして需要拡大を図っている。 

さらに国道 3号線や 504 号線及び肥薩おれんじ鉄道など既存の交通体系に加え、南九州西回

り自動車道の阿久根・出水間や鹿児島空港へのアクセス道路として北薩横断道路がそれぞれ平

成 30 年度を目途に開通し国道 504 号線の利便性がさらに高まってくると期待されている。生

産地から消費地への出荷ルートが改善され、既存の事業は勿論、新たな産地形成と地元関連業

種による創業も期待される。 

 

【課題】 

（1）平成 18 年と平成 27 年の実態調査を比較すると、商工業者数▲12.3％・小規模事業者数

▲13.1％・商工会員数▲15.4％となっている。少子化を中心に誘致企業の撤退や中堅建設

業の倒産も重なり人口減少が大きい。それに沿って小規模事業者は人口減少による売上不

振、事業者数の減少、経営者の高齢化等による廃業の危機など経営環境は厳しい。 

商工会員の業種別内訳を見てみると小売業が 10 年間で▲22.2％となるなど地元商店の

減少が大きな問題となっている。平成 24 年度「鹿児島県消費者購買動向調査報告書」で

は管内住民の 59.3％が地元商店で購入しているという結果をみても今後地元商店の減少

が買い物弱者の発生につながるのではないかと懸念される。また、地域の小規模事業者の

減少は地域衰退を招く要因でもあるため、小規模事業者の持続的発展こそが当地域がこれ

から活性化していくために必要不可欠であり、その支援体制の構築をどのように行ってい

くのかが課題である。 

（2）鹿児島県内においては、従前から高尾野といえば「そばの町」のイメージが強い地域と

して認知されてきた。しかし、現状でも記述している「そば市」時のみ振舞っており、通

年での提供がなされていない。地元そば粉を使用した加工品等も多く作られているが、ブ

ランド化されておらず販路拡大は各々の企業で行われている。また、「鶏肉・鶏卵」にお

いてもマルイ農業協同組合と赤鶏農業協同組合への依存度が高く中小零細の生産組合ま

では波及していない。その他の農畜産物は生鮮品としての生産と供給に留まり、付加価値

のついた２次・３次産業としての商品・産業の開発に至っていない。 

 

７.小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

鶴の町商工会では、上記の現状や課題を踏まえ、中長期的な支援を次の通り掲げ、小規模事業

者の振興に取り組む。 

（1）地域資源を活用した産業の持続的発展を支援し、地域経済を活性化させる。 

管内は豊富な一次産業の生産基盤に支えられ、地域特性を生かした食品関連事業や地元企業

等との連携による付帯的なサービス関連事業が各々需要拡大を図っており、本商工会も地域産
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物を活用した商品等の販路拡大を基盤に関連産業の浮揚を図っていく必要があると考えられ

ることから、食品製造業・特産品製造小売業・飲食業を重点支援産業として設定し、商品開発

や既存の特産品のブラッシュアップを支援する。また、多くの特産品を作り出す仕組みを確立

し、関係団体等と連携して、鶴の町ブランドの構築による認証制度制定と販路開拓のための情

報発信の支援を高めていき、全国への認知度の向上を図る。 

（2）小規模事業者の強みを生かした経営力強化の推進を行う。 

・小規模事業者の経営力強化の支援を行う事で、急速に減少していく商工業者数、特に小規模

事業者数を可能な限り維持しつつ、広域から集客できる魅力ある事業者を増やしていく。 

・創業や事業承継の支援を通して、新しいビジネス機会の創出、後継者の育成・確保、雇用確

などの支援が充実することで、地域外からも創業希望者が増え地域経済の活性化に貢献す

る。 

 

８．経営発達支援事業の目標 

（1）地域資源を活用した商品開発と地域ブランドの育成 

そば・養鶏・鶏卵・農畜産物を中心とする地域資源を活用した特産品開発や既存特産品のブ

ラッシュアップを支援し、鶴の町ブランドの構築により地域イメージを高め、地域ブランドの

育成を通して地域活性化を図る。 

（2）交流人口増を目指すための振興策・支援策の実施 

「そばの町」のイメージアップを図ることはもちろんのこと、「高尾野そば」のブランディ

ングを行い、管内の地域イベントの活用及び観光客等向けの飲食業・食品製造業への支援によ

り交流人口の増加を図り、収益に繋げる。 

（3）小規模事業者の経営力強化支援 

地区内外の景気動向や小規模事業者の経営状況を把握し、商品・サービスや経営に関する課

題の抽出と売上向上・利益確保に繋がる支援に結び付けていくことで、小規模事業者の経営力

を強化していく。 

（4）知的資産の把握と事業承継の支援よる後継者育成 

早期及び円滑な事業承継を図る為、知的資産の把握を行うことを目的として、後継者育成セ

ミナーや専門家派遣を行い、後継者育成に繋げる。 

 

９．目標の達成に向けた方針 

このような中で、管内の小規模事業者の継続的発展や新規創業を図るためには、６次産業化に

おける特産品販売の地域ネットワーク化を進め、事業者同志が連携強化を図り、生産から加工・

販売に至るまで、お互いの役割に特化し、地域産品のブランド化と安定供給力を増進する必要が

ある。つまり、産地を背景とした強固な連携を育成する。 

さらに、今後交通アクセス等の利便性が高まることから、地域の独自性を創出し、その情報発

信により交流人口増大が見込まれるため、地域内外の需要動向を把握し、各種イベントなどの資

源を活かした事業への支援も行っていく。 

その方針として 
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○ 出水市と連携し６次産業化を支援する。 

○ 地域産品の安定販売力向上に必要な事業を支援する。 

○ 地域独自性のある事業者の取組を育成支援する。 

○ 交流人口増加のための各種事業やイベント等を支援する。 

○ 地域資源である「そば」「鶏肉」「鶏卵」を主体とした農畜産物加工品等の販路拡大を支援

する。 

○若手後継者を育成支援する。 

そのために、本経営発達支援計画では、個々の事業所の課題を的確に把握し、その支援策や支

援方法について、今すぐに取り組むべき支援或いは年次的に段階を踏まえ中長期的に支援策を講

じるなど、鹿児島県、出水市、地域金融機関そして各支援機関等と連携して進めていく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業に実施期間（平成 29 年４月１日～平成 34 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 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（課題及び事業目的） 

これまで、管内の景気動向については、四半期毎に実施する全国商工会連合会（以下、「全国

連」という。）の「中小企業景気動向調査」・「小規模企業景気動向調査」にて様々な情報を集め

るものの、調査対象企業への報告及び内部資料としての活用に留まっており、有効に活用され

ていなかった。今後は、本発達計画にて下記の景気動向調査を行い、半期毎に全企業の項目別・

産業別ＤＩ値、設備投資、経営上の問題点など調査・分析する。また、支援機関の地域金融機

関や日本銀行鹿児島支店の景気レポート等を基に分析を行い、各業態の事業者へ情報を提供し、

経営分析および事業計画策定等の参考資料とする。なお、新規創業者や業態拡充者に対しても、

情報提供を積極的に行い支援する。 

 

（事業内容） 

（1）管内の企業に対する商工会独自景況調査（半期毎） 

商工会にて管内の企業の実態を調査・分析・情報提供することにより、経営指導員等からの

指導や各企業における経営戦略策定の参考とすることを目的として実施する。 

①調 査 項 目：景況に対する認識、売上の増減、今後の売上の見込み、雇用の見込み、消

費税増税等の影響、同業他社との比較、資金繰り等 

②整理・分析を行う手段：管内の企業の 100 社（建設業、製造業、商業等）を、地域の実情や

比率を考慮してピックアップし、調査票を配布。結果については、商工会

で取りまとめ、地域の小規模事業者が見やすいように、業種別・企業規模

別・課題別等の視点で整理・分析を行う。 

③成果の活用方法： 

・会報およびホームページにて掲載し、企業が独自の事業活動の参考材料とする。 

・商工会内で共有化を図り、巡回や窓口相談時に配布することで、経営状況の把握や事業計

画の作成を促すきっかけとする。 

 

（2）各種景気動向調査の収集及び分析 

全国及び鹿児島県内の景気動向について、小規模事業者に必要な情報を下記の調査結果によ

り収集及び分析を行い、事業計画策定時に活用できるように整理する。 

また、これらの情報を本会のホームページにて半期毎に公開し、小規模事業者へ提供すると

ともに、具体的な活用方法の提案を図る。 
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・小規模企業景気動向調査（全国連） 

・中小企業景況調査（全国連・日本政策金融公庫） 

・TDB 景気動向調査（帝国データバンク） 

・KER 経済調査（㈱鹿児島経済研究所） 

・鹿児島県景気動向指数（鹿児島県） 

〔項 目〕売上高・採算・資金繰り・業況・設備投資・経営上の課題・各種 DI 等 

 

（3）出水市が提供する各種統計調査の収集分析 

出水市の「市勢要覧」「統計いずみ」において産業別の把握や出水市の住民基本台帳統計資料

により、創業者の出店時の商圏強度把握の参考資料として使用し、地域の小規模事業者の事業

活動に参考になる統計を、年に 1回ピックアップして、指標の解説や当所の視点でコメントを

加えながら整理・分析を行う。 

〔項目〕事業者数・従業者数・１事業所あたり従業者数・大字・町別人口一覧、自治会別人

口及び世帯数、年齢別人口 

 

（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

独自景況調査 0 2 2 2 2 2

各種景気動向調査収集 0 2 2 2 2 2

出水市統計調査収集 0 1 1 1 1 1

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（課題及び事業目的） 

管内の小規模事業者の持続的発展に向けた経営分析等の提供は、財務分析など経営指標の金

融支援の活用に留まり、具体的なサービス戦略・商品開発・販路開拓に活用されていないこと

から、小規模事業者の個社の経営相談に十分対応できていないことが大きな課題となっている。

今後は、より具体的な経営戦略・商品開発・販路開拓に活用していくために、経営指導員等

の巡回訪問による個別指導を中心に、窓口相談を通じて経営分析及び分析結果の提供を行う。

また、高度で専門的な課題等については、中小企業基盤整備機構（以下、「中小機構」という。）・

鹿児島県産業支援センター・よろず支援拠点・ミラサポ・中小企業診断士・税理士・鹿児島県

県商工会連合会（以下、「県連合会」という。）と連携し、専門家派遣や個別指導によるサポー

ト体制を構築し、そのフォローアップも含め伴走型支援を行う。 

 

（事業内容） 

（1）徹底した巡回訪問の実施による経営状況の把握と経営分析の実施 

経営指導員と経営支援員が管内を毎月１回２人１組のペアで巡回訪問を行い、その際に分析

の対象となる事業者を選定し、経営問題の解決を図る為、取扱商品・サービス・保有技術など

の内部環境における強み・弱みや、売上・客数などの定量的データからの分析を行う。 
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分析は、SWOT 分析を全業種について行うとともに、ABC 分析や店舗診断、フード＆レイバー

率分析など業種に応じて状況把握につながる手法を用いる。分析結果については、グラフ・図・

画像などを使いながら、事業者が認識しやすい説明資料を作成し、巡回訪問の際に事業者に配

布・説明し、強み・弱みの認識を促すとともに、事業計画策定を意識させる。 

また、記帳・決算支援を実施している事業者に対しては、PL・BS を基に収益性・安全性・資

金繰り等の面から財務内容の分析を行う。分析結果については、日本政策金融公庫（以下、「日

本公庫」という。）が提供する事業者の経営指標や全国商工会連合会（以下、「全国連」という。）

が提供するネット de 記帳データに基づく経営指標と比較し、グラフ・図・画像などを使いな

がら、事業者が認識しやすい説明資料を作成し、巡回訪問の際に事業者に配布・説明し、強み・

弱みの認識を促すとともに、事業計画策定を意識させる。特に、これまで実施していなかった

資金繰り表の作成支援や、キャッシュフロー計算書の作成支援などを行い、事業者の満足度向

上を目指す。また、必要に応じて専門家派遣施策を活用し、より専門的な分析を行う。 

 

（2）専門家を活用した少人数セミナーによる経営状況の把握（後継者育成を含む） 

従来から実施している外部講師を招いた個別相談会では、参加事業者の数にこだわり共通テ

ーマを模索することで、自社の経営状況を分析する等深堀を行う内容ではなく、漠然とした内

容になるという課題があった。 

今後は、自社の経営状況及び知的資産の把握方法を習得させる事を目的としてテーマを絞り、

より実践的に自社の現状・課題と向き合えるよう少人数（3名～5名）でのセミナーを多数回実

施する。このことで、参加事業者の課題解決を促進させるとともに、参加事業者同士の繋がり

を深めることが出来ると思われる。 

 

（3）「小規模事業者支援システム」への情報登録促進（経営カルテ情報の集積） 

鹿児島県商工会連合会では、平成 26 年度から巡回・窓口相談の内容を「小規模事業者支援

システム」（以下、「支援システム」という。）に登録し活用する為、情報の収集が始まっている。

本支援システムは、企業の沿革や取引先情報、電子申告データ（財務情報）の取込、金融あっ

せん状況等を登録し、指導員等が行った指導の履歴をデータベース化し、情報の共有化を図る

ものである。また、本支援システムには「今後の経営課題」等指導した際に小規模事業者の経

営課題について登録する項目もあることから、データ整備を図りながら、小規模事業者の経営

状況等を的確に把握し、専門知識を有する中小企業診断士、税理士等と連携しながら財務デー

タを基に分析し、フィードバック出来る体制を作る。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

ペア巡回訪問回数 0 24 24 24 24 24

巡回訪問件数 30 96 96 96 96 96

経営状況分析件数 20 50 60 70 80 90

少人数セミナー開催数 0 4 6 6 8 10
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※① 巡回・窓口指導の際に、「小規模事業者支援システム」へのデータ登録が行われる。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（課題及び事業目的） 

これまでの小規模事業者に対する事業計画策定と実施支援は、持続化補助金を始めとする各

種補助金活用・経営改善計画における金融支援等の機会を通じて実施するなど、受動的な取組

みに留まっている。多くの小規模事業者は経営者自らが事業計画を作成する時間を持てなかっ

たり、事業計画作成のスキルを有していなかったりする企業が少なくない。これからは、事業

者が経営課題を解決するため、上記Ⅰ．地域の経済動向調査、上記Ⅱ．経営状況の分析結果を

踏まえ、需要を見据えた伴走型の指導・助言を行い、効果的な「事業計画」の策定支援を行な

う。併せて鹿児島県、よろず支援拠点、中小機構、ミラサポ、県連合会等のアドバイザーや専

門家と連携し、個別相談会を開催することで実行可能な事業計画策定の支援を行なう。 

 

（事業内容） 

（1）積極的な事業計画策定の認識啓蒙及び策定企業の掘り起し 

巡回訪問及び窓口相談時や本会会報及びホームページなどに、事業計画の必要性及び作成等

に関するセミナー、個別相談会の開催の周知を行い、事業策定計画を目指す小規模事業者をよ

り多く掘り起こし、経営の向上等を目指す。また、経営分析の結果、受講者が資金調達や経営

革新等を希望した場合又は事業承継や業績悪化につき事業計画の作成が必要と判断した企業に

は、商工会から事業者に提案を行う。 

 

（2）事業計画の作成支援 

① 事業者向け事業計画の作成支援（創業者を含む） 

巡回訪問や窓口相談・セミナーにおいて、事業計画の必要性や作成手法を伝えるとともに、

実際に事業計画（創業計画書）を書いていただく。巡回訪問やセミナーで全て作成できるとは

限らない為、書けないところについては経営指導員を主体に時には専門家を活用しながら丁寧

に完成まで指導する（特に創業者は経営のイロハから丁寧に面談等を多く設定して行ってい

く）。 

また、小規模事業者持続化補助金をはじめとする各種補助金申請については、過去に多くの

事業者が取り組んでおり、事業計画を書くための良いきっかけとなったため、公募があった時

には速やかに管内企業に周知し、上記と同様の支援を行うことで、補助金申請に取り組んでも

らう。 

② 経営革新計画認定に向けた経営革新計画策定支援 

新商品・新サービスに積極的に取り組む小規模事業者に対して経営革新計画の重要性、メリ

ットを説明し、経営革新計画取得を積極的に勧奨したうえで、策定希望者に対し経営指導員が

緊密に寄り添い丁寧に完成まで指導する。また、より詳細に検討していくために、専門家を招

聘し、県知事への申請・承認まで指導する。 

③ 各種金融相談時における事業計画策定支援 
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小規模事業者の資金調達を円滑化に行うため、融資あっせん時に日本政策金融公庫（以下、

「日本公庫」という。）の「マル経資金」「小規模事業者経営発達支援融資制度」「経営力強化資

金」の積極的な広報を行い、斡旋時においては経営指導員が不足点や改善点の指導を行い、円

滑な資金調達に繋げる。更に、持続的発展に取り組むために必要な設備資金等については、事

業計画策定の支援を行い「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用しながら、進捗状況の

確認と必要な指導・助言を行う。 

④ 事業承継及び後継者育成のための事業計画策定支援 

事業存続に関する事業承継は、早めの取組が重要であるため、事業承継や後継者育成を対象

としたセミナーの開催・個別相談会を開催し、該当事業者の参加を促しながら、事業承継計画

の策定支援を実施する。また、法律問題等の懸案事項も想定されるため、中小機構のコーディ

ネーターや地域金融機関等と連携しながら、事業者が作成した事業承継計画に対して、知的資

産の把握方法など、経営指導員が専門家と連携して完成に向けて支援する。 

⑤ 経営改善対象企業の事業計画策定支援 

業況が厳しく、経営改善が必要である企業については、経営改善計画の策定支援を行う。資

金面については、県連合会の経営改善アドバイザー等と連携して企業の経営環境・経営状況・

将来性及び資金繰りを考慮した事業計画を策定する。今後もこのニーズが増えると見込まれる

ため、引き続き支援を継続していく。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

セミナー・相談会開催回数 0 2 4 6 6 6

セミナー・相談会参加者数 0 20 40 60 60 60

①事業（創業）計画策定件数 1 10 20 30 30 30

②経営革新計画承認件数 0 3 3 4 4 4

③金融斡旋時事業計画策定件数 10 12 14 14 14 14

④-1 事業承継（後継者育成）セミナー回数 0 1 2 2 2 2

④-2 事業承継セミナー参加者数 0 5 10 10 10 10

④-3 事業承継計画策定件数 0 2 4 5 5 5

⑤経営改善計画策定件数 1 2 2 2 2 2

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（課題及び事業目的） 

これまでは、経営革新又は経営改善等にて策定した事業計画は当該事案発生時のみ活用し、

単一的な利用方法に留まっており、定期的な進捗管理や家族間での共有が行われていなかった。

今後は、事業計画の実現を支援する為に、経営指導員が３ヶ月毎の巡回訪問を計画的に行い、

計画のブラッシュアップ及び事業の進捗確認をしながら助言・指導を行っていく。また、相談

内容に応じてよろず支援拠点、中小機構、ミラサポ、県連合会のアドバイザーや専門家と連携

して事業計画の実現を図っていく。 
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（事業内容） 

（1）積極的な支援策の広報・案内及び活用 

事業計画策定後に、国・県・市・各種団体等が行う支援策等の広報及び案内を本会会報や期

限内郵送及び本会ホームページにより周知し、小規模事業者へのフォローアップに務め、情報

提供を行いながら円滑な事業計画の実施を支援する。 

（2）積極的な巡回によるフォローアップ 

事業計画策定後や各種セミナー受講後に、定期的に進捗状況を把握する為、経営指導員等が

計画的に３カ月に 1回巡回訪問し、進捗管理を実施する。計画実施状況確認の中で PDCA サイク

ルを用い、未達項目の実施促進や、計画の修正・変更等を含めた指導助言を行っていく。また、

創業者においては労務面や税務面の支援も併せて行い、支援対象事業者と一体となって迅速な

課題解決のために寄り添いながら支援を行っていく。 

（3）関係機関との連携及び専門家の活用 

事業計画策定後に、計画の見直しや変更が必要になった状況において、経営指導員等で対応

できない専門的な相談内容が発生した場合は、よろず支援拠点、中小機構、ミラサポ、県連合

会等のアドバイザーや専門家と連携し事業計画実現の支援を行っていく。 

（4）金融施策の積極的な活用 

事業計画実施中に資金需要が発生した場合、日本公庫が事業の持続的発展のために必要な設

備資金及びそれに伴う運転資金を低利で融資する「マル経資金」「経営力強化資金」「小規模事

業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用出来るよう支援を行う。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

事業計画（創業）策定者フォロ

ーアップ件数 

1 40 80 120 120 120

経営革新承認フォローアップ

件数 

0 12 12 12 12 12

金融斡旋事業計画策定フォロ

ーアップ件数 

10 48 96 96 96 96

事業承継計画策定フォローア

ップ件数 

0 8 16 20 20 20

経営改善計画策定フォローア

ップ件数 

1 8 8 8 8 8

専門家派遣件数 0 2 4 6 6 6

経営発達支援融資件数 0 2 2 4 4 4
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（課題及び事業目的） 

各小規模事業者における地域内消費者のニーズに基づいた具体的な需要動向の把握について

は、各事業者の自助努力に留まり、商工会としての経営指導上においては、業界動向やインタ

ーネット上での閲覧可能情報にて、相談時に対応してきた。 

今後は、積極的に消費者の需要動向に基づいた販路開拓の支援を行っていき、競合事業者と

比較してより充実した商品・サービスの提供及び開発に繋がるものとなるよう、需要動向を的

確に把握するため、小規模事業者と協議の上、個社支援上参考となる需要動向調査を行う。 

 

（事業内容） 

（1）統計資料や業界誌等による業種別・品目別の需要動向調査 

重点支援産業事業者の販売する商品や提供するサービスの需要動向については、事業者が販

売ターゲットとする市場の消費者動向や規模を把握するために、経営指導員が専門家やシンク

タンク等と協力して、支援機関や業界誌等からの情報収集を行い、小規模事業者の需要動向調

査や事業計画策定等に役立てる。 

■重点支援事業者数 

食品製造業 １５事業所 

特産品製造小売業 １０事業所 

飲食業 ４６事業所 

・収 集 項 目 

各種統計資料等 収集項目 

家計調査 世帯数・家計の収入・支出 

消費者購買動向調査 買物交通手段、商圏内商圏外商品購買動向、商品別の

店の選定理由、買物調査情報手段、商圏外で買物をす

る理由、無店舗販売の利用状況、大型店舗の利用度合

い等 

日経テレコン 

日経 POSEYES 

月間食堂   等 

ヒット商品、繁盛店の状況、顧客の反応や声、レシピ、

旬のメニュー 

・分 析 手 段：経営指導員が事業者の要望に即した統計資料等を入手し、業種や品目等に関連

する資料を事業者に提供していく。 

・成果の活用：業種別や品目別の動向を知ることで、新商品のアイディア探索や今後の事業戦

略を考える参考材料として活用できる 

（2）事業者の販売する商品やサービスを対象とした調査 

事業者が既存商品の評価や新商品及び販路開拓などを行う際に、顧客ターゲットを想定し、

そのターゲットのニーズやボリュームなどを予測することが必要となる。経営分析や事業計画

策定を行った重点支援産業の事業者が消費者の生の声を収集したいとのニーズが発生した場合

においては、既存商品や新たに開発した新商品について消費者がどう判断しているかを調査す
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る際に、調査の有効性を高めるため、当会において以下の支援を行っていく。 

・収集方法：重点支援産業業者１社あたり 200 枚～300 枚を配布及びヒヤリング 

収集期間は最低１カ月は実施し、多くの情報を収集する。 

・収集項目：顧客の生の声（商品・役務の満足度合い、価格に対する感度、味・雰囲気などの

好み、従来商品・他社商品との比較等） 

※業種毎に調査項目の追加・削除等を事業者とその都度協議の上、販路開拓や新商

品開発に効果のある項目を収集する。 

・分析手段：まず事業者と経営指導員とで協議の末、ターゲット顧客を想定し、アンケートま

たはヒアリングシートを作成する。続いて、事業者は、ターゲット顧客に対しア

ンケート依頼または聴き取り調査を行う。また、物産展で商品購入者へのアンケ

ートまたはブースでの聞き取りを行う場合は、今回の商品選定のポイント、商品

や企業への要望、商品の利用頻度等の調査項目を把握するほか、百貨店やバイヤ

ーに対してもニーズ調査等を行い、事業者へフィードバックできる体制を構築す

る。回答結果については、経営指導員が専門家等の協力を得ながら、性別・年代

別・地域別等、その企業に合った切り口で分析し、事業者に巡回訪問時に直接フ

ィードバックする。 

・成果の活用：商工会においては事業者へのアドバイスに、事業者においては販路開拓や商品

販売戦略の見直しの参考材料として活用するとともに、事業計画策定の際にも活

用する。 

 

（目 標） 

※重点支援産業の全事業者を５年間かけて調査することを計画する。 

 

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】 

（課題及び事業目的） 

管内は豊富な一次産品等の地域資源を生かした商品等は複数存在しているが、他地域や競合他

社との差別化に繋がっている新商品・新サービスの開発や販路開拓に向けた独自性の高い、地域

ならではの特色ある特産品が確立できていない状況にある。従前から実施している支援機関との

繋がりはあるものの、より緊密な連携体制が構築できていないため、小規模事業者の特産品の販

路開拓に繋がっていないことが課題である。また、管内の小規模事業者自ら販路開拓を行う際に、

単独で広報戦略並びに IT に関するスキルが乏しい等の制約から事業者単独で思うような効果が

得られないケースが多い。このようなことから、本発達計画にて目標に掲げた「高尾野そば」「養

鶏・鶏卵」「農畜産物」の需要拡大を図る為、広報・展示会等・IT 支援の３つの活動を中心に支

援を行うことで、管内の小規模事業者の新たな販路開拓を促進する。 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

各動向調査提供事業者数 0 13 件 14 件 14 件 14 件 14 件

消費者ニーズ調査事業者数 0 13 件 14 件 14 件 14 件 14 件
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（事業内容） 

（1）EC サイトの積極的な活用支援 

全国連が運営する EC サイト「ニッポンセレクト.com」を活用し、重点支援産業者が提供する

「高尾野そば」を始めとする既存商品及び新商品の販売促進、販路開拓を支援し、需要の開拓

を図る。更に、新商品情報、企業情報などを地元在住又は出身者若しくはゆかりのある人達に

よる Blog や Twitter・Facebook 等のソーシャルネットサービスを活用し、積極的に情報発信を

行い、商品の知名度向上を狙う。 

（2）各種物産展や展示会等出展企業への売上向上支援 

重点支援産業者の既存商品または新商品を PR するため、関西・関東在住の郷土出身者主催に

よる物産展等（関西かごしまファンデー等）に出店支援をするなど新たな販路開拓・拡大と認

知度向上を図ることを目的として、出水市・鶴の町特産品協会・出水市観光協会と連携し、事

業者に対し出店に関連した支援を行う。具体的には、レイアウト・陳列のアドバイスや接客指

導等、商談・成約を高めるための支援を行う。 

また、東京都に立地するアンテナショップ「かごしま遊楽館（鹿児島県運営）」・「むらからま

ちから館（全国連運営）」や鹿児島市内に立地する「かごしま特産品市場（県連合会運営）」へ

管内事業者の名産品を幅広く取り扱ってもらうために、商工会が事業者各アンテナショップと

連携を図りながら店舗への出品提案を行っていく。なお、取り扱い後は首都圏での販路開拓と

商品認知度の向上を図るための事業者の支援を行うと共に売上状況や陳列状況等を把握し、出

店に向けては、商品開発や販路開拓の専門家のアドバイスを頂きながら、商品の改良等の指導

を仰ぎ、売上アップに繋がる支援も行っていく。出店終了後には、PDCA サイクルを活用し、単

に出店しただけにとどまらず、売上に繋がる支援を行っていく。 

（3）効果的な専門家やアドバイザーの活用支援 

市場調査及び商品開発等の専門家と連携を図り、新たな需要を目指す小規模事業者の商品・

技術・サービスの商品力の評価を実施し、改善が必要であれば具体的な販売方法や販路を提示、

また、商品力向上の為のアドバイスを示してもらい、商談・成約を高める支援を行って行く。

（4）マスメディア等を活用した商品・サービス情報の広報支援 

出水市内で、やる気のある企業や新事業を始めた企業を商工会がピックアップして、マスコ

ミへの紹介を積極的に行う。地域情報誌である「TJ かごしま」を始め、多くの市民が購読する

南日本新聞地域版などの新聞媒体やＦＭかごしまや地元ローカールテレビ局（４局）に対し、

商品やサービスについて記事や番組として取り上げてもらうようリアルタイムに情報提供を行

う。 
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（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

ニッポンセレクト登録事業者数 2 件 10 件 15 件 15 件 20 件 20 件

ニッポンセレクト登録事業者目

標売上額 

20 万 200 万 300 万 300 万 400 万 400 万

ニッポンセレクト登録事業者目

標受注件数 

200 人 2000 人 3000 人 3000 人 4000 人 4000 人

各種物産展出店者数 9 10 10 10 10 10

各種物産展参加者売上額 80 万 100 万 100 万 100 万 100 万 100 万

展示会・商談会出展者数 2 2 4 4 6 6

商談成約件数 0 2 4 4 6 6

各アンテナショップ取扱事業者数 10 10 12 14 14 16

専門家派遣数 0 1 3 4 5 6

マスメディア情報提供数 0 3 5 8 10 10

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

出水市、出水市観光協会、鶴の町特産品協会及び鶴の町商工会で「鶴の町地域経済活性化委員

会」を年 3回開催し、今後の地域経済活性化の方向性を検討する。そこで地域経済活性化の方向

性を踏まえ下記に記載した商工会が主体として取り組んでいる既存行事やイベントを利用し、集

客力の向上及び魅力的なイベントとなるよう検討する。その実施を行うことで、観光振興と地域

経済活性化につなげていく。 

また特産品販売、まるごと特産品フェア、出水市産業祭、出水市物産展等において特産品の販

売や新商品の地域ブランド化を図る。各イベントは広く市内外に広報し、市外からの交流人口を

増やすとともに地区外からの資金循環を行い、地域経済の活性化を行っていく。 

 

■商工会が中心となり実施している既存の地域活性化事業 

実施時期 名   称 来場者数 実施地 

８月 高尾野夏祭り 3,000 人 高尾野町 

８月 野田郷夏祭り 1,500 人 野田町 

１０月 地域交流グラウンドゴルフ大会 200 人 高尾野町 

１１月 西日本オールドカーフェスティバル 20,000 人 野田町 

３月 中の市 100,000 人 高尾野町 

 

（事業内容） 

（1）出水市、出水市観光協会、鶴の町特産品協会と商工会で「鶴の町地域経済活性化委員会」を

年 3回実施。本委員会において、事業の支援対象である「観光、特産品」を中心とした交流

人口及び資金循環を図れる方向性について検討する。 
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（2）出水市、出水市観光協会、鶴の町特産品協会と連携して、地域特産品の PR、消費拡大を目

的とした物産展及び特産品フェアの開催と参加を行う。 

（3）高尾野・野田郷夏祭り、西日本オールドカーフェスティバル、中の市などのイベントにおい

て「観光、特産品」の PR 及び知名度向上を図る。 

（4）「高尾野夏祭り」「野田郷夏祭り」「地域交流グラウンドゴルフ大会」「西日本オールドカーフ

ェスティバル」「中の市」などにおいて、賞品に地場商品及び特産品を用いる。また地場商品・

特産品の販売店舗の出店を行う。 

 

（目 標） 

物産展、地域イベント、産業祭、スポーツ大会などを鶴の町地区をアピールする場とし、特産

品や観光の PR を行い、消費拡大とにぎわいの創出を図る。特産品と観光のブランド化を行い、販

路拡大及び交流人口の増加を図っていく。 

項  目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

鶴の町地域経済活性化委員会会議 未実施 3 3 3 3 3

特産品展・物産展等参加回数 4 4 4 4 4 4

既存イベント来場者数  毎年 5％増を目標とする。 

 

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み 

 

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）鹿児島産業支援センターが実施する、中小企業支援に携わる鹿児島県、金融機関、支援機関

等を対象とするセミナーに参加し、小規模事業者の経営環境の現状、小規模事業者への支援

内容、支援のノウハウ等について情報収集及び情報交換を行う。 

（2）北薩地域広域指導員協議会が主催して、薩摩川内市、さつま町、長島町、鶴の町商工会の経

営指導員を対象とする「小規模事業者経営支援会議」において、地域小規模事業者の経営動

向、経営支援の現状について情報交換するとともに、地域の小規模事業者の経営動向、支援

ノウハウや販路開拓等経営改善について研究を行う。 

（3）「経営発達支援協議会」が主催して、役職員研修会を年 3回開催し、情報交換を行うととも

に、地域の小規模事業者の経営動向、支援ノウハウ等の情報交換、情報共有化を図る。 

（4）よろず支援拠点、ミラサポ、中小機構による管内小規模事業者に対する説明会、個別経営相

談事業を必要に応じて積極的に開催する。またコーディネーター、専門家と小規模事業者の

経営支援のノウハウ、支援の進め方等について情報収集、情報交換を行う。 

（5）管内小規模事業者の第二創業（経営革新）を進めるとともに、鹿児島県経営金融課と経営革

新支援のノウハウや計画策定の進め方等について情報交換を行う。 

（6）出水市産業振興部、出水市観光協会と月 1回管内の小規模事業者の経営環境や経営状況につ

いてお互いの情報を交換し、売上拡大、販路開拓について情報交換・収集を行う。 
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■経営発達支援協議会構成 

所  属 役  職 人  数 

出水市役所 商工労政係長 １名

（同）グローカルサポート 経営コンサルタント １名

北薩地区広域指導センター センター長 １名

鶴の町商工会 副会長理事 １名

鶴の町商工会 監事 ２名

鶴の町商工会 事務局長 １名

鶴の町商工会 経営指導員 ２名

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（1）鹿児島県商工会連合会が主催する経営指導員・経営支援員研修会に毎年参加し、小規模事業

者の経営や支援制度に関する最新情報、小規模事業者の売上拡大、経営力強化等に向けた支

援ノウハウ等を習得する。 

（2）中小企業大学校の実施する支援機関担当者向けの専門研修及び九州経済産業局、中小企業基

盤整備機構、鹿児島産業支援センターが実施する経営支援に係る説明会、経営セミナー等に、

経営指導員が年 1回以上参加し、小規模事業者の売上・利益を確保することを重視した支援

能力の向上を図る。 

（3）北薩地区の商工会の経営指導員を対象とした小規模事業者経営支援研修会を開催し、地域に

密着した経営支援の手法、ノウハウを習得。支援能力の向上を図る。 

（4）組織内においては、経営指導員と経営支援員が管内をペアで巡回訪問することを基本に、職

種の垣根や経験年数を超えた支援方法等を OJT により情報共有及び支援状況の連絡会議を毎

週 1 回以上開催することにより、異なる視点での事業者への提案内容の協議を行うことで支

援方法等の向上を図る。 

（5）実務に必要な中小企業診断士・社会保険労務士等の公的資格の取得を推進する為に、鹿児島

県商工会連合会と連携して資格取得研修会を実施し、公的資格取得を進めるとともに本研修

会を通じて小規模事業者の経営支援に必要な知識・能力の向上を図る。 

（6）実務面で支援能力に係る知識・経験等が必要なことから、熟練の経営指導員と若手経営指導

員で小規模事業者の経営支援に従事し、OJT による現場での指導・助言方法、情報収集方法

等を実践的に習得させ、伴走型の支援能力の向上を図る。 

（7）鹿児島県商工会連合会を通じて、中小企業診断士・社会保険労務士等の有資格者に当商工会

の経営指導員の経営支援の内容・効果等を検証してもらい、実務面での経営支援能力の向上

に役立てる。 

（8）自主研修会において、各自が習得した小規模事業者の支援ノウハウや経営状況の分析結果等

について情報の伝達・共有化を図る。 

（9）鹿児島県、日本政策金融公庫、金融機関が主催する「経営セミナー」や中小企業大学校が主

催する研修会に経営指導員が参加することで、売上及び利益を確保するための支援能力の向

上を図る。 
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（10）経営支援に携わる職員にて「支援会議」を月２回開催。支援先の内容について職員間で協

議又はアドバイス等が受けられる機会を設ける。また、各職員の得意分野のスキルを活かし、

組織内でノウハウの共有を行い、時には案件毎に専門講師を招聘し、問題点等を精査しなが

ら、多方面での個店支援に繋げる体制を整える。 

（11）IT 活用を積極的に進めるため、県連に導入済みの「小規模事業者支援システム」に支援デ

ータの蓄積を積極的に行い、本所共有サーバを活用し、経営革新事例や経営改善事例等各種

支援実績を集約。参考事例が検索しやすい環境を整え、事例の共有化を図る。 

 

 

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 

毎年度、本計画に記載した事業の実施状況及び成果について、以下の方法により毎年度評価・

検証を行う。 

 

【実施内容】 

（1）中小企業診断士等の外部有識者により、毎年度事業の実施状況、達成状況、成果の評価・見

直し案を検討し、提示を行う。 

○外部有識者候補 

1 地域金融機関支店長等 鹿児島銀行、鹿児島相互信用金庫、鹿児島信用金庫 

2 出水市役所 産業振興部長、商工労政課長 

3 外部有資格者 中小企業診断士・税理士 

4 県商工会連合会 経営支援課長、専門経営指導員 

5 連携する支援機関 コーディネーター等 

（2）鶴の町経営発達支援協議会、必要に応じて設置する委員会等において、評価・見直しの方針

を決定する。 

（3）事業の成果・評価・見直しの結果については、当商工会通常総会へ報告し、承認を受ける。

（4）事業の成果・評価・見直しの結果を当商工会ホームページにて、計画期間中公表する。 

（5）事業の評価・見直しに対する対応策について、検討・立案して実行に移す。 
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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 28 年 11 月現在）

（１）組織体制 

１．外部有識者等より示された事業の評価・見直し案を鶴の町経営発達支援計画策定推進検討委

員会で審議、それを踏まえて事業の見直し等を事務局に提示する。 

２．見直し案に基づいた事業計画を事務局で作成し、正副会長会及び理事会に提示し審議する。

３．事業報告と併せて総会の承認を受ける。理事会は決定事項に基づき、事務局に実施指示を行

い実行管理を行う。 

４．年度途中の事業計画の実施計画については、理事会に都度報告し、必要に応じてスケジュー

ル等を変更する。 

５．経営発達支援事業に従事する鶴の町経営発達支援計画策定推進検討委員会のメンバーは副会

長 1名、理事 3名、市役所 1名、事務局長 1名、広域指導員 1名、経営指導員 2名、経営コ

ンサルタント 1名の計 10 名とする。 

６．商工会全体の事務局人員は、事務局長 1名、経営指導員 2名、経営支援員 2名、臨時職員 2

名の計 7名である。 

７．本経営発達計画に従事する事務職人員は、事務局長１名、経営指導員２名、経営支援員２名

で構成する。 

 

                 総   会 

 

 

                報告   承認 

 

                 会 長１名          監 事２名 

            理 事 会・副会長２名 

                理 事２４名          

                                      

                                小規模事業者 

           報告  承認 

                   周知             

                           提示 

            事務局７名               検討委員会 

      事務局長  １名 

      経営指導員 ２名 

      経営支援員 ２名 

      臨時職員  ２名 
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（２）連絡先 

■鶴の町商工会高尾野本所 

○住所：〒899-0401 鹿児島県出水市高尾野町大久保 23-4 

○Tel：0996-82-1065 

○Fax：0996-82-1192 

○ホームページ：http://turunomachi.kashoren.or.jp/ 

○メール：tsurunomachi-s@kashoren.or.jp 

 

■鶴の町商工会野田支所 

○住所：〒899-0502 鹿児島県出水市野田町下名 146-2 

○Tel：0996-84-2062 

○Fax：0996-84-4359 
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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） 

 平成29年度

（29年4月以降）
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

必要な資金の額 1,400 1,900 1,900 1,900 1,900

 

●経営改善普及事業指導事業費 

・事務費 

・講習会開催費 

・創業・経営革新支援事業費 

●地域総合振興事業費 

・総合振興費 

・観光振興費 

●一般管理費 

・旅費 

・事務費 

500

100

200

200

500

300

200

400

200

200

900

100

400

400

600

300

300

400

200

200

900

100

400

400

600

300

300

400

200

200

900 

100 

400 

400 

600 

300 

300 

400 

200 

200 

900

100

400

400

600

300

300

400

200

200

（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 

商工会会費、国補助金、県補助金、市補助金、手数料収入等 

 

 

（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。 

 

  



- 24 - 

（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した場合の連携に関す

る事項 

連携する内容 

（1）経営分析・需要動向調査に係るセミナー、経営発達事業の内容、事業計画の策定・実施支援

に係るセミナー、創業・第二創業（経営革新）支援、経営発達事業の内容に係る創業塾、個

別相談会についてより効果の高いものとするため連携して開催する。 

（2）小規模事業者販路開拓支援、経営発達事業の内容における観光キャンペーン、展示会、商談

会の開催及び出展支援を連携して実施し、周知拡大及び販路拡大を図る。 

（3）地域活性化事業、経営発達事業の内容において、地域特産品を活用した料理・メニューの PR、

消費拡大を目的とした特産品展示会の開催、既存の地域活性化イベントの集客向上、魅力度

アップに向けた対策等の検討、連携した実施により地域活性化の進展を図る。 

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において、連携した

情報交換を進め、経営発達支援事業に係る支援力向上を図る。 

連携者及びその役割 

① 独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 高田 坦史 

住所：〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

Tel：03-5470-1509 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部 

住所：812-0038 福岡県福岡市祇園町 4-2 サムティ 7号祇園 BLDG 

Tel：092-263-1500 

○役割及び効果 

地域小規模事業者に役立つ情報の提供や中小企業事業団が開催する支援機関担当者向け

研修への参加及び中小企業大学校人吉校にて開催される事業者向け研修への地域内事業者

の参加促進を行い資質向上への対応を図る効果がある。またアドバイザー等の専門家派遣を

依頼し、企業の各種課題に対応していく。 

 

② ミラサポ  

運営者：小規模事業者ビジネス創造オープンプラットフォーム・コンソーシアム 

Web サイト：https://www.mirasapo.jp/ 

○役割及び効果 

国が実施する補助金や税制などの支援施策の小規模事業者への情報提供。事業者のニーズ

に沿った専門家を派遣し、連携を行うことによる細分化、専門性の強化が図られる。 

 

③ 公益財団法人 かごしま産業支援センター 鹿児島県よろず支援拠点 理事長 六反 省一 

住所：〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町 9-1 産業会館 1階 

Tel：099-219-3740 

○役割及び効果 
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事業者からの技術的・専門的な相談などに対応する為、「総合的・先進的経営アドバイス

を行いながら、事業主に対しコーディネーターが的確な支援を行い、地域の支援機関では対

応が難しい相談を伴走方支援によって解決していく。 

 

④ 鹿児島県商工会連合会 会長 森 義久 

住所：〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町 9-1 産業会館 1階 

Tel：099-276-3773 

○役割及び効果 

経営分析・需要動向調査に係るセミナー、事業計画の策定・実施支援に係るセミナー、創

業・第二創業（経営革新）支援に係る創業塾・個別相談会の実施支援・講師紹介等、小規模

事業者販路開拓支援における展示会・商談会開催及び出展支援に係る情報提供・実施支援等

小規模事業者の経営動向調査・支援ノウハウについての情報交換。 

 

⑤ 出水市産業振興部 部長 宇都 修一 

住所：899-0201 鹿児島県出水市緑町 1-3 

Tel：0996-63-2111 

○役割及び効果 

小規模事業者販路開拓支援における観光キャンペーン、展示会・商談会開催及び出展支援

に係る情報提供、方法・内容アドバイス、人的支援など。 

地域活性化事業における地域活性化プロジェクト会議での協賛・検討、特産品マーケット

の開催、既存イベント見直しによる内容等アドバイス、広報、人的支援。 

情報交換を図り、小規模事業者の経営動向・支援ノウハウの情報を多く蓄積し、支援力向

上を図る。 

 

⑥ 出水市観光協会 会長 宗像 義政 

住所：899-0203 鹿児島県出水市上鯖渕 715-16 

Tel：0996-79-3030 

○役割及び効果 

小規模事業者販路開拓支援における観光キャンペーン、展示会・商談会開催及び出展支援

に係る情報提供、方法・内容アドバイス、人的支援など。 

地域活性化事業における地域活性化プロジェクト会議での協賛・検討、特産品マーケット

の開催、既存イベント見直しによる内容等アドバイス、広報、人的支援。 

情報交換を図り、小規模事業者の経営動向・支援ノウハウの情報を多く蓄積し、支援力向

上を図る。 

 

⑦ 鶴の町特産品協会 会長 松元 正一 

住所：899-0401 鹿児島県出水市高尾野町大久保 23-4 

Tel：0996-82-1065 



- 26 - 

○役割及び効果 

小規模事業者販路開拓支援における観光キャンペーン、展示会・商談会開催及び出展支援

に係る情報提供、方法・内容アドバイス、人的支援など。 

地域活性化事業における地域活性化プロジェクト会議での協賛・検討、特産品マーケット

の開催、既存イベント見直しによる内容等アドバイス、広報、人的支援。 

情報交換を図り、小規模事業者の経営動向・支援ノウハウの情報を多く蓄積し、支援力向

上を図る。 

 

連携体系図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 

鶴の町商工会 

○事業：経営分析・動向調査、事業計画
の策定・実施支援に係るセミナー、創
業・第 2創業に係る創業塾・個別相談会
○連携先：鹿児島県よろず支援拠点・ミ
ラサポ・中小企業基盤整備機構九州・鹿
児島県商工会連合会 

○事業：地域特産品及び特産品メニュー
等の展示会・商談会開催及び出展支援 
○連携先：出水市産業振興部・出水市観
光協会・鶴の町特産品協会・鹿児島県商
工会連合会 

○事業：観光キャンペーン、地域活性化
プロジェクト会議開催、特産品マーケッ
トの開催、既存の地域活性化イベントの
集客向上、魅力度アップに向けた対策の
検討、実施 
○連携先：出水市産業振興部・出水市観
光協会・鶴の町特産品協会 

○事業：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 
○連携先：鹿児島県よろず支援拠点・ミ
ラサポ・中小企業基盤整備機構九州・鹿
児島県商工会連合会・出水市産業振興
部・出水市観光協会 
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