
経営発達支援計画の概要 

実施者名 あまみ商工会 

実施期間  平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

 奄美大島の近年高まっている観光活性化の状況を踏まえ，観光関連産業及び観光活性

化と相乗的に進展が期待できる特産品製造販売業，飲食業の経営力向上，販路拡大等を

重点的に継続して支援する。併せて，当該業種の新商品開発・サービス開発等の新規事

業（経営革新）支援及び起業支援を効果的に行う支援体制を構築し，「観光関連産業・

特産品製造販売業，飲食業を軸とした地域小規模事業者全体の経営力強化，経営発展を

推進する。」ことを目標とする。 

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こと 

  国・県・奄美市等の各種統計資料，あまみ商工会の独自調査による分析結果を活用

して，地域の経済動向・需要動向を調査・分析し，小規模事業者が事業の持続的発展

の取組みを進めていく上での「適正な指針」となる調査分析資料を作成する。 

 ２．経営状況の分析に関すること 

  地区内の小規模事業者の持続的な安定的発展に向け，経営指導員の定期的な巡回・

窓口相談，専門家を招聘した経営分析を行い，分析結果については，分析事業者にわ

かり易く解説し，情報共有を図り，事業計画策定支援に役立てる。 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

  【事業（経営）計画策定支援】 

上記の１．地域の経済動向調査，２．経営状況の分析での結果等を踏まえて，各

種経営支援機関と連携し，支援対象の小規模事業者に伴走型の指導・助言を推進し，

事業展開に必要不可欠な事業（経営）計画策定支援を充実化し，支援対象の小規模

事業者の持続的な経営強化，経営発展を図る。 

【創業・第二創業（経営革新）支援】 

各種経営支援機関と連携して，創業（第二創業）塾・相談会等を開催し，創業・

経営革新事業所の掘り起こしと創業・経営革新計画策定支援を行う。特に事業計 

画策定を支援する中で，新商品・新サービス開発等の内容が盛り込まれる場合は，

経営革新承認に向けて，伴走型の支援を実施する。   

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画策定後は，各種経営支援機関と連携し，支援対象の小規模事業者に伴走 

型の指導・助言を推進し，事業計画策定事業者については，現状で実施している内 

容等のさらなる充実化を図り，小規模事業者の事業計画実施支援をより効果的に推 

進する。 

５．需要動向調査に関すること 

 需要動向調査を実施し，今後の需要拡大・販路開拓を目指した商品戦略，サービ 

ス戦略のための分析数値として活用する。また，需要動向調査結果については小規 

模事業者に情報提供し，事業計画策定に役立てる。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

【小規模事業者販路開拓支援】 

行政・各種団体と連携して，奄美大島の観光ＰＲを積極的に行い，観光客の 

誘致を図る。また県内外で行われる展示会，商談会に積極的に参加し，支援対 

象の小規模事業者の知名度向上，販路開拓を支援するとともに，地域特産品・ 

地域（島）料理等の展示会を開催し，周知拡大，販売拡大を図る。       

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域活性化事業 

  奄美市，大島郡大和村，奄美大島観光協会，あまみ商工会で構成する「地域経済 

活性化プロジェクト会議」を定期的に実施し，今後の地域経済活性化の方向性を検 

討する。そこで検討した方向性を踏まえて，地域特産品及び特産品を活用した地域 

（島）料理・メニューの知名度向上，消費拡大を目的とした特産品マーケットや既 

存地域活性化イベント等を魅力的イベントになるよう検討し，観光振興・地域経済 

活性化の進展を目指す。 

連絡先 

あまみ商工会本所 

 ・住所：〒894-0511 鹿児島県奄美市笠利町里 63 番地 3 

・電話：0997-63-0058・ＦＡＸ：0997-63-0325・メール：amami-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）あまみ商工会を取り巻く現状（課題・強み・機会等） 

１．あまみ商工会が立地する奄美大島は、鹿児島県本土から南西に約 380km～560km の海上に

点在する大小 8 つの有人の島からなる奄美群島の中で、最も大きな面積を有する島で

ある。（図１：奄美大島の位置） 

奄美大島は、1 市、2 町、2 村（奄美市、龍郷町、瀬戸内町、宇検村、大和村）の 5 つの市町村

から成り、奄美市は平成 18 年に旧名瀬市、旧笠利町、旧住用村の１市、１町、１村の 3つの市町

村が飛び地合併し、地理的に隣接していない地域から成る市である。（図 2：奄美市の位置） 

 あまみ商工会は、奄美市の行政合併に伴い、旧笠利町商工会、旧住用村商工会、旧大和村商工会

が合併して平成 20 年度に設立され、旧笠利町に本所、旧住用町に住用支所、大和村に大和支所が

あり、奄美市、大和村という 2つの行政地域を管轄する鹿児島県でも唯一の商工会である。 

（図 3：あまみ商工会の管轄地域）平成 26 年 4 月 1 日現在で、管内の商工業者数は 456 名、小規

模事業者数 421 名で、そのうちあまみ商工会では 290 名の会員を有する。 

  また、鹿児島県の商工会では 10 地域の広域指導協議会を設置し、広域単位で専門的な経営指導

体制を構築しているが、あまみ商工会は奄美大島地域広域指導協議会の幹事商工会として、奄美大

島地区の 11 商工会（宇検村商工会、瀬戸内町商工会、龍郷町商工会、あまみ商工会、喜界町商工

会、徳之島町商工会、天城町商工会、伊仙町商工会、知名町商工会、和泊町商工会、与論町商工会）

の広域専門指導体制の中核を成している商工会である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．あまみ商工会が管轄する奄美市笠利町、奄美市住用町、大島郡大和村の人口は平成 26 年度が 9、

602 人で、そのうち、商工会の本所が立地する奄美市笠利町が 6、010 人ともっとも多く、商工会

の中心地域を形成している。（図 4：奄美市、大和村の人口）人口は、年々減少傾向にあり、8年前

の平成 18 年から比較すると約 1、500 人、15％の減少となっている。（図 5：奄美市、大和村の人

口動態）また、65 歳以上の高齢化率は年々増加し、平成 26 年度は 36.8％と全国平均の 25.1％を

10％以上も上回っている状況である。（図 6：奄美市、大和村の高齢化率の変化） 

 

 

 

 

図 2：奄美市の位置 図 1：奄美大島の位置 

 

図 3：あまみ商工会の管轄地域 

図 4：奄美市、大和村の人口      （人）
笠利町 住用町 大和村 合計

ｈ18 6,954 1,811 1,877 10,642
ｈ19 6,718 1,756 1,839 10,313
ｈ20 6,678 1,710 1,859 10,247
ｈ21 6,592 1,663 1,790 10,045
ｈ22 6,531 1,617 1,763 9,911
ｈ23 6,412 1,544 1,726 9,682
ｈ24 6,309 1,500 1,679 9,488
ｈ25 6,124 1,459 1,642 9,225
ｈ26 6,010 1,417 1,635 9,062

図 5：奄美市、大和村の人口動態 
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３．このような人口減、高齢化の進むあまみ商工会地域における消費者の購買動向をみると、地元購

買率は笠利町で 35.1％、住用町で 8.9％、大和村で 5.8％ときわめて低い状況にあり、他地区（特

に本島の中心部である旧名瀬市）への消費者流出が著しく多く、商業・サービス業を中心とした地

域小規模事業者の景気動向は非常に厳しいものがあることを示している。（図 7：あまみ商工会管

内消費者の消費動向） 

このことから、当地域の機会、強みを活かして、地域の景気浮揚、経済活性化を図ることが喫緊

の課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．奄美大島は国定公園に属する景勝地をはじめ、エメラルドグリーンの海、珊瑚礁の間を遊泳する

熱帯魚、珊瑚礁が砕けてできた白い砂浜、特別天然記念物のアマミノクロウサギなど希少な動植物、

平均気温 21℃前後の中で年間を通じて絶えることのないハイビスカスやブーゲンビリアなどの原

色の花々、ソテツ・アダン・ガジュマルなどの熱帯樹に囲まれた集落など、豊かな自然に恵まれた

亜熱帯の島である。あまみ商工会地区においても、特産農産物、シマ唄・八月踊り・六調踊り等の

伝統芸能や大島紬など個性的で多様な観光資源が豊富に存在する。 

このように観光資源の豊富な奄美大島は、以前から多くの観光客が訪れるなど、南国の観光地と

して有名な地である。豪雨水害や東日本大震災等の影響により観光客数は一時減少したものの、近

年、東京、大阪、福岡・鹿児島等からの観光客等により入込客数が持ち直してきつつある。 

（図 8：奄美大島の海空路入込客数動向） 

そのような中、平成 26 年 4 月からは、福岡と奄美大島間直行の航空便が増便し（4月～10 月）、

7月にはＬＣＣ（格安航空会社）バニラ・エア株式会社による成田と奄美大島間直行の格安航空便

が就航し、交通アクセスの利便性が大きく向上し、さらに入込客数が増加している状況である。バ

ニラ・エアの就航状況については、平成 26 年 7 月に就航して以来 5ヶ月で約 43、000 人もの旅客

数があり、奄美大島の観光客数増加の大きな要因となっている。平成 26 年 12 月から平成 27 年 1

月にかけては臨時便を増便することにしており、更なる集客増に寄与するものと期待される。併せ

て奄美大島が世界自然遺産の候補地に登録されたことや奄美群島振興交付金による離島航空・航路

賃の割引、奄美市名瀬港への大型観光客船の寄港乗客が 1万人を超過するなど、奄美大島の観光に

対する顧客ニーズは格段と高まりつつあり、観光関連に携わる産業は、そのような状況に乗じて、

経済活性化に貢献することが大きく期待できる業種である。（図 9：LCC（バニラ・エア）乗客実績）

 

図 6：奄美市、大和村の高齢化率の変化 
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図 7：あまみ商工会管内消費者の消費動向 

地区（町） 地元 流出 うち旧名瀬市

笠利町 35.1% 64.9% 33.2%

住用町 8.9% 91.1% 81.5%

大和村 5.8% 94.2% 83.2%

・平成24年度消費者購買動向調査書：鹿児島県商工労働部  
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また、あまみ商工会の本所が所在する奄美市笠利町には奄美空港があり、空路客が乗降すること

から、乗降客の集客をより直接的に検討・対応することが可能である。 

 

５．当地域においては、サトウキビ、タンカン、パッションフルーツ、スモモ、マンゴーなど南国特

有の農産物の栽培が盛んで、全国でも有数の生産量をあげている。 

（図 10：平成 25 年度特産品の素材となる農産品生産高） 

  これらの農産物は黒糖、ジュース、フルーツソース、ジェラート、ドレッシング、菓子類、調理

素材など多くの加工食品、原材料に活用され、奄美大島を代表する観光土産品や飲食店メニュー等

として島内外において幅広く販売・提供されている。今後、奄美大島の観光活性化に伴って、これ

らの農産物を加工販売する特産品製造販売業や調理メニューの素材とする飲食業については、相乗

的に販路開拓、需要拡大が十分に見込めるものであり、観光関連産業と併せて地域経済活性化を図

ることが期待できる業種である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営発達支援事業の目標 

１．このように、あまみ商工会の管轄地域は、人口減少、高齢化率の増大による地域衰退、消費者購

買流出率がきわめて高いなど経済環境は深刻な状況にある。また小規模事業者自体の高齢化や後継

者難も進みつつある。しかし、そのような状況において、交通アクセスの利便性向上、世界自然遺

産候補地登録など知名度向上による観光客の増大など、観光関連産業の進展が進みつつあり、この

ことは、今後、地域経済活性化を期待できる大きな要因である。 

２．このような地域課題、強み、機会等を踏まえ、あまみ商工会では、経営発達支援事業として、鹿

児島県、奄美市、大和村、（財）かごしま産業支援センター、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

鹿児島県よろず支援拠点、ミラサポ、鹿児島県商工会連合会、地域金融機関やその他支援機関等と

連携し、観光分野に着目して、観光関連産業（宿泊・レジャー業）及び観光活性化と相乗的に進展

が期待できる特産品製造販売業、飲食業の経営力向上、販路拡大等を重点的に継続して支援する。

併せて、当該業種の新商品開発・サービス開発等の新規事業（経営革新）支援及び起業支援を効果

的に行う支援体制を構築し、「観光関連産業・特産品製造販売業、飲食業を軸とした地域小規模事

図 8：奄美大島の海空路入込客数動向（人） 

年度 海路 空路 合計

平成21年度 101,103 271,383 372,486

平成22年度 95,147 260,005 355,152

平成23年度 89,817 267,286 357,103

平成24年度 93,999 267,286 361,285

平成25年度 92,337 278,023 370,360

・平成26年度奄美大島観光の動向：鹿児島県大島支庁

図 9：LCC（バニラ・エア）乗客実績（人）

年 月 旅 客 数

H 2 6 .7 9 ,0 9 0

H 2 6 .8 9 ,8 6 2

H 2 6 .9 9 ,2 3 4

H 2 6 .1 0 6 ,5 8 7

H 2 6 .1 1 8 ,4 1 9

合 　 計 4 3 ,1 9 2

・ 奄 美 大 島 観 光 協 会 資 料  

図 10：平成 25 年度特産品の素材となる農産品生産高（奄美市・大和村） 

生産量（ｔ） 生産額（千円） 生産量（ｔ） 生産額（千円） 生産量（ｔ） 生産額（千円）

タンカン 745 246,680 46 11,708 791 258,388

パッションフルーツ 79 48,512 79 48,512

スモモ 65 28,920 26 10,400 91 39,320

マンゴー 33 59,399 33 59,399

さとうきび 25,811 590,984 25,811 590,984

その他果樹 150 40,500 150 40,500

合計 26,883 1,014,995 72 22,108 26,955 1,037,103

・奄美市農林業振興計画書：奄美市　　・大和村提供資料

品目
奄美市 大和村 合計
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業者全体の経営力強化、経営発展を推進する」ことを目標とする。また、後継者・創業者育成を支

援し、高齢化の進みつつある当該業種の事業継続・持続的発展を高めるための支援を行う。 

観光関連産業の経営発達は、観光客等の外部資本の流入を促進し、地域の全業種の小規模事業者

の経営発達に大きく波及を促すものである。経営発達支援事業の推進により、「観光の島、奄美大

島」の側面を強くアピールし、地域小規模事業者全体の経営強化、地域景気浮揚、経済活性化に寄

与することを併せて目標とする。 

また、奄美市の総合計画においては、「観光立島を目指した産業連携のまちづくり」として、付

加価値の高い地場産品や豊富な観光資源の活用による地域外マーケットへの販売戦略が総合計画

の目的の一つとなっている。大和村の総合振興計画においては、自然、文化、歴史等の観光資源を

活用した「観光振興プロジェクト」、地域特産品の加工販売を目指す「特産品販売促進プロジェク

ト」が特筆すべきプロジェクトとして盛り込まれている。このように、今回の経営発達支援計画で

策定する「観光分野に着目した支援事業」は、奄美市、大和村の総合計画と方向性が合致するもの

であり、より強力に連携して事業を推進することができる。 

尚、当商工会管内の平成 26 年 3 月 31 日の小規模事業者数は 421 事業所である。そのうち、観光

関連産業（宿泊・レジャー業）が 41 事業所、特産品製造販売・飲食業が 48 事業所、合計で 89 事

業所である。 

 

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２７年４月１日～平成３２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】 

  各種統計資料、独自調査による結果を活用して、地域の経済動向・需要動向を、目的に応じて調

査・分析することにより、支援対象とする小規模事業者が事業の持続的発展の取り組みを進めてい

くうえでの「適正な指針」となる調査分析資料を作成する。 

   

（事業内容） 

 (1)国・県・奄美市等が調査する各種統計資料を活用して、全国の状況はもとより地域の統計デー

タを抽出・結合・加工して、地域経済の動向、業界（市場）動向、需要（販売）動向、今後の課

題・見通し等を詳細に収集、整理、調査、分析し、奄美大島に特化した実用的な資料を作成する。

活用する各種統計の種類が多いので、担当職員が協力・役割分担して精度の高い資料づくりに努

める。データについても最新版となるよう職員一同でデータ更新等に努める。【指針③】  

■活用する主な各種統計 

NO 統計名 作成機関 NO 統計名 作成機関 

1 商業動態調査 経済産業省 13 鹿児島県観光動向調査 鹿児島県 

2 中小企業白書 経済産業省 14 鹿児島県観光統計 鹿児島県 

3 旅行・観光消費動向調査 国土交通省 15 市町村民所得推計結果 鹿児島県 

4 観光地域経済調査 国土交通省 16 消費者購買動向調査 鹿児島県 

5 宿泊旅行統計調査 国土交通省 17 数字でみる奄美市（統計データ） 奄美市 

6 訪日外国人消費動向調査 国土交通省 18 小規模企業景気動向調査 全国商工会連合会 

7 経済センサス調査 総務省 19 鹿児島県金融経済概況 日本銀行鹿児島支店

8  家計調査 総務省   

9 労働力調査 総務省 

10 サービス業基本調査 総務省 
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11 奄美群島の概況 鹿児島県 

12 奄美大島観光の動向 鹿児島県 

 

(2)経営発達支援事業の支援対象である「観光関連産業・特産品製造販売業・飲食業」については、

平成 27 年度より、あまみ商工会が作成した「独自の経営実態調査」を実施し、支援対象事業者の

経済動向を把握し、課題・問題点等の抽出を行う。 

（分析項目：業界特徴、需要動向（市場規模）、顧客情報・動向、商品（サービス）情報、販売（サ

ービス）動向、今後の課題・見通し等）【指針③】 

 (3)各種統計に基づく調査資料と、商工会独自調査より得られた調査資料を統合して、地域経済に

関する総合的な調査報告書を作成する。調査報告書は、管内小規模事業者に配布するとともに、

インターネットにより閲覧できるものとし、巡回指導や経営分析の相談時等に積極的に提供する。

【指針③】 

 

（目 標） 

 (1)地域経済動向調査、業界動向調査は、小規模事業者にとって中長期的な経営計画を作成するう

えでもっとも基本的で重要な事項である。地域経済動向調査を適正に行い、結果をきめ細かく提

示することにより、小規模事業者が的確に目標を見据えた計画策定支援が可能となる。 

  調査・分析は、最低、毎年 1 回は実施するものとし、調査報告書及び要約版を作成し、対象業

種である 89 小規模事業者をはじめ、関係事業所・機関に配布し、今後進むべき方向性を定める基

本指針として活用され、今後の経営力強化を図ることを目標とする。 

 (2)商工会においても、本調査結果を小規模事業者の経営支援のための実践的な基本ツールとして

活用し、経営指導の質を向上することを併せて目標とする。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

各種統計分析回数 未実施 1 1 1 1 1

経営実態調査回数 未実施 1 1 1 1 1

報告書作成・配布回数 未実施 1 1 1 1 1

地域経済動向調査の流れ

全国経済動向結果 地域経済動向結果

商工会の支援ツール経営計画の基本指針

独自の企業経営実態調査 

（商工会による） 

個別経済動向結果 

地域の経済動向等各種統計調査

地域経済動向調査報告書
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現状では、このような地域の経済動向・需要動向調査を体系的に実施している状況にはない。上

記の取り組みによって、事業計画策定の基本ともいえる「地域の経済動向・需要動向」に係る資料

作成・情報蓄積等を推進することにより、経営改善発達事業の推進を図る。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者への経営分析等の結果提供等については、安全性・収益性・生産性・成長性等につ

いて、分析数値を利用し、鹿児島県の中小企業の経営指標や全国商工会連合会の小規模企業の経営

指標との比較による税務支援、金融支援の業務に主に活用されていたのみであった。今後は地区内

の小規模事業者の持続的な安定的発展に向け、経営指導員の定期的な巡回・窓口相談により、支援

対象事業者をピックアップし、専門家を招聘した経営分析を行い、分析結果については、支援対象

事業者が今後、主体的に事業計画策定ができるよう、理解納得するまで解説する。 

また、高度で専門的な課題等がある場合は、鹿児島県、（財）かごしま産業支援センター、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、鹿児島県商工会連合会等の専門家、コー

ディネーター等と連携し、小規模事業者のニーズに的確に応じられるようサポート体制を構築す

る。 

  

（事業内容） 

  (1)巡回指導については、各経営指導員が本計画で支援対象とする事業者を中心に笠利本所、大和

支所、住用支所の地区別に分担し、いままで不定期であった巡回を 2か月に 1回程度、定期的に

訪問し、従来の経営支援に加え商品開発・販路開拓や経営革新の必要性の高い事業者をピックア

ップする。 ピックアップした事業者の経理データを活用し、財務分析を行い、実数分析・比率

分析により、収益性、安全性、成長性、資金繰り等を分析する。 

また、ＡＢＣ分析、ＳＷ０Ｔ分析、市場ポジショニング分析等を活用し、販売管理、仕入管理、

顧客管理等について経営分析を行い、支援対象事業者に情報提供するとともに、今後の支援対象

事業者の事業計画策定のための情報を蓄積する。【指針①】 

 （2）1 ヶ月に 1 回程度、経営指導員による定期的な「経営分析会議」を行い、それぞれが担当す

る事案について経営分析の方法・内容が適切なものであるか，方向性がぶれていないかなどの検

討を行い、担当している経営分析が支援対象事業者のニーズにより即したものとなるよう努め

る。【指針①】 

(3)必要に応じて、鹿児島県、（財）かごしま産業支援センター、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、鹿児島県商工会連合会等の専門家、コーディネーター等の専門家

と連携し、事業者が保有する従業員，商品，サービス，技術等の経営資源を全般的に捉えた経営

全体にわたる分析を実施する。【指針①】 

（4）経営分析結果については、効果的な経営分析となるよう業種別、規模別、時系列などに分類

して体系的に整理・情報管理を行う。経営分析先には，巡回訪問等により定期的に面談し、経営

分析先の経営状況やレベルに応じて、分析先事業者にわかり易く解説し，情報共有を図り、事業

計画策定支援に役立てる。 

   

（目 標） 

   巡回訪問件数、分析チーム会議回数、経営分析件数について、下記を目標として設定、目標に

向けて実施を進める。 
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■経営状況分析に係る事業実施目標 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【事業（経営）計画策定支援】 

上記の１．地域の経済動向調査、２．経営状況の分析での結果等を踏まえて、鹿児島県、（財）

かごしま産業支援センター、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、鹿児島

県商工会連合会、日本政策金融公庫等の支援機関と連携し、支援対象の小規模事業者に伴走型の指

導・助言を推進し、事業展開に必要不可欠な事業（経営）計画策定支援を充実化し、支援対象の小

規模事業者の持続的な経営強化、経営発展を図る。 

  特に、巡回訪問件数、事業計画策定事業者数については、現状で実施している内容等のさらなる

充実化を図り、小規模事業者の事業計画策定支援をより効果的に推進する。 

 

（事業内容） 

 (1)支援対象小規模事業者を対象として、計画策定等に関するセミナー、個別相談会を開催、受講

者に事業計画の重要性、計画策定のノウハウ等についての理解・認識を深め、事業計画策定に対

する取り組みの機運を高め、併せて事業計画策定を目指す小規模事業者の発掘を進める。必要に

応じて、連携する支援機関からの専門家・コーディネーターを講師として効果の高いセミナーを

目指す。【指針②】 

(2)巡回訪問・指導時に当該事業所の事業計画策定の状況等について確認し、未策定の場合は、事

業計画策定に向けた支援を行い、事業計画策定事業者の発掘と拡大を図る。【指針②】 

(3)金融、税務、労務等に係る経営相談の際に、当該相談と併せて事業計画策定に係る相談・支援

を図り、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。【指針②】 

(4)資金計画策定指導及び創業補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金等の申請な

ど事業計画策定が必要な場合に、支援対象事業者と一体となって事業計画の策定支援を行う。 

【指針②】 

（目 標） 

   セミナー・個別相談会開催回数、巡回訪問件数、事業計画策定事業者数について、下記を目標と

して設定、目標に向けて実施を進める。 

■事業計画策定支援に係る事業実施目標 

  ＊セミナー回数は、あまみ商工会・奄美大島地域広域指導協議会の実施分を合計。 

実施内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問・指導件数 

（経営指導員 3名延件数） 
350 600 600 600 600 600

分析チーム会議回数 

（月 1回） 
未実施 12 12 12 12 12

経営分析件数（経営指導員 3

名延件数） 
4 12 30 30 30 30

実施内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

セミナー・個別相談会 

開催回数 
5 6 6 6 6 6

巡回訪問件数 

（経営指導員 3名延件数） 
350 600 600 600 600 600

事業計画策定事業者数 

（経営指導員 3名延件数） 
6 9 12 18 18 18
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【創業・第二創業（経営革新）支援】 

経営者の高齢化、後継者育成が困難な状況において、創業事業者の掘り起し・拡大と、競争力強

化による企業存続を図るための第二創業（経営革新）の推進は、支援対象事業者である観光関連産

業（宿泊・レジャー業）及び特産品製造販売業、飲食業においても必要不可欠な経営支援である。

また、創業は地域経済の新陳代謝・雇用創出等を促し、第二創業（経営革新）は自社の現状と課

題が明確に把握され、環境変化に即応した新たな事業活動の促進を図ることができる。 

このようなことから、当商工会においても従前より創業・第二創業（経営革新）支援を実施して

きたが、支援対象の小規模事業者におけるさらなる経済活性化、経営力強化のために、現状以上の

支援が必要である。そのため、創業（第二創業）の活発化に向けて、鹿児島県、（財）かごしま産

業支援センター、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、鹿児島県商工会連

合会等と連携して、創業（第二創業）塾・相談会等を開催し、創業・経営革新事業所の掘り起しと

創業・経営革新計画策定の支援を行う。また、事業計画策定を支援する中で、新商品・新サービス

開発等の内容が盛り込まれる場合は、経営革新計画の策定を積極的に進める。創業（第二創業）後

も、創業（第二創業）計画の適正な実施、経営力向上に向けて伴走型の支援を実施する。 

 

 （事業内容） 

 (1)創業塾を開催し、創業者の知識向上、能力強化を図り、創業計画の策定支援を行う。創業塾は、

年 2回実施し、1回の実施単位数が基礎編・応用編併せて 4単位（1単位：1日 3時間の 4日間）

を予定する。うち 1 回は女性を主対象とした女性創業塾とし、女性による創業・第二創業を発掘

するものとする。【指針②】 

(2)第二創業（経営革新）に係る個別相談会を必要に応じて開催し、第二創業（経営革新）を目指

す小規模事業所の掘り起しを進めるとともに、第二創業（経営革新）計画の支援を行う。 

創業塾・個別相談会ともに、経営指導員の外、連携する支援機関等からの専門家・コーディネー

ターを講師として招聘し、質の高い内容となるよう企画する。【指針②】 

(3)事業計画策定事業を進める事業所の中で、新商品・サービス開発等の第二創業（経営革新）が

見込まれる場合は、当該事業所の第二（経営革新）創業計画策定支援を行う。【指針②】 

(4)創業・第二創業（経営革新）に係る国・県・市町村・全国商工会連合会等の支援策等の広報、

周知を図り、創業（第二創業）者の掘り起し、事業計画策定支援を行う。【指針②】 

(5)事業計画を策定した事業者については、経営力強化のために、経営革新計画の数値目標に準じ、

付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）年 3％以上、経常利益年 1％以上の向上を目標とし

て継続支援する。【指針②】 

 

（目 標） 

   創業塾・第二創業（経営革新）説明回数、創業・第二創業（経営革新）支援者数、経営力向上

について、下記を目標として設定、目標に向けて事業を進める。 

■創業・第二創業（経営革新）支援に係る事業実施目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業塾開催回数 1 2 2 2 2 2

第二創業説明会回数 1 2 3 3 3 3

創業支援者数 

（経営指導員 3名延件数） 
5 8 12 12 12 12

第二創業（経営革新） 

支援者数 

（経営指導員 3名延件数） 

4 6 9 9 9 9

経営力強化 

付加価値額年 3％以上、経常

利益年 1％以上の向上企業数 

3 6 9 9 9 9
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後は、鹿児島県、（財）かごしま産業支援センター、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、鹿児島県商工会連合会、日本政策金融公庫等の支援機関と連携し、

支援対象の小規模事業者に伴走型の指導・助言を推進し、事業計画策定事業者については、現状で

実施している内容等のさらなる充実化を図り、小規模事業者の事業計画策定後のフォローアップを

より効果的に推進する。 

 

（事業内容） 

 (1)事業計画を策定した小規模事業者に対しては、定期的に巡回訪問し、事業計画が適正に遂行さ

れているかを確認し、課題・問題点等がある場合は的確に抽出し、支援対象事業者と一体となっ

て迅速な解決を図る。【指針②】 

(2)事業計画を策定した事業者については、経営力強化のために、経営革新計画の数値目標に準じ、

付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）年 3％以上、経常利益年 1％以上の向上を目標とし

て継続支援する。【指針②】 

(3)平成 27 年度より、事業の持続的発展に取り組む小規模事業者を支援するため、経営発達支援計

画の認定を受けた商工会・商工会議所による事業計画策定・実施支援を受ける小規模事業者に対

し、必要な設備資金及び付随する運転資金を低利で融資する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」が創設される。管内小規模事業者に本融資制度の普及に努め、資金が必

要な小規模事業者には本融資制度活用にあたっての事業計画の策定支援等を行い、事業の持続的

発展に取り組む小規模事業者の支援に努める。 

また、融資実行後の事業計画の実施及び資金返済計画、管理等のフォローアップ支援についても

綿密に行う。【指針②】 

(4)併せて事業計画策定に係る国・県・市町村・全国商工会連合会等が提供している支援策等の広

報、周知を図り、事業計画策定事業者数の向上を図るとともに、事業計画策定後の小規模事業者

のフォローアップに努める。【指針②】 

(5)フォローアップ事業として、創業、第二創業後、個別の事業計画が計画に基づいて遂行されて

いるか確認し、計画通り遂行されていない場合は課題・問題点等を抽出し、事業者と一体となっ

て解決に向かう伴走型の支援を行う。また、経営力強化に向けて、付加価値額（営業利益＋人件

費＋減価償却費）年 3％以上、経常利益率１％以上の向上を目標とした支援を行う。特に創業者

については、税務申告が初回であることから重点的に支援し、創業計画の適正な遂行を目指す。

【指針②】 

（目 標） 

   フォローアップ件数、経営力強化、小規模事業者経営発達支援融資制度の活用件数について、下

記を目標として設定、目標に向けて実施を進める。 

 

■事業計画策定後の実施支援に係る事業実施目標 

   

 

実施内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事後指導・フォローアップ 

件数（経営指導員 3名延件数） 
5 15 20 20 25 25

経営力強化 

付加価値額年 3％以上、経常

利益年 1％以上の向上企業数 

3 6 9 12 12 12

小規模事業者経営発達支援融

資制度の活用件数 
未実施 5 8 10 10 10
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

地区内の小規模事業者の持続的な安定的発展に向け、支援対象事業者に対する経営指導員の定期

的な巡回・窓口相談、専門家を招聘した需要動向調査を実施し、今後の需要拡大・販路開拓を目指

した商品戦略、サービス戦略のための分析数値として活用する。また、需要動向調査結果について

は、巡回・窓口相談、各種セミナー等により、小規模事業者に情報提供し、事業計画の策定に役立

てる。 

また、高度で専門的な課題等がある場合は、鹿児島県、（財）かごしま産業支援センター、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、鹿児島県商工会連合会等の専門家、コー

ディネーター等と連携し、小規模事業者のニーズに的確に応じられるようサポート体制を構築す

る。 

  

（事業内容） 

 (1)巡回指導は、各経営指導員が支援対象事業者を地域別あるいは事業別に分担し、定期的に訪問

し、経営課題や需要動向等のヒアリングや経営に必要な情報提供等を行う。窓口相談は、経営指

導員が随時対応するものとし、経営指導員が不在の場合は他の職員が対応し、巡回時間を予約し、

それに基づき経営指導員が巡回指導する。巡回・窓口指導で得られた情報・結果等はデータを保

存し、担当職員が情報共有できるようにする。 

(2) ピックアップした事業者の商品・サービス等に係る過去３～５年間の販売動向を調査し、近年

の需要動向を分析する。具体的な方法としては、財務諸表による販売高（需要）の経年変化の傾

向・特徴の調査、売上台帳等による客単価、客数動向の調査、また顧客台帳等による地域別、性

別、年齢別など顧客の特性による販売動向の調査等を複合的に行い、近年の需要動向の内容・特

徴・傾向等を詳細に分析する。上記１．地域の経済動向調査で実施する経営実態調査の結果も併

せて参照する。また、その分析で得られた個別の需要動向データを集計・分析し、地域の需要動

向を総体的に把握し、今後の需要動向の的確な把握に努め、事業者の生産力強化、販売力強化、

顧客対策等の向上に向けて効果的な「事業計画」策定を図る。【指針③】 

 (3)地域消費者ニーズについて、消費者動向について調査を行い（消費者購買動向調査）、商品・サ

ービスに係る動向を把握し、小規模事業者の仕入計画、販売計画の基本的な数値資料として、

「事業計画」策定に役立てる。（指針③） 

(4)支援対象事業者を対象とした経営セミナーを定期的に開催し、需要動向、販売・技術ノウハウ

等についての最新情報を提供し、販売力強化を図るとともに、アンケートやヒアリング調査に

より出席事業者の企業情報を収集する。本セミナーは、連携する支援機関からの専門家・コー

ディネーター及び先進企業の経営者などの実務者を講師として招聘し、効果の高いセミナーを

目指す。【指針③】 

 (5)このような活動により、収集した支援対象事業者の経営状況，商品・サービス等の需要動向な

ど，総体的な情報等を，経営指導員を中心とした分析チームを編成，整理分析し，データベー

スを構築し，事業者からの相談に応じて必要な情報を提供する。分析チーム会議は，原則とし

て毎月 1回実施し，データベースの更新を行う。【指針③】 

 (6)以上の巡回・窓口指導、セミナー開催、経営分析、情報分析事業によって得られた結果を総合

的にまとめ、支援対象事業者の経営課題、問題点を抽出・整理・分析し、需要拡大に向けた経

営計画策定等の資料として活用する。【指針③】 

 

（目 標） 

   需要動向調査件数、消費者購買動向調査、セミナー開催回数について、下記を目標として設定、

目標に向けて実施を進める。 
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■需要動向調査に係る事業実施目標 

 

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】 

【小規模事業者販路開拓支援】 

本経営発達支援事業は、あまみ商工会管内の「観光関連産業（宿泊・レジャー業）及び観光活性

化と相乗的に進展が期待できる特産品製造販売業、飲食業」の経営力向上、販路拡大等を重点的に

継続して支援し、地域小規模事業者全体の経営発達を図ることを目的としている。しかし、販路開

拓（拡大）支援については、重要な経営支援分野であるにも関わらず、商工会としては、いままで

十分な支援体制になかったことから、本経営発達支援事業により効果の高い充実した支援の推進に

努める。 

まず、観光関連産業については、奄美大島の観光活性化に依ることが大きいことから、奄美市、

大和村、奄美大島観光協会、事業者と連携して、奄美大島の観光ＰＲを積極的に行い、観光客の誘

致を図る。併せて、航空・航路会社、旅行代理店等に観光キャンペーンとして訪問・広報を行い、

奄美大島の観光及び支援対象事業者のＰＲ強化・集客向上を図る。 

また、特産品製造販売業、飲食業については、奄美市・大和村・奄美大島観光協会・鹿児島県商

工会連合会と連携し、県内外で行われる展示会、商談会に積極的に参加し、知名度向上、販路開拓

を図るよう支援するとともに、地域特産品・地域（島）料理（メニュー）等の展示会を開催し、周

知拡大、販売拡大を図る。 

尚、インターネット、ホームページ等のＩＴを活用した情報収集、情報提供等に努め、本事業を

より効果的かつ効率的に推進する。 

 

（事業内容） 

 (1)奄美市・大和村・奄美大島観光協会と連携し、観光キャンペーンとして東京、名古屋、大阪、

福岡、鹿児島の航空・航路会社、旅行代理店等の観光業者を訪問し、奄美大島の観光ＰＲ、支援

対象の事業者ＰＲを行い、観光客の誘致、増大を図る。【指針④】 

 (2)奄美市・大和村・奄美大島観光協会と連携し、定期便のない地域からの奄美大島への観光チャ

ーター便の誘致を図り、奄美大島の知名度をより広く向上し、観光客の増加、支援対象事業者の

需要拡大を図る。これまで、奄美大島には山形、広島、岡山、長野からのチャーター便が来訪し

ており、これらの地域以外にも利用便確保に努める。【指針④】 

 (3)奄美市・大和村・奄美大島観光協会と連携し、チャーター航空便来訪、観光客船寄港時などに

奄美空港、名瀬港において歓迎セレモニーを行い、観光客のリピート率向上、支援対象事業者の

ＰＲ促進による集客向上を図る。【指針④】 

 (4)奄美市・大和村・奄美大島観光協会・鹿児島県商工会連合会と連携して、支援対象事業者の特

産品、飲食物・調理メニューを中心とした展示会・商談会を開催し、島内外に周知を高め、販路

を開拓する。【指針④】 

 (5)関東、関西等の奄美出身者から構成される団体（郷友会）へ特産品等のＰＲを行い、郷友会を

通した販路開拓を図る。【指針④】 

 (6)東京、大阪、鹿児島等で開催される鹿児島県、奄美群島の特産品等が出展される展示会・商談

会に向けて、奄美市・大和村・奄美大島観光協会・鹿児島県商工会連合会と連携して支援対象事

業者に対して出展支援を行い、特産品・飲食物の販路開拓と認知度向上を図る。【指針④】 

 (7)このような販路開拓支援を行うにあたっては、インターネット、ホームページ等のＩＴを積極

実施内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

需要動向調査件数（経営指導

員 3名延件数） 
4 12 24 30 30 30

消費者購買動向調査 未実施 1 1 1 1 1

セミナー開催回数 2 3 3 3 3 3
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的に活用し、奄美大島に対する観光需要等の情報を詳細に収集し、観光キャンペーン、チャータ

ー便誘致活動などをより効果的に実施する。また、ＩＴ活用により展示会・商談会等の情報を細

部にわたって収集し、小規模事業者に提供し販路開拓を支援する。 

   併せて、商工会、連携機関のホームページ等により、奄美大島の観光情報、展示会・商談会の

情報等を発信し、全国に向けた販路開拓を推進する。 

 

（目 標） 

   観光キャンペーン回数、チャーター便誘致数、歓迎セレモニー回数、展示会・商談会開催回数、

バイヤー来場者数、展示会・商談会参加回数、出展支援者数について、下記を目標として設定、

目標に向けて事業を進める。 

 

■小規模事業者販路開拓支援に係る事業実施目標 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

観光キャンペーン回数 未実施 2 2 2 2 2

チャーター便誘致数 
商工会と

しては 0 
3 3 4 5 5

歓迎セレモニー回数 未実施 2 3 4 4 4

展示会・商談会開催回数 未実施 1 1 1 1 1

バイヤー来場者数 未実施 20 30 50 50 50

鹿児島県・奄美群島 

展示会・商談会参加回数 
未実施 3 4 5 5 5

鹿児島県・奄美群島展示会・

商談会出展支援者数 
未実施 10 12 15 15 15

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域活性化事業 

  奄美市、大和村、奄美大島観光協会、あまみ商工会で構成する「地域経済活性化プロジェクト会

議」を年 4回実施し、今後の地域経済活性化の方向性を検討する。そこで検討した地域経済活性化

の方向性等を踏まえて、地域特産品及び特産品を活用した地域（島）料理・メニューの知名度向上、

消費拡大等を目的とした特産品マーケットを開催し、地域経済活性化を図る。 

  また、本会議において、既存の地域活性化イベントが、さらに集客力を向上し、魅力的なイベン

トとなるよう検討し、観光振興、地域経済活性化の進展を目指す。 

 

（事業内容） 

(1)奄美市、大和村、奄美大島観光協会で構成する「地域活性化プロジェクト会議」を年 4 回程度

実施し、本会議において、本事業の支援対象である「観光関連産業、特産品製造販売業、飲食業」

を中心とした地域活性化の方向性について検討する。 

(2)奄美市、大和村、奄美大島観光協会と連携して、地域特産品及び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マーケット（軽トラ市等）を開催する。 

(3)奄美市、大和村、奄美大島観光協会と連携して、当商工会管内で実施されている既存の地域活

性化イベントの集客向上、魅力度アップに向けて対策を検討、実施し、地域活性化の効果を高め

るとともに、「観光関連産業、特産品製造販売業、飲食業」のＰＲ促進、知名度向上を図る。 
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■既存の主な地域活性化イベント 

名 称 実施地 名 称 実施地

笠利町あやまる祭り 笠利町 太陽が丘ウォーキング 笠利町 

ひらとみ祭り 大和村 フナンギョの滝＆桜並木ウォーキング 住用町 

三太郎まつり 住用町 まほろば大和ウォーキング 大和村 

笠利まちおこしフェスティバル 笠利町 パパイヤ 1000 本栽培・収穫プロジェクト 全域 

 

（目 標） 

  地域活性化事業を進めるため、下記の項目を目標として設定、目標に向けて事業を進める。 

■地域活性化事業に係る実施目標 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

地域活性化プロジェクト 

会議開催回数 

未実施 4 4 4 4 4

特産品マーケット開催回数 未実施 1 1 1 1 1

出展者数  20 30 40 40 40

来場者数  1、000 1、500 2、000 2、000 2、000

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 
 

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)（財）かごしま産業支援センターが実施する、中小企業支援に携わる行政（鹿児島県）、金融機

関、支援機関等を対象とする「中小企業支援機関連携推進会議」（年 2回開催）に出席し、小規模

事業者の経営の現状、支援の内容、ノウハウ等について情報収集及び情報交換を行う。 

(2)あまみ商工会が幹事商工会を務める奄美大島地域広域指導協議会が主催して、奄美大島地区商

工会及び商工会議所（1 商工会議所、11 商工会）の経営指導員を対象とする「小規模事業者経営

支援研究会」を開催し、地域小規模事業者の経営動向、経営支援の状況について情報交換すると

ともに、経営支援のノウハウや販路開拓等経営の進め方など研究する。 

(3)奄美大島地域広域指導協議会（幹事商工会：あまみ商工会）が主催して、奄美大島本島内の商

工会議所、商工会（1商工会支所、4商工会）の職員を対象とした職員研修会を年 1回開催し、情

報交換の時間を設定し、奄美大島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)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行うとともに、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、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)奄美市、大和村の商工担当課、奄美大島観光協会と、管内の小規模事業者（奄美大島観光協会

とは観光関連の小規模事業者）の経営状況についてお互いの情報を交換し、特に売上拡大、販路

（需要）開拓については情報収集・交換を密にする。 

(7)鹿児島県商工会連合会が実施する、県内 10 か所の広域指導協議会を対象とする広域指導体制運

営協議会、広域指導センター所長会議、担当者会議（年 6 回ほど開催）に出席し、各地域の小規

模事業者の経営動向等について情報を収集し、経営力向上に向けた経営支援のノウハウ、進め方

について情報交換を行う。 
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 ■支援ノウハウ等の情報交換を進める会議・研修等 

名称（内容） 実施機関 頻度・対象者 

中小企業支援機関連携推進会議 
（財）かごしま産業支

援センター 

年 2回 

県内の中小企業支援に携わる行政

（鹿児島県）、金融機関、支援機関

等担当者 

小規模事業者経営支援研究会 
あまみ商工会 
（奄美大島地域広域指導

協議会） 

年 1～2回 

奄美大島地区の商工会・商工会議所

（12 ヶ所）の経営指導員 

奄美大島内商工会・商工会議所

職員研修 

あまみ商工会 
（奄美大島地域広域指導

協議会） 

年 1回 

奄美大島本島の商工会・商工会議所

（5 ヶ所）の職員（事務局長・経営

指導員・経営支援員） 
鹿児島県よろず支援拠点、ミラサポ、

中小企業基盤機構との情報交換、 

（説明会・個別相談時） 

鹿児島県よろず支援拠

点・ミラサポ・中小企業

基盤機構・あまみ商工会

随時 

コーディネーター、経営指導員 

鹿児島県経営金融課との情報交換 
鹿児島県経営金融課 

あまみ商工会 

随時 

経営金融課担当職員、経営指導員 

奄美市、大和村、奄美大島観光

協会との情報交換 

奄美市、大和村、奄美

大島観光協会 

あまみ商工会 

随時 

担当課職員、経営指導員 

広域指導体制運営協議会 

広域指導センター所長会議、担

当者会議 

鹿児島県商工会連合会

年 6回程度 

県内広域指導協議会の各担当経営

指導員、商工会連合会担当職員 

 

 

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、（財）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 回以上は参加し、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)奄美大島地域の商工会議所・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究会」、

奄美大島本島の職員対象の「職員研修会」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)組織内では、原則として毎月 1 回、各経営指導員が直面している支援ケースや小規模事業者支

援に必要性の高いテーマを選定して、自主研修会を実施し、地域小規模事業者の経営現況の情報

収集及び売上・利益確保のための支援能力の向上を図る。 

(5)職員が、業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ために、

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、ベテラン経営指導員と若手経営指導

員のペアで小規模事業者の経営支援に従事し、ＯＪＴにより現場での指導・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。 

    また、必要に応じて、二人以上の複数（チーム）による経営支援を進め、実務面での経営支援

知識、ノウハウ等を向上する。 
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(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)毎月行う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。 

■経営指導員等の資質向上のための取り組み 

区分 名称（内容） 実施機関 

理論研修 

経営指導員研修会・経営支援員研修会 鹿児島県商工会連合会 

支援機関担当者向け「専門研修」 中小企業大学校 

経営説明会・セミナー等 

九州経済産業局 

中小企業基盤整備機構 

（財）鹿児島産業支援センター

小規模事業者経営支援研究会 あまみ商工会 

奄美大島地域広域指導協議会 奄美大島商工会・商工会議所職員研修 

経営指導員自主研修会 あまみ商工会 

資格取得研修会 
あまみ商工会 

鹿児島県商工会連合会 

実務研修 

経営支援時のＯＪＴ 
あまみ商工会 

複数（チーム）による経営支援 

有資格者職員（中小企業診断士・社会保険

労務士）による支援内容等検証・指導 

あまみ商工会 

鹿児島県商工会連合会 

情報共有化 
経営指導員自主研修会における情報伝

達・共有化 
あまみ商工会 

 

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 

  本事業については、商工会による経営発達支援計画としてきわめて重要性の高いものであること

から、ＰＤＣＡサイクルに基づいて、事業実施後は毎年度、計画した各々の諸事業が計画に基づい

て実施されているのか、成果はどのようなものであるか評価・検証し、必要に応じて見直しを行う。

その方法については、以下の方法により行う。 

 (1)有識者により、毎年度、事業の実施状況、成果の評価・見直し案を検討し、提示を行う。 

  ■評価を依頼する有識者候補 

1  奄美市商工担当課長 

2  大和村商工担当課長 

3 外部有資格者（中小企業診断士・税理士）

4 地域金融機関代表 

5 奄美大島観光協会事務局長 

6 鹿児島県商工会連合会専務理事・事務局長

(2)提示された評価結果については、商工会理事会において審議し、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、商工会の通常総会へ報告し、承認を受ける。ま

た、結果内容を記載した文書（チラシ）作成し、地域小規模事業者に配布し、周知を図る。 

(4) 事 業の成果・評価・見直しの結果については、あまみ商工会ホームページ

（http://amami.kashoren.or.jp/）において計画期間中公表し、広く周知を図る。 

(5)評価に基づく事業見直しの具体策については、早急に検討・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２７年８月現在）

（１）組織体制 
１．外部有識者等より提示された事業の評価・見直し案を理事会で審議、それを踏まえた事業の見
直し等を事務局に提示する。 
２．それに基づいた事業計画を事務局で作成し、正副会長会（3名）・理事会（16 名）にて審議し、
事業報告と併せて総会の承認を受ける。理事会（会長）は、決定事項に基づき、事務局に実施指示
を行い、実行管理を行なう。 
３．年度途中の事業計画の実施経過については、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。 
４．経営発達支援事業に従事する事務局人員は、事務局長 1 名、経営指導員 3 名、経営支援員 2 名
の計 6名とする。 
５．商工会全体の事務局人員は、事務局長 1名、経営指導員 3名、経営支援員 3名の計 7名である。
 

■組織体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）連絡先 

１．あまみ商工会本所 
・住 所：〒894－0511 鹿児島県奄美市笠利町里 63 番地 3 
・電 話：0997-63-0058 ・ＦＡＸ：0997-63-0325  
・ホームページ： http://amami.kashoren.or.jp/ 
・メール：amami-s@kashoren.or.jp           

２．担当者①：広域担当経営指導員 武田公洋 
・メール：k.takeda@ kashoren.or.jp 

３．担当者②：経営指導員 山下英之 
・メール：h.yamasita@kashoren.or.jp  

４．担当者③：経営指導員 田中和夫 
・メール：k.tanaka@kashoren.or.jp 

 

 

・事業計画・報告等審議 ・事業計画・報告等承認 

 

総 会 
（299 名（平成 27 年 7 月 1 日現在）） 

外部有識者等 
③評価・見直し

案提示 

②事業報告等

⑥事業計画・

報告等・評

価・見直し 

⑦承認

⑤事業計画 ⑧実施指示

実行管理 

商工会事務局担当者 
（事務局長 1名、経営指導員 3名、経営支援員 3名、計 7名）

正副会長会 
（会長 1名、副会長 2名、計 3名）

理事会 
（会長 1名、副会長 2名、専務理事１名、 

理事 12 名、計 16 名） 

④見直

し指示 
①事業報告

等 

・事業評価・見直し
・事業報告作成・事業計画立案・実施 
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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 27 年度 

(27年 4月以降)
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

必要な資金の額 ３、１５０ ３、５５０ ４、２００ ４、３５０ ４、３５０

 

●経営改善普及事業指

導費 

・事務費 

・講習会等開催費 

・創業・経営革新支援 

事業費 

・地域中小企業支援 

 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 

１、６５０

１００

７５０

４００

４００

８００

６００

２００

７００

４００

３００

１、７５０

１００

８５０

４００

４００

１、１００

８００

３００

７００

４００

３００

１、９００

１００

１、０００

４００

４００

１、６００

１、２００

４００

７００

４００

３００

１、９００ 

 

１００ 

１、０００ 

 

４００ 

 

４００ 

１、７５０ 

１、２００ 

５５０ 

７００ 

４００ 

３００ 

１、９００

１００

１、０００

４００

４００

１、７５０

１、２００

５５０

７００

４００

３００

（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 

補助金収入（国補助金、県補助金、市補助金、村補助金） 

会費手数料等収入（会費、手数料、共済受託料、雑収入、使用料、分担金等） 

 

（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） 

 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 

（１）事業計画策定支援に係るセミナー（別表１、（２）経営発達支援事業の内容－１－Ⅲ）、需

要動向調査に係るセミナー（別表１、（２）経営発達支援事業の内容－１－Ⅴ）、新たな需要の

開拓に寄与する事業（別表１、（２）経営発達支援事業の内容－１－Ⅵ－②）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）事業計画後実施支援に係る小規模事業者経営発達支援融資制度（別表１、（２）経営発達支

援事業の内容－１－Ⅳ）の活用について連携普及・活用に努め、事業に取り組む小規模事業者

の円滑な資金確保を図る。 

（３）小規模事業者販路開拓支援（別表１、（２）経営発達支援事業の内容－１－Ⅵ－①）にお

ける観光キャンペーン、チャーター便誘致、歓迎セレモニー、展示会・商談会開催及び出展支

援を連携して実施し、周知拡大、集客向上を図る。 

（４）地域活性化事業（別表１、（２）経営発達支援事業の内容－２－Ⅰ）において、地域特産

品・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て対策等の検討、実施を連携し、

地域活性化の進展を図る。 

（５）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（別表１、（２）

経営発達支援事業の内容－３－Ⅰ）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）鹿児島県経営金融課 

  １．代表者：県知事 伊藤祐一郎 

  ２．住所・電話：鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 099－286－2111 

（２）（財）かごしま産業支援センター 

  １．代表者：理事長 西山芳久 

  ２．住所・電話：鹿児島市名山町 9番 1号 鹿児島県産業会館 2F 099－219－1270 

（３）鹿児島県よろず支援拠点 

  １．代表者：コーディネータ－ 加藤 剛 

  ２．住所・電話：鹿児島市名山町 9番 1号 鹿児島県産業会館 2F 099－219－3740 

（４）ミラサポ 

  １．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 

  ２．WEB サイト：https://www.mirasapo.jp/ 

（５）独立行政法人中小企業基盤整備機構九州 

  ①代表者：本部長 齋藤 三 

  ②住所・電話：福岡市博多区祇園町 4番 2号サムティ博多祇園 BLDG 092－263－1500 

■役割及び効果 

  （役割） 

  ・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・個別相談会の内容アドバイス・講師紹 

介等 

   ・小規模事業者の経営動向・支援ノウハウについての情報交換 
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（効果） 

  ・セミナー等の実施内容、講師をより支援効果の高いものとする。 

  ・情報交換によって、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）鹿児島県商工会連合会 

  １．代表者：会長 森 義久 

  ２．住所・電話：鹿児島市名山町 9番 1号 鹿児島県産業会館 6F 099－226－3773 

■役割及び効果 

（役割） 

  ・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・個別相談会の内容アドバイス・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 

実施内容のアドバイス等 

   ・小規模事業者の経営動向・支援ノウハウについての情報交換 

  （効果） 

  ・セミナー等の実施内容、講師をより支援効果の高いものとする。 

  ・展示会・商談会開催支援、出展支援を小規模事業者の販路開拓の拡大に繋げる。 

  ・情報交換によって、小規模事業者の経営動向・支援ノウハウの情報をより多く蓄積し、支援 

力向上を図る。 

（７）奄美市商水情報課 

  １．代表者：市長 朝山 毅 

  ２．住所・電話：鹿児島県奄美市名瀬幸町 25－8 0997－52－1111 

（８）大和村産業課 

  １．代表者：村長 伊集院幼 

  ２．住所・電話：鹿児島県大島郡大和村大和浜 100 0997－57－2111 

（９）奄美大島観光協会 

  １．代表者：会長 斉藤正道 

  ２．住所・電話：鹿児島県奄美市名瀬幸町 19－5 0997－54－4991 

 ■役割及び効果 

  （役割） 
  ・小規模事業者販路開拓支援における観光キャンペーン、チャーター便誘致、歓迎セレモニー、

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、人的支援等 

   ・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議・検討、特産品マーケット開催、

既存イベント見直しに係る内容等アドバイス、広報、人的支援等 

    ・小規模事業者の経営動向・支援ノウハウについての情報交換 

  （効果） 

    ・観光キャンペーン等により、奄美大島の観光ＰＲをより推進する。 

  ・展示会・商談会開催及び出展支援を小規模事業者の販路開拓の拡大に繋げる。 

  ・特産品マーケット開催、既存イベント見直しによる地域特産品の知名度向上、消費拡大を図り、

地域活性化を進展させる。 

  ・情報交換によって、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。 
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（10）日本政策金融公庫鹿児島支店 

１．代表者：支店長 菊池 潤 

  ２．住所・電話：鹿児島市名山町 1－26 099－226－1241 

■役割及び効果 

  （役割） 

  ・事業計画を策定した小規模事業者が、事業の持続的発展に取り組むために必要な設備資金 

及び付随する運転資金を確保するための「小規模事業者経営発達支援融資制度」の積極的 

な普及、融資実行努める 

  （効果） 

    ・事業計画を策定した小規模事業者に資金面の支援を行い、事業計画の円滑かつ迅速な実施 

を推進する。 

   

連携体制図等 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

■（事業）:事業計画を策定

した小規模事業者に対す

る資金支援 

■（連携先）：日本政策金融

公庫鹿児島支店 

■（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）：奄美市商水情報課・大和村産業課・

奄美大島観光協会・鹿児島県商工会連合会 

連携 

連携 

実施主体： 

あまみ商工会

■（事業）:経営分析・需要動向調査、事業計画の

策定・実施支援に係るセミナー、創業・第二創

業支援に係る創業塾・個別相談会・ 

■（連携先）：鹿児島県経営金融課・（財）かごし

ま産業支援センター・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）：観光キャンペーン、チャーター便誘致、

歓迎セレモニー、地域活性化プロジェクト会議開

催、特産品マーケット（軽トラ市等）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）：奄美市商水情報課・大和村産業課・

奄美大島観光協会 

■（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）：鹿児島県経営金融課・奄美市商水情報

課・大和村産業課・奄美大島観光協会・（財）かご

しま産業支援センター・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 


