
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 姶良市商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

 姶良市の外部経済環境の影響に伴う，小規模事業者の持続的な発展を目指す

と同時に，市内への流入人口の増加に伴う，創業者の掘り起こしの支援や市の

認知度を高めるため，新たな商品となる特産品の開発を支援する。 

 ・ 「イオンタウン」出店に伴う衣料・食料小売業者等の持続経営の支援 

 ・ 流入人口の増加に伴う事業計画策定事業者の全般的な支援 

 ・ 特産品等の新商品開発の支援 

事業内容 

◆ 経営発達支援事業の内容 

１ 地域の経済動向調査 

 国・県等や県連の統計調査及びイオンタウンの進出に伴う影響について独自

の調査を実施し，調査結果を分析して，小売業を中心とした，小規模事業者の

持続的発展のため，対応策を実施する。 

２ 経営状況の分析 

 小規模事業者の経営分析を把握し，直面する課題に対応する適切なセミナー

を開催して，解決策を図る。また，高度で専門的な課題等については，関係機

関の連携により，総合的な経営分析を行うとともに，経営指導員の定期会議に

より，整理分析した後，共有の情報データの作成を実施する。 

３ 事業計画策定支援 

 上記１及び２で実施した事業を踏まえて，事業計画策定した支援事業者は，

伴走型の指導・助言を行い，金融支援も含めて必要とされる公的支援策を取り

入れ，定期的なフォローアップにより，経営安定化，経営発展に繋げる。 

４ 事業計画策定後の実施支援 

 事業計画策定を行った小規模事業者の支援体制の構築を図るとともに，伴走

型の指導強化を充実させるため，専門機関等と連携して，フォローアップを定

期的に実施する。 

５ 需要動向調査 

 地域内の小規模事業者の実態を把握するとともに，販売する商品，提供する

役務の動向について，情報収集，分析，活用方法を実施する。 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業 

 特性のある一次産品等の地域資源を活用した，新商品・新サービスの開発の

特産品づくり及び既存特産品も含めた，販路開拓の支援を図る。 

◆ 地域経済の活性化に資する取り組み 

 各地区で実施している地域活性化のイベント等について，関係団体等と連携

して，魅力ある，活力に満ちた地域経済に繋がる取り組みを実施する。 

連絡先 

姶良市商工会 

 ◆姶良本所  〒899-5421   鹿児島県姶良市東餅田 502 

          TEL（0995）65-2211  FAX（0995）65-9864 

◆加治木支所 〒899-5212   鹿児島県姶良市加治木町諏訪町 185-1 

          TEL（0995）63-2295  FAX（0995）62-5644 

◆蒲生支所  〒899-5302   鹿児島県姶良市蒲生町上久徳 2699-1 

          TEL（0995）52-0039  FAX（0995）52-0547 
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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．姶良市商工会の地域と人口の推移 

   姶良市は，平成の大合併により，平成２２年３月に旧加治木町，旧姶良町，旧蒲生町の３町が 

合併して人口７万人を有する規模であり，鹿児島市及び霧島市の間に挟まれた鹿児島県の本土 

のほぼ中央に位置する地域である。 

   県内ほとんどの市町村で少子高齢化により人口が減少する中で，本市では,旧加治木町，旧蒲 

生町は同様に減少しているものの，旧３町のなかで最も人口規模の大きい姶良町は平成２１年度 

と平成２６年度で比較して，３．５３％の増加，市全体として，１．４３％の増加となり，現在 

でもその状況が続いている。 

 その増加要因は，鹿児島市内への通勤時間であると考えられる。姶良市には，ＪＲの停車駅が 

旧加治木町に２ヶ所，旧姶良町に３ヶ所もあり，ＪＲの普通電車で，通勤時間帯は１５分間隔で運

行しており，鹿児島中央駅まで約３０分，また，ＪＲと並行して国道１０号線があり，自動車で約

３０分と住宅地として恵まれた環境にあり，宅地分譲が進んでおり，若い世代の一戸建て住宅，マ

ンション，アパートと建設ラッシュの状況にある。 

 

 

 
 

 

  （市住民基本台帳より） 

 世帯数 平成26年 世帯数 平成21年 比較増減世帯数数 比較世帯数増減率

姶良市 34,498 32,479 2,019 5.85%

旧加治木町 10,181 9,842 339 3.32%

旧姶良町 20,975 19,285 1,690 8.06%

旧蒲生町 3,342 3,352 -10 -0.30%

 

【合併後】 【合併前】 

 

さつま町 

姶良市 

鹿児島市 

霧島市 薩摩川内市 

伊佐市 

日置市 

湧水町 

姶良町 

加治木町 

祁答院町

蒲生町 

横川町 

鹿児島市 

溝辺町 
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  （市住民基本台帳より） 

 人口 平成 26 年 人口 平成 21 年 比較人口増減数 比較人口増減率 

姶良市 75,779 74,692 1,087 1.43%

旧加治木町 21,688 21,970 -282 -1.30%

旧姶良町 47,096 45,488 1,608 3.53%

旧蒲生町 6,995 7,234 -239 -3.42%

 

２．管内の小規模事業者数の現状 

   小規模事業者数については，日本産業分類の分類構成の平成２３年度と平成２６年度において，

旧加治木町，旧姶良町，旧蒲生町を比較すると，人口の推移と同様に，旧姶良町だけが増加傾向 

となっている。事業者数では，卸小売業が最も多く，次に，建設業，宿泊業，飲食サービス業の 

順となっている。また，業種別を比較すると，運輸業，郵便業は，どの地区においても減少幅は 

大きくなっている。蒲生地区においては，宿泊業，飲食サービス業の減少が大きくなっている。 

   また，卸小売業は，大型店及びコンビニ等の進出と高齢化による客数減少により，全体的に減 

少の傾向にあり，今後も，この減少状況が続くことが予想される。 

   地区別に見てみると，加治木地区は，建設業，運輸，郵便業，卸小売業，宿泊，飲食サービス 

業，生活関連サービス，娯楽業，サービス業の減少，姶良地区では，運輸，郵便業の減少，その 

他は全体的に減少幅は少なく，横ばい，増加傾向にある。蒲生地区は，全体的に横ばいか，減少 

の状況となっている。 

 全体的には，小規模事業者数で１０事業所，減少率では，０．６％とほぼ横ばいの状況にあ 

るものの，加治木支所及び蒲生支所の減少，姶良本所の増加と，人口推移と同様の現象となって 

いる。 

 特に，学術研究，専門・技術サービス業については，社会保険労務士，設計事務所等の士業の 

増加しており，１４事業所，増加率１１３．７％となっている。 

 また，減少幅の多いものとして，卸売業，小売業の小規模事業者１７事業所，９６．５％と宿 

泊業，飲食サービス業の小規模事業者８事業所，９６％となっており，コンビニエンスストアや 

国道１０号線沿いの外食産業の進出による影響があるものと思われる。 
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商工業小規模事業者数等集計表　　　　　基準日：各年度１２月３１日　　姶良市商工会

平成２３年度 平成２６年度 平成２３年度 平成２６年度 平成２３年度 平成２６年度 平成２３年度 平成２６年度

小規模
事業者数

小規模
事業者数

小規模
事業者数

小規模
事業者数

小規模
事業者数

小規模
事業者数

小規模
事業者数

小規模
事業者数

Ａ 農業，林業 1 2 200% 1 2 200%

Ｂ 漁業

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 3 3 100%

Ｄ 建設業 81 77 95.1% 152 154 101.3% 55 52 94.5% 288 283 98.3%

Ｅ 製造業 34 37 108.8% 38 44 115.8% 20 19 95% 92 100 108.7%

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業

Ｇ 情報通信業 3 4 133.3% 1 1 100% 1 4 6 150%

Ｈ 運輸業，郵便業 9 7 77.8% 15 13 86.7% 5 4 80% 29 24 82.8%

Ｉ 卸売業，小売業 191 182 95.3% 244 237 97.1% 54 53 98.1% 489 472 96.5%

Ｊ 金融業，保険業 10 10 100% 10 11 110% 2 2 100% 22 23 104%

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 18 18 100% 36 37 102.7% 1 2 200% 55 57 103.6%

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 39 45 115.4% 55 62 112.7% 8 9 112.5% 102 116 113.7%

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 87 80 93.0% 90 94 104.4% 21 16 76.2% 198 190 96%

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 75 72 96% 118 113 95.8% 21 22 104.8% 214 207 96.7%

Ｏ 教育，学習支援 9 10 111.1% 16 16 100% 25 26 104%

Ｐ 医療，福祉 15 17 113.3% 33 37 112.1% 48 54 112.5%

Ｑ 複合サービス事業 4 4 100% 5 5 100% 3 3 100% 12 12 100%

Ｒ サービス業（他に分類されなもの） 32 31 96.9% 43 42 97.7% 14 13 92.9% 89 86 96.6%

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）

608 595 97.9% 857 867 101.2% 206 199 96.6% 1671 1661 99.4%

合計

２６／２３

合　　　計

加治木支所 姶良本所 蒲生支所

２６／２３ ２６／２３ ２６／２３

３．管内の地域別の特性 

   姶良市商工会は，平成２５年４月に合併し，３年目を迎えており，旧加治木町，旧姶良町， 

旧蒲生町の特性は，次のとおりである。 

   【旧加治木町】 

   霧島市と隣接した地域であり，北側には霧島市溝辺の鹿児島空港があり，空港に自動車で約 

１５分程度，また，鹿児島県の本土地区の錦江湾に面したところでもあり，中心地域を国道１０ 

号線が縦断している。国道１０号線の北側に法人化を含む商店街が４ヶ所あり，現在も，師走・ 

初市のイベントを行い，商店街の活性化事業を行っている。 

   【旧姶良町】 

   地域の西側は鹿児島市と隣接した地区であり，東西８㎞，南北２４㎞と細長い地域であり，旧 

重富村，旧山田村，旧帖佐村が合併してできた町であり，商店街等を形成しておらず，国道１０ 

号線と九州縦貫自動車道鹿児島線の間にイオン姶良ショッピングセンターをはじめ，各大型店が 

点在する地域である。 

   【旧蒲生町】 

   地域の西側は鹿児島市吉田町と隣接し，北側は薩摩川内市祁答院と隣接しており，中心地に小 

売業を主に，商店街が形成されている地域であり，第一次産業である農業は，米のほか，大根， 

キュウリ，イチゴ等の生産を行っている。 
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 ４．今後予想される経済環境の外部要因 

   本事業を実施するに当たり，今後，数年間で，次の３つの外部要因において，姶良市管内の事 

業所に大きく影響することが予想される。 

 

（１）  イオンタウン姶良（仮称）の新設 

    現在，姶良市内の中心地に大型店である商業施設のイオン九州があるが，その道路反対側に，

建物面積８２，０００㎡，営業面積４５，０００㎡，店舗数約２００店舗を有するイオン 

タウン姶良（仮称）が，２０１６年春のオープンに向けて，工事が進められている。 

 また，オープン後には，イオン九州を取り壊し，その跡地には，シネマ館を有する施設を新 

設し，県道を挟んで２つのショッピング施設を連絡通路でつなぐという計画を予定されている。

この計画により，姶良市内の既存の商店の売上の減少と流入の増加など大きな影響を及ぼすこ 

とが予想される。 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

イオンタウンの商圏範囲 イオンタウンの周辺案内図

イオンタウンの平面図 
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イオンタウンの立体図（完成予想図） 
 

    
 

  （２） 桜島ＳＡスマートインターチェンジ（仮称）の予定 

    現在，姶良市内の中心地を九州縦貫自動車道鹿児島線があり，鹿児島空港から鹿児島市内に 

向う間に，加治木ＩＣと姶良ＩＣができており，その間に，桜島ＳＡが設けられている。その 

桜島ＳＡに，スマートインターチェンジの新設が予定されている。 

    これにより，各ＩＣの利用数増加による渋滞解消と市内アクセスの利便性向上に繋がり，隣 

接する市外から，スマートインターを利用する消費者の購買動向に影響することが考えられる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          鹿児島 

                                          空港至 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        鹿児島市内至 
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  （３） 桜島ＳＡスマートインターチェンジ（仮称）近くの物産館の新設予定 

    桜島ＳＡスマートインターチェンジ（仮称）の新設に伴い，近くに市物産館新設が予定され 

ており，市において当年度に検討委員会を発足して，今後，新設に向けた協議を行うことにな 

っている。 

    このことにより，姶良市の一次産品等を活用した，特産品の商品開発を推進することにより，

販売拠点の開設，集客力の向上，機会の創出など，地域経済の活性化に繋がることが予想され 

る。 

 

 ５．姶良市の商工業等の振興策 

 姶良市の「第１次総合計画」後期基本計画にある人口８万人の発展思考を堅持する目的を目指 

す中で，中小企業における経営の近代化・合理化の支援，健全経営に向けた相談事業や指導の推進

を商工会と連携して，経営基盤の強化・促進を図る。 

以下の主要施策である５項目ついて重点的に取組んでいく。 

 

・ 起業の支援，空き店舗の活用（トライアル・ショップ）強化 

・ 魅力ある商業集積の推進 

・ 賑わいのある商業空間の創出 

・ 各種イベントの開催等による商店街活性化策の支援強化 

・ 新たな特産品等の開発と販売促進 

 

 ６．商工会の位置づけ 

  今後，姶良市商工会に求められる機能は，地域の総合的経済団体及び小規模事業者支援機関とし

て，身近な相談窓口となり，専門的かつきめ細かな指導を行うことで，持続的な発展に繋げること

が求められている。 
当商工会では，平成１８年度から広域指導体制を構築し，霧島市商工会を含めた２商工会が連携

して広域指導センターを設置し，霧島市商工会に２名の広域指導員が常駐し，２商工会の指導員 
と連絡を取り合い，小規模事業者における経営上の問題解決にテーマ（項目）の絞り込みとスピ 
ード感をもって課題解決に当たってきたものの，スポット的な課題解決となっていた。 
今後は，これらの取り組みを発展させていき，問題的課題の抽出を的確にとらえ，課題解決に向

けた適切な専門家の選定を的確にできるよう，商工会での相談時における「前さばき」を積極的 
に行っていく。 
また，小規模事業者の状況に応じて体系的な支援として，経営分析や需要調査に対応した事業計

画策定及び需要開拓や販売促進など継続した支援メニューを準備していく。 
商工会組織の特徴であるバランス感覚と地域情勢の把握を生かして，小規模事業者に対して， 
経営指導員が専門家や金融機関をコーディネートして，それぞれの連携機関の強みを活かして伴 
走型の経営指導のプロデュサー的な役割となることが重要である。 

 

７．経営発達支援事業の目標 

   管内の状況や今後予想される地域経済の外部要因を踏まえて，管内小規模事業者の業況をみる 

と，旧加治木町の購買動向の７６．９%，旧姶良町で７１．４%，旧蒲生町で５０%と，姶良市内で

消費されており，現状では，流出割合がさほど大きくなく，地元大型店や管内事業者を利用して 

いると考えられる。今後，平成２８年春オープンを予定している「イオンタウン」の新設に伴い，

店舗数増加と大手チェーンの進出により，地元消費はあるものの，小規模事業者にとっては，厳 

しい状況となることが予想され，地域の小規模事業者の持続的な経営のための支援が求められて 

いる。 
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また，この中で，前述した経済環境の外部要因から，市内への流入人口が増加するに伴い，事業

計画策定を要望する事業所が増えることが予想されるため,全面的な支援を行い，効果的なサポー

ト仕組みづくりを構築する必要がある。 

   商業サービス業については，魅力ある店舗作りとして接遇を含めた人材育成や店舗レイアウト 
作りや，顧客開拓に向けた販売促進活動としてイベント出展など個店ではできない連合体での事業

実施が求められ，特産品を含めた新商品や新サービスの開発により新規顧客開拓や販路開拓の機会

創出などの支援を行う。 
建設・製造業については，受注機会の増加のための企業紹介や受発注情報提供などが求められて

おり，ものづくり補助金や省エネルギー導入など情報提供を行う。 

 このことは，姶良市と密接な連携を図り協調しながら，小規模事業者の個社の経営相談に積極的

に対応して，主要施策に沿った経営支援活動が出来るよう努めていく。 

 

現在においても，売上拡大に伴う事業継続相談，新たな事業発達・展開の事業計画策定等，小規

模事業者の要求・要望が多い。 

例えば，小規模事業者持続化補助金の申請件数実績によると平成２５年度と２６年度を比較した

場合，約１．７倍となっており非常にニーズが多くなっている。 

このことにより，効率的な結果を出すことを再認識させられ，一層の支援の充実・全面的なバッ

クアップ体制づくりを行う。 

 

 従前，行ってきた商工会の対応として，金融全般の支援，日々の会計経理，確定申告時の税務指

導，従業員等の労働保険関係の経営支援に加えて，今後は，より具体的な売上げの減少や伸び悩 

み，利益確保への支援，売上拡充策の販路開拓支援，世代交代の事業承継など，小規模事業者の 

経営課題に対して，今まで以上に緊密で細かな支援ツールを確立して，的確な解決に繋がるよう 

努める。 

 以上の内容を踏まえて，商工会は，「いついかなる時でも，素早く適切な対応できる商工会」
を目指して，各種事業を積極的に推進することにより，管内の小規模事業者の持続的な発展を支援

することにより，中長期的な利益等の確保に繋げることを目標とする。 

 

◆ 参考資料 

平成２５年度及び２６年度小規模事業者持続化補助金実績 

   平成２５年度申請件数 ５１件 採択件数 ４０件 

   平成２６年度 

     １次募集申請件数 ３９件 採択件数 １０件 

     ２次募集申請件数 ３６件 採択件数 ２９件 

     ３次募集申請件数 １２件 

      ※ 今後も，小規模事業者のきめ細やかな支援が求められている。 
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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２７年４月１日～平成３２年３月３１日（５年間） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

   当会では，上記の期間中において，第１次姶良市総合計画の後期基本計画と併せて，「地域

資源を生かした活力ある産業の育つまち」の将来像を見据えて，下記の内容に重点的に取組む。

 
  １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
  （現状と課題） 

   国・県及び市等の関係機関が調査・情報提供する各種統計資料の調査結果を会報及びホーム

  ページに掲載しているものの，現在は，一方通行の情報提供となっている。 

   地域の経済動向をあらゆる角度から分析した調査結果は，小規模事業者の経営全般，商品開

発，販路開拓等に有効活用されているかどうか課題が残る状況である。 

 

  （事業内容） 

   １．国や県及び市等の関係機関が調査・情報提供する各種統計資料を活用して，管内の地域

    独自の調査データを作成するとともに，経営指導員が小規模事業者に対して，巡回・窓口

相談時に，上記地域の経済動向調査を活用して，小規模事業者の経営戦略に役立てていく。

【指針③】 

 

    ◆ 国・県・姶良市各種統計 

      ・商業動態調査 

 ・中小企業白書 

 ・経済センサス調査 

 ・労働力調査 

 ・市町村民所得推計調査 

 ・消費者購買動向調査等 

 

２．平成２７年度から，鹿児島県商工会連合会から受託して実施する景況調査により，市内

の製造業，建設業，小売業，サービス業の１５企業の景況調査を四半期ごとに行い，小規

模事業者の景気動向の分析を詳細にして，支援対象業種の事業者の課題や問題点等を把握

する。また，平成３０年度からは，商工会単独で独自調査を引き続き行い，小規模事業者

の売上拡大への課題・問題点等を抽出する。(新規)【指針③】 

 

◆ 県内の景況調査実施商工会 

 １４商工会 

  かごしま市，南九州市，南さつま市，薩摩川内市，鶴の町，長島町，湧水町， 

  姶良市，曽於市，垂水市，錦江町，西之表市，徳之島町，知名町 

 

◆ 実施時期 

  ４ ～ ６月 第一四半期（調査月 ５月） 

  ７ ～ ９月 第二四半期（調査月 ８月） 
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  １０～１２月 第三四半期（調査月 １１月） 

   １～ ３月 第四四半期（調査月 ２月） 

       平成２７年度 ～ 平成２９年度まで実施 

       平成３０年度から独自調査を実施。 

 

◆ 調査項目 

  売上高の金額 

 売 上 高  

平成２７年３月 〇〇〇 千円 

今
期 

平成２７年４月 〇〇〇 千円 

平成２７年５月 〇〇〇 千円 

平成２７年６月 〇〇〇 千円 

 

  Ⅰ 今期の状況                    Ⅱ 来期の見通し 
 ①前年同期 ②前期 ①前年同期 

売上高 増加 不変 減少 増加 不変 減少 増加 不変 減少

単価 上昇 不変 低下 上昇 不変 低下 上昇 不変 低下

客数 増加 不変 減少 増加 不変 減少 増加 不変 減少

資金繰り 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化

仕入単価 上昇 不変 低下
 

上昇 不変 低下

仕入額 増加 不変 減少 増加 不変 減少

商品在庫数量 増加 不変 減少  増加 不変 減少

採算(経常利益) 好転 不変 悪化  好転 不変 悪化

従業員 増加 不変 減少  増加 不変 減少

外部人材 増加 不変 減少  増加 不変 減少

 

  設備投資の実施状況 

  Ⅰ 今期             Ⅱ 来期 

   １ 実施した           １ 計画している 

   ２ 実施していない        ２ 計画していない 

 

  経営上の問題点（３つ以内の選択） 

 大型店・中型店の進出による競争の激化，同業者の進出，購買力の他地域への流出 

 消費者ニーズの変化への対応，店舗の狭隘・老朽化，駐車場の確保，商品在庫の過剰

 人件費の増加，人件費以外の経費の増加，販売単価の低下・上昇難，仕入れ単価の 

 上昇，金利負担の増加，代金回収の悪化，事業資金の借入難，従業員の確保難， 

 需要の停滞，その他 

 

  １          ２         ３          

 

  景況判断の背景について，感じておられることを記述。 

 

 



- 10 - 
 

   ３．上記の調査結果を取りまとめ，整理・分析を行い，四半期ごとに報告書を作成する。そ

の報告書の内容を調査事業所１５企業に対して個別に訪問して調査結果の概要を説明す

るとともに，管内の同業種に情報提供を実施する。またこれらの情報を商工会ホームペー

ジに掲載して，小規模事業者に対して広く情報提供を行っていく。（新規）【指針③】 

 

   ４．これまでは，調査結果の分析の利用は情報提供を事案の発生時だけに活用していたもの

を，四半期ごとに定期的に外部専門家や金融機関担当者等を交えて，より具体的な分析を

行い，これまで以上に正確に把握できるよう努めていく。平成３０年からの独自調査時に

は，回数を 4回から 6回に増やし，より密度の高い連携機関との交流を図っていく。調査

項目・対象事業者・調査時期や整理分析および提供方法について見直しを行っていく。 

（新規）【指針③】 

 

  （目 標） 

    国を始めとする関係機関の調査・統計及び独自調査・アンケート調査を実施して，管内 

   の経営現況を分析した報告書を作成して，小規模事業者に配布・情報提供を行い，その結果

   に基づく，検討策を確認し取りまとめ，小規模事業者の持続的な発展につなげることを目標

とする。 
支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

各種統計 

調査分析 
実績なし １回 １回 １回 １回 １回 

景況調査 

指導員５名 
実績なし 

４回 

１５事業所 

４回 

１５事業所 

４回 

１５事業所 

４回 

１５事業所 

４回 

１５事業所 

外部専門家との 

情報交換 
実績なし ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

小規模事業者 

情報提供 
実績なし １００事業所 １００事業所 １００事業所 １２０事業所 １２０事業所

ホームページ 

掲載頻度 
実績なし ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

報告書作成配布 実績なし ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

※ 外部専門家との情報交換については，上記回数以外に必要に応じて開催 

 

  ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  （現状と課題） 

    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。 

 

  （事業内容） 

    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，経営分析の

収集，整理及び情報提供を行う。 

また，高度で専門的な課題等に対しては，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て，小規模事業者の抱える経営ニーズに的確に対応する

ようサポート体制を構築する。 
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１．巡回指導は，管内の各本所・支所各経営指導員で支援対象事業者を分担し，月１回に訪

問し，経営問題や需要動向等の聞き取りのコミュニケーションを図り，経営に必要な情報

提供を行う。 

また，窓口相談の場合，各経営指導員が即座に対応し，経営指導員不在時には，経営支

援員等が対応し，その都度，巡回日時を設定し，経営指導員が巡回する。 

経営分析項目については，財務分析など経営指標の定量分析に加えて，市場調査・ＳＷ

ＯＴ分析によるヒト・モノ・カネ・情報・ネットワーク・時間・無形資産など多岐にわた

る内部環境の強みや課題を経営指導員がサポートして事業者と共に整理分析を行う。併せ

て外部環境分析を行うとともに，小規模事業者のニーズに応じて，同業他社分析や市場戦

略などを行い，経営戦略，商品開発，販路開拓に活用する。(新規)【指針①】 

 

２．支援対象事業者の掘り起こしのためのセミナーを開催するとともに，直面する課題等を

抽出して，課題解決のための適切なセミナーを定期的に開催し，小規模事業者の販売・需

要動向，技術面等について，情報提供するとともに，その後のフォローとして，事業者の

相談ニーズのとりまとめを行い，効果的なセミナーの充実を図る。（新規）【指針①】 

 

３．巡回指導や本セミナー等により，小規模事業者をピックアップして，税務分析や経営状

況等を把握し,当該企業のあらゆる経営分析を行い，専門知識を有する税理士や中小企業

診断士等と連携して，販売，顧客，財務管理等の項目を元に，総合的な経営分析を行う。

【指針①】 

 

   ４．以上の巡回・窓口相談指導，経営分析等によって得られた結果をもとに小規模事業者の

経営課題や問題点について，毎月第２火曜日に経営指導員定例会議において整理分析を行

い，分析結果の具体的内容を作成して，経営指導員の巡回時に，いつでも対応できる小規

模事業者の業種別のヒアリングのための内部環境の強みや課題をとりまとめた基礎資料

を作成して，小規模事業者の事業計画策定に役立てる。【指針①】 

 

   ５．経営分析を行った対象事業所には，経営状況分析結果で得られた基礎資料を元に，経営

    目標や計画等を検討する時期に活用するようフィードバックして，売上げの拡大，利益 

    の確保に繋がるよう実施する。【指針①】 

 

  （目 標） 

    巡回・窓口相談等により，小規模事業者の緊急に抱える課題等を抽出して，小規模事業者

の問題解決策に繋げて，フォローアップを重点的に行い，その後の事業計画にも活用し，安

定的な経営を維持できることを目標とする。 
支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

巡回訪問 

(延件数) 

指導員５名 

1,500 件 1,500 件 1,750 件 1,750 件 2,000 件 2,000 件 

セミナー開催 実績なし １回 ２回 ２回 ３回 ３回 

セミナー 

参加者数 
実績なし １０事業所 ２０事業所 ２０事業所 ３０事業所 ３０事業所 

経営分析 

事業所先数 

指導員５名 

８０件 ８０件 ８０件 ８０件 ９５件 ９５件 
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経営指導員 

定例会議 
１２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

※ 経営指導員定例会議については，上記以外に必要に応じて開催 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  （現状と課題） 

    小規模事業者の経営課題の相談においては，課題解決のための指導や取組及び専門家派遣

にとどまり，十分な分析・整理・解決策を行っていないため，事業計画策定に至らぬ事業所

もあり，計画策定実績の向上に繋がっていないことが課題である。 

 

  （事業内容） 

    今後は，小規模事業者のあらゆる経営課題を解決するため，上記１.の経済動向調査，上

記２.の経営状況分析，５.需要動向調査の結果を踏まえて，鹿児島県，日本政策金融公庫鹿

児島支店 国民生活事業，市内各金融機関，（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も連携して，

支援事業者に対する伴走型の指導・助言を行い，事業計画策定の支援の充実を図る。 

創業者及び次世代を担う若手経営者や女性経営者に対して，経営ノウハウの習得，経営基

盤の強化の経営力向上のセミナーを実施し，小規模事業者の経営安定化，経営発展の強化に

繋げる。 

 

   １．【ブラッシュアップ支援事業】 

平成２６年度から「小規模事業者ブラッシュアップ事業」として行っている取組を拡充

し，各経営指導員が各３事業者を選定して３年間継続して支援を行っており，現状把握 

分析を行い，その結果，各企業の売上高の目標，付加価値，雇用者人数，キャッシュフロ

ーの向上に繋がる事業計画策定を行い，売上拡大の支援を実施する。 

また，新たに経営革新計画の策定支援やふるさと名物応援事業などの支援メニューへと

    繋げていき，地域における先行事例として，事業計画策定支援におけるその他の小規模事

業者に対する波及効果とする。【指針②】 

 

   ２．【巡回訪問】 

経営分析や事業計画策定等に関するセミナーを開催後，参加者に対して，１ヶ月以内に

フォローアップを実施し，実践のためのサポートや課題解決に向けた事業計画の策定に 

向けた支援を行っていく。 

また，持続化補助金・ものづくり補助金・経営革新計画などの各種公的支援策の活用の

ための事業計画策定も併せて行っていく。計画策定にあたっては，経営指導員が事業者 

ごとに担当者を決めて継続的に支援をしていくとともに，外部専門家や金融機関担当者な

ど外部連携機関と連携を図り実施していく。また，個別相談を開催して広く小規模事業者

に対する計画策定支援や掘り起こしを行うとともに，窓口相談時及び巡回訪問時におい 

て，事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。【指針②】 

 

   ３．【計画策定支援】 

事業計画策定を目指す小規模事業者の創業補助金，ものづくり補助金，小規模事業者 

持続化補助金等の公的支援策を金融相談も含めて取入れ，小規模事業者と一体となって，

事業計画策定支援を行う。【指針②】 
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   ４．【経営力強化目標】 

事業計画を策定した小規模事業者については，自社にとって新たな取り組みを，中期的

（３～５年間）に行うことによって経営力強化を図り，経営革新計画の数値目標に準拠 

して，付加価値額（年３%以上），経常利益（年１%以上）の向上数値目標を取り入れ，継

続的な経営に繋がる支援を行う。（新規）【指針②】 

 

   ５．【創業・第二創業（経営革新）】 

① 創業塾を開催し，創業者の知識向上，能力強化を図り，創業の策定支援を行う。 

     平成２８年からは，単発セミナーとシリーズものの創業塾を年２回開催し，少数人数を

予定し，きめ細かいサポートが行えるセミナーとし，創業に至るまでの体制づくりを確

立する。（新規）【指針②】 

 

     ◆ 具体的な創業塾（例） 

      ・ 経営全般      ・ 販路開拓 

      ・ 財務内容      ・ マーケティング 

      ・ 人材育成      ・ 数値計画等 

 

     ◆ カリキュラム～単発及びシリーズもの 

       単 発  ～ ２時間程度 

       シリーズ ～ ２時間×３日間 

    

② 第二創業（経営革新）に関する相談会を開催し，新たな事業展開や新商品開発など第 

二創業（経営革新）を目指す小規模事業者の掘り起こしを行うとともに，第二創業（経 

営革新）の計画策定の支援を行う。（新規）【指針②】 

    

③ 創業・第二創業に係る国・県・市・鹿児島県商工会連合会等の支援策の広報，周知を 

    図り，創業・第二創業者の掘り起こしを行う。（新規）【指針②】 

 

  ６．地域の次世代を担う若手経営者や女性経営者の経営力を強化するため，地元の小規模事業

者で評価を得ている経営者や将来ネクストリーダー役となる事業後継者等を講師として，今

後の経営に最も必要とされるテーマを選定して，３日間コース（２時間）のセミナーを開催

し，持続的経営基盤の強化や経営発展の支援を行う。 

    また，平成３０年度からは，単発セミナーを開催して，セミナー回数を年次２回から３回

   に増やし，交流の機会を増やしていく。 

単発セミナーは，次世代を担う若手経営者や女性経営者に加えて，創業塾や経営革新セ 

ミナーなどのその他の連続セミナーの１つのセミナーと共同開催し，それぞれ通常は交流す

る機会の少ない参加同士の交流も目的として，それぞれが参加できる共同セミナーとして開

催を行っていく。 

 セミナーの内容は，人材育成・財務会計・マーケティング・販売促進などとし，単に学ぶ

だけの受け身の講義ではなく，受講者参加型のワークショップ形式とすることにより，若手

経営者・女性経営者や創業希望者及び先輩経営者と一つのテーマに基づいて議論することが

出来る形式とすることにより，目的である相互間の交流を図り，経営のノウハウ等の向上に

繋がる。（新規）【指針②】 
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 ◆ セミナー開催イメージ 

 

  【平成２７年度】 ３日間セミナー テーマ：マーケティングについて 

 

   １日目          ２日目          ３日目 

 

 

 

 

 

 

     【平成３０年度以降】 単発セミナーは，他の連続セミナーと共催で実施 

      ※ ５日間開催する他の連続セミナー（創業塾）の３日目を共催開催（例） 

 

                      若手経営者や女性経営者のセミナーと共同開催 

 

 

  １日目          ２日目          ３日目 

 

 

 

 

                  ４日目          ５日目 

 

 

 

 

  （目 標） 

    地域の経済動向調査，経営状況分析等の結果を踏まえて，持続的な経営発展・維持のた 

   め，あらゆる支援メニューを取り入れて伴走型の全面的な支援を実施し，小規模事業者の 

売上拡大を達成することを目標とする。 
支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ブラッシュ 

アップ支援事業 

指導員５名 

１５件 
１５件 

（継続実施）

１５件 

（継続実施）

１５件 

（継続実施）

１５件 

（継続実施） 

１５件 

（継続実施）

巡回訪問 

（延件数） 

指導員５名 

1,500 件 1,500 件 1,750 件 1,750 件 2,000 件 2,000 件 

計画策定 

支援事業者数 

指導員５名 

６０件 ６０件 ６０件 ７０件 ７０件 ７０件 

経営力強化 

目標件数 

指導員５名 

実績なし ５件 ５件 １０件 １０件 １０件 

創業相談 

窓口設置 
実績なし 

年１回 

相談件数 

５件 

年２回 

相談件数 

５件 

年２回 

相談件数 

１０件 

年２回 

相談件数 

１０件 

年２回 

相談件数 

１０件 

中小企業のメディア 

活用について 

付加価値と差別化に

ついて 

自社の独自の強みを 

積極的にＰＲする 

創業者の心得につい

て 

成功確率を上げるマ

ーケティング 

会計の基礎知識 
ビジネスプラン作成

講座 

事業計画の必要性に

ついて 
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創業塾の開催 実績なし 

年１回 

対象者 

５名 

年１回 

対象者 

５名 

年１回 

対象者 

５名 

年２回 

対象者 

１０名 

年２回 

対象者 

１０名 

第二創業 

相談会開催 
実績なし 

年１回 

相談件数 

５件 

年１回 

相談件数 

５件 

年１回 

相談件数 

５件 

年２回 

相談件数 

１０件 

年２回 

相談件数 

１０件 

創業支援 

事業者数 
４件 ５件 ５件 ５件 １０件 １０件 

第二創業 

支援事業者数 
１件 ５件 ５件 ５件 １０件 １０件 

若手経営者・ 

女性経営者 

セミナーの開催 

年１回 年１回 年１回 年１回 年２回 年２回 

セミナー開催 実績なし １回 １回 ２回 ３回 ３回 

セミナー 

参加者数 
実績なし １０事業所 １０事業所 ２０事業所 ３０事業所 ３０事業所 

     ※ 巡回訪問については，経営状況の分析と重複記載 

 

  ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  （現状と課題） 

    小規模事業者の経営課題を解決して，事業計画策定後は，国・県及び県商工会連合会の行

う専門家派遣，制度融資や補助金等の支援策の活用にとどまり，フォローアップの指導・助

言及び支援後の体制が十分機能していないものとなっている。 

 

  （事業内容） 

 今後は，事業計画策定を行った小規模事業者の継続的な支援体制の構築を図るとともに，

伴走型の指導強化を充実させるため，各種支援策等や展示会の紹介や出展支援及び商品開

発に対する支援やフォローアップを行っていく。 

また，鹿児島県，日本政策金融公庫鹿児島支店 国民生活事業，市内各金融機関，（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，継続的な支援を実施する。 

 

１．事業計画策定後，国，県，市町村，当会の行う支援策等の広報，案内により周知し，事業

計画策定者に対しては，月１回程度，巡回訪問をして，フォローアップを実施する。 

（新規）【指針②】 

 

    ◆ 具体的な流れ 

      財務改善 ⇒ 事業計画 ⇒ 経営革新 ⇒ 新事業実施サポート（新商品・マー 

     ケティング，マッチング，販路開拓，ＩＴ情報） ⇒ 小規模支援，ものづくり補助 

     金，創業，ふるさと名物 

 

 ２．金融相談等において，売上増加，収益の改善，持続的発展のため資金が必要となった小規

模事業者に対して，小規模事業者の必要と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」を積極的に活用して，実行後，当初の目標を持続的に実施されているかどう
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か，巡回訪問により進捗状況の確認を行い，必要な指導・助言をするなど，フォローアップ

の伴走型の支援に努める。 

また，実際に資金ニーズがなくとも，日本政策金融公庫や民間金融機関の担当者と連携し

て，各種融資制度の紹介とともに資金面以外でのサポートを行い，安定した経営維持に繋が

る支援に努める。（新規）【指針②】 

 

  ３．経営発達支援融資制度の利用による事例等を参考として，経営指導員等の定例会議にお 

   いて，支援後の事例研究会を実施して，一連の指導ツールの共有を行う。（新規）【指針②】

 

  ４．創業・第二創業者のフォローアップ事業として，創業・第二創業者の創業後，４ヶ月に１

回，小規模でありながら，堅実な経営を行っている経営者の講演及び意見交換会，連携する

専門機関等による個別フォローアップ，税務相談等を重点的に行い，持続的経営のため，伴

走型の支援を行う。【指針②】 

 

  （目 標） 

    小規模事業者の事業計画の目標実績の向上を図るとともに，伴走型の指導・助言の充実及

び経営指導員の定例会議において，フォロー事例企業をリストアップして，研究会を経て支

援の共有を確立し，小規模事業者のフォローアップに繋がることを目標とする。 

 
支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

※ 計画策定後 

支援事業者数 

指導員５名 

２０件 ３０件 ３０件 ４０件 ４０件 ４０件 

公的支援策 

対象事業者数 

指導員５名 

７５件 ７５件 １００件 １００件 １００件 １００件 

マル経推薦 

金融支援 

指導員５名 

２０件 ２５件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

経営発達支援 

融資制度活用 

フォローアップ 

指導員５名 

実績なし ５件 １０件 １５件 １５件 ２０件 

創業後 

フォローアップ 
４件 １０件 １０件 １５件 １５件 １５件 

定例会議 

フォロー事例企業 

指導員５名 
実績なし ５件 ５件 １０件 １０件 １５件 

    ※ 事業計画策定事業者は，計画策定後支援事業者数に含む 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  （現状と課題） 

    地域内の小規模事業者の具体的な需要について，定期的な中期間（概ね５年程度）の調査

   を行っておらず，単発的な内容の対応でとどまり，有効活用もできていない状況である。 
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  （事業内容） 

 今後は，需要動向に基づいた販路開拓の支援を行っていき，他市町と比較してより充実し

た商品・サービスの開発につながるものとなるよう，地域内の需要動向を的確に把握するた

め，個社の調査，整理，分析，活用方法など，参考となる資料作成を実施していく。 

また，イオンタウン進出に伴う地域内の小規模事業者に対する大きな影響が見込まれるこ

とから，独自調査として「衣料品」，「食料品」「飲食サービス」に対象事業者を絞り，業種

別のタイムリーな動向を収集分析して提供することが重要となる。 

姶良市と連携して，創業相談者の情報を収集して分析を行い，情報提供用のデータ等を作

成して，創業者に対応できる体制を図る。 

そのため，平成２７年度から，地域内の需要動向調査を全経営指導員５名で行い，新たな

需要開拓につなげていくものである。 

 

  １．地域内の小規模事業者の商品・サービスに関する市場動向の把握のために業種別の調査を

実施して，調査業種の具体的傾向を探り，経営指導員の定例会議において，整理・分析を行

い，独自性のある資料を作成して，新たな需要に対するアドバイスが確立したものとなるよ

う努める。（新規）【指針③】 

 

   業種別の主な調査・分析項目 ： 景気動向調査の実施・業界別動向調査の実施 

                   市場規模調査の実施・地元小規模事業者動向調査の実施

 

  ２．イオンタウン進出による影響の大きい小規模事業者のうち，小売業の中から「衣料品」と

「食料品」，サービス業の中から「飲食サービス」の業種に絞り込み，下記のとおり，需要

調査項目（例）に従い，売上・利益の増減変動等について，経営指導員が事業者を直接訪問

して当会の独自の需要調査を毎年１２月に行う。併せて姶良市内の地域住民に対する当会の

独自の消費者アンケート調査を実施し，消費者の求めている細かな需要を把握する。その上

で，イオンタウン進出による影響が見込まれる小売業とサービス業の問題解決の抽出を行

い，その結果を経営指導員で共有し，対象業種の経営改善等に役立てる。（新規）【指針③】

 

    ◆ 需要調査項目（例） 

 ・ 客数の増減割合 

 ・ 客層の変化動向 

 ・ 客単価の変化割合 

 ・ 売上の増減 

 

◆ 消費者アンケート調査項目（例） 

 ・ 性別，年齢，家族構成，居住地 

 ・ 買い物商品，内容 

 ・ 買い物予算額 

 ・ 買い物に要する時間 

 ・ 来店した理由等 

 

  ３．姶良市と連携した，創業窓口相談事業を実施して，経営指導員５名が創業相談者の情報を

データ化し，新たな創業の需要動向について検討，分析を行い，情報提供用のデータ等を作

成して，あらゆるケースに対応できる体制を図る。（新規）【指針③】 
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４．上記の調査結果を毎年取りまとめ，当会の会報誌及び商工会ホームページに掲載するとと

もに，隔年で報告書を作成し，翌年２月に「衣料品」，「食料品」，「飲食サービス」を中心に

して，初年度１００件，それ以降，事業所数を増やして，配布・情報提供を行い，小規模事

業者の事業計画策定に反映させていく。 

また，訪問以外にも，セミナーでの積極的な活用のほか，連携する支援機関に提供，分 

析コメントを商工会ホームページで提供するなど，幅広い情報提供を行う。（新規）【指針③】

 

  （目 標） 

    新たに地区内の小規模事業者の商品・サービスに関する市場動向調査の把握のため，業種

別の調査を中期的に実施し，需要傾向を把握して，経営戦略を構築する。 

 また，イオンタウンの影響による業種を限定した調査の実施により，大型店との共存・ 

共栄への足掛かりとなるデータの活用に繋げる。 

 
支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

商品・サービス 

対象事業者数 

指導員５名 

実績なし ３０件 ３０件 ４０件 ４０件 ４０件 

指導員調査分析 

定例会議 
実績なし ２月 ２月 ２月 ２月 ２月 

イオン独自調査 

指導員５名 
実績なし 

１２月１回 

２５件 

１２月１回 

２５件 

１２月１回 

２５件 

１２月１回 

２５件 

１２月１回 

２５件 

アンケート調査 

指導員５名 
実績なし 

１２月１回 

２５事業所 

１２月１回 

２５事業所 

１２月１回 

２５事業所 

１２月１回 

２５事業所 

１２月１回 

２５事業所 

情報提供 

事業者数 

指導員５名 

実績なし １００件 １００件 １００件 １２０件 １２０件 

創業相談窓口 

設置及び調査 
実績なし 

１回 

調査件数 

１０件 

１回 

調査件数 

１０件 

１回 

調査件数 

１５件 

１回 

調査件数 

１５件 

１回 

調査件数 

１５件 

※ 創業相談窓口設置については，事業計画策定支援と重複記載 

 

 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】 

  （現状と課題） 

地域における特性のある一次産品等の地域資源を生かした，他市町村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。 

姶良市内には，既に大型店が出店しており，食料品・衣料品小売業，飲食サービス業にお

いて多大な影響を受けている現状にある。 

また，今回，イオンタウンの出店により更なる影響を受けることが考えられる。特に，飲

食サービス業においては，姶良地区は増加傾向にあり，その他の地区では減少しており，競

争が激化していることが課題である。 

創業については，相談者への情報提供不足により，十分な支援ができてない現状であり，

様々なケースのデータ化による指導員の指導ツールの共有化が図られていないことが課題

である。 
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  （事業内容） 

姶良市，姶良市特産品協会，姶良市観光協会，（公社）鹿児島県特産品協会，鹿児島県商

工会連合会などの外部連携機関と連携して，小規模事業者における特色ある独自性を活かし

た物づくり等を行い，需要開拓や販路開拓及び商圏拡大に繋がる支援をしていく。 

 更に，販路拡大に向けた取組として，かじき饅頭，かじきせんべい，あいらアゴ肉焼等，

既存の特産品も含めて，現在，販路ＰＲを実施している，鹿児島の夕べ，関西かごしまファ

ンデーや県内外で行われる展示会，販売会に積極的に参加する。 

併せて，周知広報するとともに，ＩＴを活用したホームページの掲載と事業所や関係団体

等のリンクによる認知度の向上，販路開拓を図る支援を実施し，販路拡大を図る。 

また，イオンタウン進出による影響が見込まれる小売業と飲食サービス業の問題解決の抽

出を行い，その結果を経営指導員で共有し，小規模事業者を全面的に支援し，中長期的な利

益の確保につなげる。 

創業者については，データ化された指導ツールを基に情報提供して支援を行い，売上の増

加に繋げる。 

 

 １．地域における自然の恵みである農水産物等の一次産品の掘り起こしを行い，地域活性化 

委員会を中心とする関係団体等と連携して，小規模事業者の新商品の開発や新サービスの提

供と新聞やＴＶなどのマスメディア掲載の支援を実施する。（新規）【指針④】 

 

 ◆ 一次産品等（農産物） 

   ・ だいこん 

   ・ きゅうり 

   ・ にがうり 

   ・ イチゴ等 

 

  ２．現在，小規模事業者の商品化されている特産品等のパッケージ等について，市ブランド化

に向けた特色のある物として開発し，市内外にＰＲし認知・評価を得るため，専門家等のア

ドバイスを受ける支援を実施する。【指針④】 

 

  ３．姶良市内の旧跡・名所の観光地に周遊観光ルートを確立するとともに，各施設に常設され

ている土産品店等で，新たに開発された新商品の陳列や販売会など，小規模事業者の特産品

の販売のため，販路拡大に向けた出店支援を実施する。（新規）【指針④】 

 

  ４．ブラッシュアップ事業として，姶良市内の小規模事業者の特産品を県外の方々に周知・Ｐ

Ｒするため，「あいらふるさとうんまか便」として新たにホームページを開設して通信販売

を行っていく。 

また，「姶良市ふるさと納税」の一定金額以上の納税者に対する特産品のセットメニュー

の検討にあたり，姶良市に働きかけて，小規模事業者の開発した特産品も含めた既存商品に

ついて，具体的な商品構成，価格等の専門家を派遣して，需要に基づいた商品開発のアドバ

イス支援を行う。（新規）【指針④】 

 

  ５．ブラッシュアップ事業として，毎年，東京で開催の「鹿児島の夕べ」，毎年，関西で開催

の「かごしまファンデー」を始めとする，県内外の県人会及び地元出身者との交流会に参加

し，小規模事業者の特産品等の販売，販路拡大策の支援を実施する。【指針④】 
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  ６．福岡，東京，大阪，鹿児島市内で開催される展示会，商談会等に積極的に参加し，小規模

事業者の開発した新商品も含めて，販売の機会を情報提供し，業種に応じた特産品等の販路

開拓を行い，認知度の向上に努める。 

具体的には，食品関連業者に対しては，鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島相互信用金庫・

鹿児島信用金庫・鹿児島興業信用組合などの金融機関で構成されている鹿児島アグリ＆フ 

ード金融協議会と鹿児島県・鹿児島県農産物加工推進懇話会が共催している「かごしまの 

逸品商談会」などの情報提供や連携機関への紹介及び出店支援を実施する。 

    特産品の開発した小売業や製造業などの小規模事業者に対しては，東京都内で開催される

「南の逸品商談会 in Tokyo」などの情報提供や連携機関への紹介及び出店支援を実施す

る。 

    また，全業種においては，「信金合同商談会」や日本政策金融公庫主催の「全国ビジネス

商談会」や「インターネットマッチング」などの情報提供や連携機関への紹介及び出店援を

実施する。 

    これらの様々な商談会やイベントへの参加を促し，関係機関との連携により，小規模事業

者の取引拡大や売上高向上及び利益確保を図っていく。（新規）【指針④】 

     

  ７．小規模事業者の販路開拓ＰＲの一環として，ＩＴを活用した商工会ホームページのトップ

面に，改良・改善を行った既存商品及び新たに開発された商品等を掲載して，開発企業のホ

ームページとのリンクを行い，広く周知するとともに認知度を高める。（新規）【指針④】 

 

８．衣料品小売業については，５．需要動向調査結果を基に，その他商品アイテムの構成並び

に店内レイアウト・ＰＯＰ等について提案を行い，小規模事業者の持続的な経営発展に繋が

る支援を行っていく。（新規）【指針④】 

 

９.飲食サービス業については，５．需要動向調査結果を基に，市内の素材を活かした商品メ

ニューや接客サービス・店内レイアウト等について提案を行い，小規模事業者の持続的な経

営発展に繋がる支援を行っていく。（新規）【指針④】 

 

10.これまでの創業後の事後指導は，事案が生じた際の実施にとどまっていたが，今後は，巡

回指導を必要に応じて１ヶ月に１度巡回訪問し，進捗状況の確認を行うとともに，専門家・

外部機関による個別フォローアップ，税務相談を重点的に実施し，伴走型の支援を行い，売

上の増加に繋げる。（新規）【指針④】 

 

  （目 標） 

    地域に埋もれている一次産品を主に，地域資源を活用した，新商品・新サービスの開発の

支援を行い，既存商品と共に，地域ブランドとなる特徴のある物を専門家の指導を仰ぐとと

もに，あらゆる機会を捉えて，特産品の販売及び販路開拓に向けた取組を行い，小規模事業

者の売上拡大に繋がることを目標とする。 

また，新たな商品・サービスの提供を行う小規模事業者については，需要動向の調査結果

を基に，情報を提供し，個社の売上拡大に繋げることを目標とする。 

 
支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

小売業の支援 

指導員 5名 
実績なし １０事業所 １０事業所 １５事業所 １５事業所 １５事業所 
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飲食サービス業

の支援 

指導員 5名 

実績なし １０事業所 １０事業所 １５事業所 １５事業所 １５事業所 

新商品開発・ 

新サービス 

提供の支援 

２事業所 

延回数 

３回 

２事業所 

延回数 

６回 

５事業所 

延回数 

１０回 

５事業所 

延回数 

１０回 

５事業所 

延回数 

１０回 

５事業所 

延回数 

１０回 

専門家派遣 

２事業所 

延回数 

３回 

４事業所 

延回数 

１２回 

４事業所 

延回数 

１２回 

６事業所 

延回数 

１８回 

６事業所 

延回数 

１８回 

６事業所 

延回数 

１８回 

販路拡大に向け

た出店支援 
実績なし 

４事業所 

延回数 

１２回 

４事業所 

延回数 

１２回 

６事業所 

延回数 

１８回 

６事業所 

延回数 

１８回 

６事業所 

延回数 

１８回 

特産品の 

ブラッシュ 

アップ 

実績なし 

２事業所 

延回数 

６回 

２事業所 

延回数 

６回 

４事業所 

延回数 

１２回 

４事業所 

延回数 

１２回 

４事業所 

延回数 

１２回 

展示会及び商談

会への参加 
実績なし 

２回 

４事業所 

３回 

６事業所 

３回 

６事業所 

４回 

８事業所 

４回 

８事業所 

ＩＴ活用による

商品の情報提供 
実績なし ５事業所 ５事業所 ５事業所 １０事業所 １０事業所 

小売業の支援 

指導員５名 
実績なし １０事業所 １０事業所 １５事業所 １５事業所 １５事業所 

飲食サービス業 

の支援 

指導員５名 

実績なし １０事業所 １０事業所 １５事業所 １５事業所 １５事業所 

 

 Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
   現在，商工会内の役員で組織している委員会（地域振興委員会，バザール委員会，情報委 

員会，広報委員会）等で，各地域のそれぞれの課題や問題点について解決に向けた取組を行う

とともに，商工会の合併以前から，各地域で実施されている伝統行事やイベント等について，

特色ある地域性を凝らした取組を継続的に実施する。 

   また，地域の各関係団体と連携して，今後の地域の方向性を共有するため，地域の特性を 

生かした，観光振興等を踏まえて，魅力ある，活力に満ちた独自性を生み出す活性化策の取 

組を実施する。 

 

  （事業内容） 

  １．商工会内の役員で組織されている地域振興委員会で，各支部で実施されているイベント等

について，関係団体である観光協会，ＮＰＯ法人等と連携して，地域の活性化に向けて魅力

あるイベントの開催，集客の向上を検討して，認知度を高めて，地域経済の活性化を図る。

 

２．姶良市の特産品の開発や各地域で行われているイベント等について，姶良市特産品協会等

の各関係団体と連携した地域活性化委員会を事務局として組織して，委員会の開催・企画・

運営の実施を行い。姶良市の認知度のアップに繋がる諸事業を推進していく。 
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◆ 地域活性化委員会 

 

 

 

  

 

 

 

 

姶良市地域活性化委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３．姶良市の産業振興をもとに，市内の企業や農商工業者，ＮＰＯ法人等の製品や技術等を市

民と企業，企業間交流を図る目的で開催されている「あいらん家まるごと博覧会」の構成員

となっており，魅力あるイベントする働きかけを行い，管内の小規模事業者の参加を積極的

に呼びかけ，県内外に広報・周知するとともに，地域の特性を生かした事業となり，継続的

な規模拡大に努め，活性化を図る。 

 

  ４．商工会内に地域経済の活性化を図るため，諸関係団体等で組織する委員会を立上げ，観光

地の発掘，見直しを検討するなど，魅力ある，活力に満ちた地域として，評価を得られる認

知度を高める取組を実施する。（委員会組織：２．記載） 

 

  ５．姶良市の関係団体で組織する「姶良市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議」の委員

として，積極的に参加し，他の関係団体と連携して，市の産業構造の戦略構築に向けた取組

を行う。 

 

   ◆ 現在実施している活性化イベント等 

 

     【加治木】 

時 期 名    称 集 客 数 

８月 加治木夏まつり 約５０，０００人 

１１月 かじき秋まつり 約５，０００人 

１２月 加治木師走市 約２０，０００人 

３月 加治木初市 約３５，０００人 

 

 

（公社）鹿児島県特産品協会 
・県内各市町村の特産品の情報提供

・新商品開発アドバイス 

ＮＰＯ法人 Lab蒲生郷
・観光施設の入込状況

・催事の実施 

錦海漁業協同組合 
・水産資源及び加工品 
 の開発，販路等 

あいら農業協同組合 
・地域の一次産品改良 
・加工技術の提供 

姶良市特産品協会 
・県内外への販路開拓

・特産品の開発 

姶良市観光協会 
・観光地の入込客数 
・新たな観光施設への取組

姶良市商工会 
・委員会の開催 
・企画・運営の実施姶良市 

・情報の提供 
・事業実施の支援



- 23 - 
 

     【姶良】 

時 期 名    称 集 客 数 

７月 あいら夏まつり 約３０，０００人 

７月 
山田川「親子のふれあい」カヌ

ー体験 
   ― 

１２月 あいらふるさとまつり 約１０，０００人 

 

     【蒲生】 

時 期 名    称 集 客 数 

８月 蒲生郷夏まつり 約４，０００人 

１２月 師走蒲生市 約５，０００人 

２月 初市蒲生市 約５，０００人 

 

  （目 標） 

    各地域で実施している各イベント等について，特色ある独創的で魅力あふれる，集客力 

を高める目標を設定して，地域の各団体等と連携を図りながら，地域経済の活性化に取組む。

 また，新たに地域経済の活性化に繋がる諸関係団体等との意見交換の場である委員会を 

組織して，地域のリーダー役の役割を果たせるよう努める。 

  ◆ 現在の集客の取組 

       各支部において，イベント委員会を組織して，広告協賛金等の協力・依頼した企業

名を掲載したチラシ作成後，市報，新聞折込みやポスターの作成に伴う，関係団体等

へ掲示依頼，また，情報誌などのマスメディア活用を行い，市内外からの集客に努め

ている。 

 

  ◆ 各地域のイベント集客目標設定（５年後） 

支部名 イベント名 集客目標 

加治木，姶良，蒲生 
夏まつり 現状の５％アップ 

秋まつり，市 現状の３％アップ 

 

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 

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，販路開拓に繋がっていないことが課題である。 

   そこで，本計画の目標を達成するために，当会が運営の主体となる地域活性化委員会を立ち

上げ，姶良市，姶良市特産品協会，姶良市観光協会，（公社）鹿児島県特産品協会等などの外

部連携機関との連携を強化して小規模事業者の新たな需要開拓のための支援体制を構築する。

また，必要に応じて鹿児島県，地域金融機関や中小機構及び鹿児島県よろず支援拠点や中小

企業診断士等との支援体制を構築して連携を図っていく。 

これらの連携機関との支援連携を通じて支援ノウハウや現状分析手法等について習得を図

り，小規模事業者の新たな需要の開拓に寄与する。 
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（１） 県経営金融課の主管する金融支援策に必要とされる事業計画等の作成の研修会に 

   参加して，経営指導員の資質向上を図るとともに，小規模事業者の個社の経営相談に

   対応できるよう努める。 

 

   （２） 創業者や新たな需要の開拓に寄与する事業及び小規模事業者の要求する支援策につ

いて，姶良市と毎月第１火曜日の「商工観光課と商工会の連絡会」を開催し，情報交

換を図り，小規模事業者に役立つ施策を推進する。 

 

（３） （財）かごしま産業支援センターが主催する中小企業支援機関の会議に参加し， 

      小規模事業者の経営状況，支援の内容等，情報収集及び情報交換を図るとともに， 

スキル向上に努める。 

 

   （４） 姶良・霧島地区の商工会，商工会議所の経営指導員を対象とした「小規模事業者 

      支援能力向上研修会」を新たに共同で年１回開催し，地域の小規模事業者の需要の 

現状や動向等について，情報交換を行い，継続的に支援に繋がるよう努める。 

 

   （５） 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の個別相談事業，説明

会に積極的に参加し，中小企業診断士等の専門家の小規模事業者の支援ノウハウ，進

め方等について情報交換を行い，支援能力向上を図る。 

 

   （６） 毎月１回開催する指導員の定例会議で，必要とするテーマを選定し，金融関係研修

会や経営革新等の専門家を交えて研修会を開催し，経営支援のノウハウや進め方を情

報交換し，支援能力の向上に努める。 

 ・ 金融研修会（専門家：日本政策金融公庫，県信用保証協会等との連携） 

 ・ 経営改善研修会（専門家：中小企業診断士，鹿児島県よろず支援拠点 他） 

 

   （７） 鹿児島県商工会連合会主催で，実施されている広域指導協議会（県内１０ヶ所）を

      対象とした，研修会等に参加して，各地域の小規模事業者の経営動向等について，情

      報収集し，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。

 

      ◆ 支援ノウハウ等の情報共有を実施する会議・研修等 

名称（内容） 実施機関 頻度・対象者等 

経営革新研修会 
県経営金融課 

姶良霧島地区広域指導協議会 

年１回 

姶良霧島地区経営指導員 

市商工観光課との 

合同会議 

姶良市 

姶良市商工会 

月１回 

市担当課 

商工会経営指導員 

小規模事業者支援能力

向上研修会 

姶良市商工会 

霧島市商工会 

年１回 

姶良霧島地区 

経営指導員，広域指導員 
鹿児島県よろず支援拠点，

ミラサポ，中小企業基盤整

備機構との情報交換会 

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 

姶良市商工会 

随時 

コーディネーター 

姶良市商工会経営指導員 

金融研修会 
日本政策金融公庫 

姶良市商工会 

年２回 

公庫担当職員， 

姶良市商工会経営指導員 
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経営改善研修会 
姶良市商工会 

関係機関（県よろず支援拠点他）

随時 

コーディネーター 

姶良市商工会経営指導員 

 

        ◆ 金融関係  ～ 日本政策金融公庫 鹿児島支店 国民生活事業 

                  鹿児島県信用保証協会 

                  姶良市内 金融機関 

 

        ◆ 経営革新等 ～ 鹿児島県経営金融課 

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 

 

        ◆ その他   ～ 姶良市 

                  姶良市特産品協会 

                  姶良市観光協会 

                  （公社）鹿児島県特産品協会 

                  錦海漁業協同組合 

                  あいら農業協同組合 

                  ＮＰＯ法人 Ｌab 蒲生郷 

 

 

 ２．経営指導員等の資質向上に関すること 

   経営発達支援計画の実効性を図るためには，当計画を実施する経営指導員の資質向上が不

可欠であり，事業者の課題をあぶりだす問題解決のスキルやノウハウなどの経営支援にかか

わる専門知識の習得が必要である。しかしながら，現状は，個々の経営指導員が個々で対応

していることが多く，ノウハウの蓄積や共有が出来ていない現状である。 

そこで，経営指導員として求められる資質として，支援先である小規模事業者が抱える幅

広い相談内容に対して，ヒアリングや外部からの情報収集等により，小規模事業者の経営問

題について，正しく，特定し，課題を抽出して，小規模事業者とともに共有することである。

そして具体的な課題解決策を策定し，必要に応じて外部連携機先の支援を得ながら，支援事

業者に対して提案し，同意を得て，実践につなげていくことが求められている。また個々の

経営指導員の資質向上を図ると共に，共有する仕組みを構築していき，組織として体系的な

資質向上を図っていく。 

 

   （１） 鹿児島県商工会連合会の主催する経営指導員及び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情報，売上の拡大，経営力強化等を習得し，

支援能力の向上に努める。 

 

   （２） 中小企業大学校の主催する研修会や各関係機関の主催する研修会，セミナー等を，

各経営指導員及び経営支援員は年１回以上受講し，特に，若手経営指導員・経営支援

員は，ＯＪＴを徹底して，共有する仕組みづくりを行い，小規模事業者の売上拡大等

に繋がる支援能力の向上を図る。 
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   （３） 姶良・霧島地区広域指導員協議会で，「経営指導員小規模事業者支援研修会」を 

      春と秋を主に年２回以上開催して情報交換を行い，支援体制の充実を図るとともに，

支援能力の向上に努める。 

 

   （４） 商工会組織内においては，毎月第２火曜日に開催している経営指導員定例会議にお

いて，各研修会の情報交換を含めて，経営指導員が抱えている支援課題や直面するテ

ーマ等について，ディスカッションを行う。具体的には，経営分析等によって得られ

た結果をもとに小規模事業者の経営課題や問題点について整理分析を行い，分析結果

の具体的内容を作成して，経営指導員の巡回時に，いつでも支援対応できるヒアリン

グのための基礎資料として活用する。また，経営発達支援融資制度の利用による事例

等を参考として，支援後の事例研究を実施していき，あらゆるケースに対応できる支

援能力の向上を図る。 

 

   （５） 有資格者である税理士，中小企業診断士等に，支援する小規模事業者の事例をもと

に，経営支援の内容及び効果等の検証の指導を受け，実務面の経営支援能力向上に努

める。 

 

 

   （６） 経営指導員の意欲の向上と専門的な知識を取得するため，鹿児島県商工会連合会の

主催するキャリアアップ講座に参加し，実務面の経営支援能力向上に努める。 

 

  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，本計画に記載の事業の実施状況及び成果について，以下の方法により評価・ 

検証を行う。 

 

   （１） 全職員を含めた全体会議で，ＰＤＣＡを四半期毎に行い，計画に沿った事業実施に

繋がるよう検証する。 

 

   （２） 中小企業診断士・大型店に詳しい専門家等の有識者による第三者評価委員会を設け

て，事業の実施状況，成果の評価・見直し案の提示を行う。 

 

   （３） 毎年３月の商工会理事会において，評価・見直しの方針を決定する。 

 

   （４） 事業の成果・見直しの結果については，第三者評価委員会に報告し，了承を得て毎

年５月開催の総代会へ報告し，承認を受ける。 

 

   （５） 事業の成果・評価・見直しの結果を姶良市商工会のホームページ 

       （http://www.aira-shokokai.or.jp）で，計画期間中公表する。 
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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５月現在） 

（１） 組織体制 
   ① 実施体制 
 
 
 
                    事務局長１ 
 
 
 
 
 
 
       経営指導員２       経営指導員２      経営指導員１ 
       経営支援員１       経営支援員２      経営支援員１ 
 
   ② 姶良市商工会組織図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ◆ 役員数  ３０人 
       会長 １人  副会長 ２人  理事 ２５人  監事 ２人 
     ◆ 職員数  １５人 
       事務局長 １人  経営指導員 ５人  経営支援員 ４人 
       記帳指導職員 １人  一般職員 ４人 
（２） 連絡先 
    姶良本所  姶良市東餅田 502             TEL  0995-65-2211  経営指導係 
    加治木支所 姶良市加治木町諏訪町 185-1   TEL  0995-63-2295  経営指導係 
    蒲生支所  姶良市蒲生町上久徳 2669-1    TEL  0995-52-0039  経営指導係 

姶良市商工会 

姶良本所 加治木支所 蒲生支所 

総代会１３４ 

会長１ 監事２

理事会３０

姶良本所４８０ 加治木支所４０８ 蒲生支所１２９ 

青年部７１ 

女性部１１８ 
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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

（平成27年

７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 30,545 32,290 32,490 33,390 33,790

 経営改善普及事業指導事業費 8,660 9,550 9,750 10,250 10,450

 旅費 270 350 400 400 400

事務費 630 750 850 900 950

講習会開催費 1,100 1,400 1,400 1,500 1,500

金融指導事務費 560 650 700 750 800

記帳指導員謝金 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

資質向上対策事業費 400 500 500 600 700

指導環境整備費 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700

創業・経営革新支援事業費 400 600 600 800 800

地域総合振興事業費 21,885 22,740 22,740 23,140 23,340

 総合振興費 11,115 11,600 11,600 11,800 11,800

商業振興費 1,510 1,750 1,750 1,850 1,950

工業振興費 300 300 300 300 300

観光振興費 1,170 1,300 1,300 1,400 1,500

金融対策費 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100

経営税務対策費 150 150 150 150 150

労務対策費 380 380 380 380 380

青年部女性部対策費 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160

 （備考）必要な資金については，見込額を記載すること。 

 

調達方法 

 

 補助金収入（国補助金，県補助金，市補助金） 

 会費手数料収入（会費，手数料，共済受託料，使用料，雑収入） 

 

 （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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（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．地域の経済動向調査に関すること 

   ・調査統計データの提供 

   ・調査結果の分析，ホームページ掲載 

   ・外部専門家等を含めてより具体的な分析 

 

 ２．経営状況の分析に関すること 

   ・経営状況の情報提供の巡回訪問 

   ・小規模事業者の直面する課題等に対するセミナー開催 

   ・経営全般に至る分析結果の共有 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

   ・ブラッシュアップ事業の実施及び検証 

   ・事業計画策定のセミナーの開催 

   ・小規模事業者持続化補助金等に係る事業計画策定支援 

   ・事業計画策定に係る円滑な資金調達の金融支援 

    

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   ・継続的な支援体制の確立 

   ・伴走型の支援指導に伴う経営発達支援融資制度の利用 

 

 ５．需要動向調査に関すること 

   ・創業窓口相談事業に伴う，新たな需要動向の把握 

   ・小規模事業者の販売の商品・サービスの提供の調査及び分析検討 

   ・イオンタウン進出による特定の小売業の調査及び分析，情報提供 

 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   ・新たな需要に向けた委員会の新設及び協議 

   ・新商品の開発や新サービスの提供に向けた支援の実施 

   ・既存の商品力アップに向けたデザイン及びパッケージ等の専門家派遣 

   ・新商品の常設施設における販路開拓に向けた支援の実施 

   ・県内外のイベントにおける販路拡大の支援の実施 

   ・県内外の展示会・商談会等への積極的な参加 

   ・販路開拓の一助としてＩＴ活用，ホームページによる販路拡大 

 

連携者及びその役割 

 

 ◆ 連携者 

 １．鹿児島県経営金融課 

（１）代 表 者 ： 鹿児島県知事  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 
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 ２．日本政策金融公庫 鹿児島支店 国民生活事業 

  （１）代 表 者 ： 事業統括  中 野 則 文 

  （２）住所・電話 ： 鹿児島市名山町１番２６号   099-224-1241 

 

 ３．鹿児島銀行 

  （１）代 表 者 ： 代表取締役頭取  上 村 基 宏 

  （２）住所・電話 ： 鹿児島市金生町６番６号    099-225-3111 

 

 ４．南日本銀行 

  （１）代 表 者 ： 代表取締役頭取  森  俊 英 

  （２）住所・電話 ： 鹿児島市山下町１番１号    099-226-1111 

 

 ５．鹿児島相互信用金庫 

  （１）代 表 者 ： 理事長  稲 葉 直 寿 

  （２）住所・電話 ： 鹿児島市泉町２番３号     099-223-5111 

 

 ６．鹿児島信用金庫 

  （１）代 表 者 ： 理事長  後 藤 孝 行 

  （２）住所・電話 ： 鹿児島市名山町１番２３号   099-223-0141 

 

 ７．鹿児島興業信用組合 

  （１）代 表 者 ： 理事長  滿 田  學 

  （２）住所・電話 ： 鹿児島市東千石町１７－１１  099-224-3175 

 

 ８．（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２階  099-219-1270 

 

 ９．鹿児島県よろず支援拠点 

  （１）代 表 者 ： コーディネーター  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１階  099-219-3740 

 

 10．ミラサポ 

  （１）運  営  ： 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/ 

 

 11．（独行）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 
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 12．公益社団法人 鹿児島県特産品協会  

  （１）代 表 者 ： 理事長  伊 藤 祐一郎 

  （２）住所・電話 ： 鹿児島市名山町９番１号  

鹿児島県産業会館３階 099-223-9177 

 

13．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６階  0992-226-3773 

 

 14．姶良市企画部商工観光課 

  （１）代 表 者 ： 市長  笹 山 義 弘 

  （２）住所・電話 ： 鹿児島県姶良市宮島町２５番地 0995-66-3111 

 

 15．姶良市特産品協会 

  （１）代 表 者 ： 会長  田 中 茂 樹 

  （２）住所・電話 ： 鹿児島県姶良市加治木町錦江町１５番地 0995-62-2517 

 

 16．姶良市観光協会 

  （１）代 表 者 ： 会長  柳 鶴   勉 

（２）住所・電話 ： 鹿児島県姶良市増田３７１番地１ 0995-65-5277 

 

 17．錦海漁業協同組合 

  （１）代 表 者 ： 組合長  岩 下 辰 雄 

（２）住所・電話 ： 鹿児島県姶良市加治木町港町１８４番地１ 0995-63-2100 

 

 18．あいら農業協同組合 

  （１）代 表 者 ： 代表理事組合長  樋 脇 建 治 

（２）住所・電話 ： 鹿児島県姶良市東餅田４７０番地５ 0995-65-3131 

 

 19．ＮＰＯ法人 Ｌab 蒲生郷 

  （１）代 表 者 ： 理事長  藤 谷 亜太可 

（２）住所・電話 ： 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳２２４１ 0995-52-0115 

 

 ◆ 役 割 

 １．地域の経済動向調査に関すること 

   小規模事業者の継続的発展を図るため，基礎資料の提供を行い，分析・整理・結果の取り

まとめの指導を仰ぎ，支援情報の有効活用に役立てる。 

 

 ２．経営状況の分析に関すること 

   小規模事業者の経営課題等に対して，経営状況の分析結果をもとに，改善策の資料提供 

  及び情報共有により，持続的な経営安定に役立てる。 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

   小規模事業者の事業計画策定により，経営基盤の強化・安定に繋がる。 
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 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   小規模事業者の事業計画策定による変更等に対する指導・アドバイスに役立て，持続的経

  営の安定化に繋げる。 

 

５．需要動向調査に関すること 

   小規模事業者の中で，新たに計画予定している需要，事業内容を把握し，分析・整理，結

果を取りまとめ，需要開拓の参考資料として役立てる。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   小規模事業者の新商品開発を行うとともに，市内の観光施設に販売するほか，イベント，

  展示会・商談会等に出展し，あらゆる手段及び活動を取り入れ，販路開拓に役立てる。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 
姶良市商工会 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査 ２．経営状況の分析 ３．事業計画策定支援

・経営状況分析の情報提供 
・小規模事業者の直面する経営課題

等に対するセミナー開催 
・経営全般に至る分析結果の共有 

・ブラッシュアップ事業の実施及び検証 
・事業計画策定のセミナーの開催 
・小規模事業者持続化補助金に係る事業 
 計画策定支援 
・事業計画策定に係る円滑な資金調達の 
金融支援 

◆ 連携先 
・鹿児島県経営金融課 
・日本政策金融公庫 鹿児島支店
・市内各金融機関 
・(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

４．事業計画策定後の実施支援 ５．需要動向調査

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

・継続的な支援体制の確立 
・伴走型の支援指導に伴う経営 
 発達支援融資制度の利用 

◆ 連携先 
  ・姶良市，姶良市特産品協会，姶良市観光協会 
  ・（公社）鹿児島県特産品協会，錦海漁業協同組合  
  ・あいら農業協同組合，ＮＰＯ法人 Lab蒲生郷 

・新たな需要に向けた委員会の設置及び協議

・新商品開発，新サービス提供の支援実施 
・商品力アップの改良専門家派遣支援 
・常設施設の販路開拓支援 
・県内外イベントの販路開拓支援 
・県内外展示会，商談会への参加支援 
・ＩＴを活用したホームページへの掲載 

・各イベント等の集客向上，認知度のア

ップ支援 
・地域活性化委員会設置と活性化の取組 
・市産業構造の戦略構築の確立 

・創業窓口相談事業に伴い， 
 新たな需要動向の把握 
・小規模事業者の販売の商品・サ 
ービスの提供調査及び分析検討 
・イオンタウン進出による特定の 
 小売業の調査及び分析，情報提供

６．新たな需要の開拓に寄与する事業

・調査統計データの提供 
・調査結果の分析，ホームページ掲載 
・外部専門家等を含めて，より具体的 
 な分析資料作成 


