
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
さつま町商工会（法人番号 4340005003885） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 さつま町には宮之城温泉、紫尾温泉という地域資源があり、この地域資源を

最大限活用し、大きな目標として「日帰り観光客を増やし、その経済効果をさ

つま町全体に波及させる」為に、「情報発信の強化」を目標に取り組んでいく。 

その為にもさつま町商工会は、小規模事業者への伴走型支援を他の団体と連

携を行いながら、「売上減少対策と廃業・倒産対策」「創業・第二創業希望者の

夢実現」「昔ながらの経営体質からの脱却に向けた対応」「地元にある資源の認

識・ＰＲ不足への対応」「各団体と連携した魅力あるイベントの実施と情報発

信」の５つの目標を掲げ「情報発信強化を中心とした支援」を行う。 

小規模事業者のあるべき姿である、「小規模事業者自らＰＤＣＡサイクルを

回せる事」を職員の共通目標とし支援を行っていく。 

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【指針③】 

①さつま町版景況調査を年１回実施し、町の景況状況を把握し公表する。 

②各種景気動向調査結果の収集及び分析を年２回実施し、整理し公表する。 

③巡回訪問や窓口相談で景況感を聞き取り、ＤＩ値を算出し年２回公表する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①巡回訪問を商品構成や５Ｓの状況把握のための巡回訪問とする。 

②ペア巡回を実施しているが、課題解決にもチーム制を導入する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①事業計画づくりサポートブックを活用した作成セミナーを開催する。 

②「経営革新」や「海外展開」など事業拡大や販路拡大等のステップアップを

目指す事業所への、専門家による事業計画作成を支援する。 

４・事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①計画書作成事業所を中心にＰＤＣＡの視点にたった支援を行う。 

②経営者が経営状況を可視化できる、チェックシートを作成し、迅速な相談や

専門家による支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①重点支援産業を中心にアンケートによる利用者ニーズを把握する。 

②さつま町版商圏調査書を年１回発刊し販路開拓等に活用する。 

③業界紙等による業種別・品目別の市場調査を行い、事業線略等に活用する。 

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】 

①マスメディアへの情報発信と自らプレスリリースできるよう支援する。 

②物産展・商談会の情報提供と出店後のフォローによる成約率向上を支援する。 

③ＩＴの活用に関する講習会を開催し、情報発信能力強化を支援する。 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

①さつま町地域活性化協議会（仮称）を開催、観光・地域資源活用を検討する。 

②イベントの魅力向上と情報発信による流入資金の循環を促す。 

連絡先 
〒８９５－１８０３ 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地１５３１番地 

さつま町商工会宮之城本所 電話 ０９９６－５３－１１４１ 
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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 

～さつま町商工会を取り巻く環境～ 

１，さつま町商工会が立地するさつま町は、鹿児島県北西部、鹿児島市から約 50㎞に位置し、周囲

を山々に囲まれた盆地で面積は 303.96㎢である。近隣には大型商業施設を有する霧島市、姶良市、

九州新幹線の駅がある薩摩川内市、出水市、本町一部地域では身近な商圏である伊佐市、湧水町

が隣接している。（図１：さつま町の位置） 

  さつま町は平成 17年 3 月に旧宮之城町、旧鶴田町、旧薩摩町の３町合併によってできた町で、

主要都市へ通じる国道 267号、328号、504 号線が通っており、町中心部から近隣への所要時間は

４０分程度で行けるなど、交通の要所として発展してきた町である。（図２：さつま町の交通） 

さつま町商工会は、さつま町の行政合併に伴い、旧宮之城商工会、旧鶴田町商工会、旧薩摩町

商工会が合併し、平成 18年度に設立された商工会で、旧宮之城町に本所、旧鶴田町及び旧薩摩町

に支所を設置している。平成 29年 4月 1日現在で、管内の商工業者は 1,132 名、小規模事業者は

1,039 名、会員数は 626名である。 

 

図１                 図２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、さつま町商工会管内の人口は、平成 29 年 4 月現在 21,911 いるが、平成 22 年の国勢調査時の

24,109 人と比較すると約 2,200 人、9％の減少となっている。また、さつま町が公表している推

計人口を見ても、2035 年の町人口は 15,311 人と現在の 70％程になると予想されており、町内の

消費者を対象とする業種の経営環境は更に厳しいものになる事が予想されている。また 65歳以上

の高齢化率も 37.0％と全国平均の 25.1％を大きく上回っている状況である。（図３：さつま町高

齢化率の推移） 
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３、このような人口減、高齢化が進んでいるさつま町商工会管内の消費者購買動向は、地元購買率

が旧宮之城町で 68.1％、旧鶴田町で 63.3％、旧薩摩町で 54.7％と他地区への消費者流出が大き

い結果となっている。また、平成 24年の調査以降、本町商店街で長年消費者の町外流出を食い止

める役割を担っていたスーパーの撤退（平成２５年２月）や、隣接する市に新たな大型商業施設

が完成（平成２４年１２月）するなど、町外への流出は大きくなっている。 

   

４、さつま町は宮之城温泉、紫尾温泉に代表される温泉施設が２５あり、豊富な湯量と単純硫黄泉・

炭酸水素塩泉の良質な泉質は、江戸時代後期から湯治の町として発展してきた。また交通環境も

国道 3路線で 1日延べ 30,000 台を超える車両の往来があり、人、モノを運ぶ大変重要な路線を有

しており、観光資源に恵まれた地域である。 

  （写真：宮之城温泉）        （写真：紫尾温泉） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
５、町の中心部を九州一の大河である川内川が流れ、北部には紫尾山があり、その雄大な自然環境

の中育つ、町特産品の梅や、米、野菜、お茶など農業資源にも恵まれた地域である。また高校生

を中心とした合宿地として人気が高く、プロサッカーチームのキャンプ地になるなど県内でも有

数な合宿地となっている。 

  （写真：薩摩西郷梅）      （写真：キャンプ歓迎セレモニー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
～小規模事業者の課題～ 

課題１：高齢化や売上の減少による廃業・倒産の存在 

 

○小売業や飲食業の売上は年々減少傾向にある。主な要因として隣接する市に量販店、大型商業施

設の進出が続いており、消費者の流出が大きい。また若者を中心に町人口の減少や高齢化も要因と

考える。価格競争に巻き込まれ、客単価の下落も課題である。 

 

○旅館業を含む観光関連の売り上げも年々減少している。以前のようにバスを貸切ってこられる観

光客はおらず、少数の家族単位での宿泊が主流となっている。出張での宿泊者も減少しているが、

鶴田ダム工事関連の長期滞在者はコンスタントに推移している。 

 

○事業主の高齢化や長期にわたる景気低迷と売上減少による廃業倒産が存在する。特に建設業は公

共工事件数の減少による競争の激化、工事受注単価の減少による資金繰りの悪化により、倒産や廃

業に追い込まれやすい状態になっている。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0iNhE2pWOQgAETKU3uV7/SIG=12bubjhu2/EXP=1449878753/**http:/www.iimo.jp/shop/1406/img/datebox/onsen2_205.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1In.OmpWgEMACwqU3uV7/SIG=129k23if1/EXP=1449888894/**http:/shibionsen.web.fc2.com/shibi_shibisouroten.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0iT1FWpWC14AyiCU3uV7/SIG=13d3doemt/EXP=1449879413/**http:/www.satsuma-net.jp/nogyo/kanko/tokusanhin/tokusanhin/images/satumasaigouume1_1.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hkyFWpWqnEAkk6U3uV7/SIG=13g8ggjiv/EXP=1449879218/**http:/www.satsuma-net.jp/skanko/kanko/event/1gatsu-event/images/150202135910_s249701121.jpg
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 売上の推移（単位：千円）       ―さつま町商工会調べ― 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店宿

泊業 

サービス

業 

その他 

２６年 25,585 7,622 19,259 22,402 21,648 9,581 6,223 

２５年 26,383 7,277 21,200 22,258 18,493 9,639 6,345 

２４年 30,033 7,394 18,271 24,056 18,935 10,560 6,152 

 ※各業種の小規模事業者５社以上を抽出し平均を記載 

 ※平成２６年は、消費税増税や増税による駆け込み需要があった。 

 

倒産・廃業数の推移 （単位：件）    ―さつま町商工会調べ― 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲 食 店

宿泊業 

サ ー ビ

ス業 

その他 合計 

２６年 2 0 0 5 1 2 0 9 

２５年 3 2 2 6 5 5 0 23 

２４年 2 2 0 1 2 1 0 8 

 ※規模に関わらず倒産・廃業した事業所の件数を記載 

 ※平成２５年は高齢を理由とした廃業や死亡による廃業が多かった。 

 

課題２：創業件数減少による事業所数の減少 

 

○厳しい現状を見て、創業希望者が創業に至らない、後継者の世代交代が進まないなど悪循環にな

っている。また創業しても事業が上手くいかず数年で廃業するケースも増えている。大きな要因と

しては、創業希望者の家族から理解や支援がもらえない、商店街などの空き店舗が住居兼店舗とな

っており、貸し出しに消極的。現経営者が事業承継へ消極的、後継者の経営への意識欠如、経営者・

後継者の意見不一致、創業後・承継後の資金繰りの悪化があげられる。 

 

  創業の推移（単位：件）          ―さつま町商工会調べ― 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲 食 店

宿泊業 

サ ー ビ

ス業 

その他 合計 

２６年 0 0 0 3 2 4 2 11 

２５年 3 0 0 3 3 3 1 13 

２４年 0 2 1 0 2 2 1 8 

 ※規模に関わらず創業・第二創業した事業所の件数を記載 

 

課題３：昔ながらの経営体質 

 

○歴史のあるお店が多く存在しており、高度経済成長期を経験してきた事業所が多い。今の時代に

合わせた経営に取り組めておらず、その場しのぎの経営や、いわゆる「どんぶり勘定」の経営がい

まだに見受けられる。また、先代の経営方法を尊重し、ニーズに合った経営への抜本的改革に根強

い抵抗がある。特に後継者が行う事に対して意見が一致せず、経営改善の足かせになりやすい。 

 

課題４：地域資源の認識・ＰＲ不足 

 

○温泉愛好家や専門家の方から見ると素晴らしい温泉や食材も、鹿児島県内の認知度は大変低く、

町民の認識も「誇れる地域資源」との認識でなく、「昔からある地域資源」となっており、十分なＰ
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Ｒ活動がなされていない。 

 

～地域振興の課題～ 

課題１：地域振興に携わる人材、予算不足 

 

○地域振興を支える人材や予算が年々減少している。大きな要因としては、少子高齢化による若手

の不在、町内就職先の減少、県外資本の大手工場が隣接する２つの市にあったが、不況の影響を受

け平成２１年２４年に相次いで閉鎖となり、地域を支える若い人材の流出が大きな要因である。 

 

課題２：連携・協力体制の未整備 

 

○各地域に地域振興を目的とした団体が活動をしており、本町は大変活発ではあるが、団体同士の

連携や情報共有がされておらず、各団体がイベントを単発的に行っている。 

 

～さつま町総合振興計画について～ 

 

 さつま町総合振興計画に記載されている商工業、観光業に対する方針は以下の通りである。 

 商工業の振興 ：基本方針 

○魅力ある商店・商店街づくりを推進し、空き店舗の活用、新規参入者の支援施策等の充実と消費

者ニーズにあった事業支援の展開を進めるとともに、地元産品をはじめ、地元商店等の愛用運動を

推進します。 （さつま町総合振興計画より抜粋） 

 

○地域に貢献する地場産業の利活用を推進し、地場産業の育成に努めます。また、産業の振興と雇

用機会の増大を図るため、立地環境の整備や各種優遇制度の充実を図るとともに、県内外への情報

提供に努めます。併せて関係機関・団体と一体となった企業誘致活動を積極的に展開します。 （さ

つま町総合振興計画より抜粋） 

 

 観光の振興 ：基本方針 

○町全体が、おもてなしの雰囲気になるような取り組みを進め、旅行者がまた行きたいと思う、訪

れる人に優しい観光づくりに努めます。 

また、農業や工業、自然体験などの体験プログラムを構築し、宿泊施設や観光施設との連携を図

りながら、様々なプランづくりに努めます。 

更に、新幹線全線開業等の効果を高めるため、近隣市町との連携を図り、広域観光ネットワーク

づくりに努め、広域観光ルートの整備を行います。 

観光客にさつま町の良さを伝えるため、観光ボランティアガイドの育成に努めます。 

              （さつま町総合振興計画より抜粋） 

～課題に対する商工会の目標～ 

 

 さつま町商工会管内には、高齢化や売上の減少による廃業倒産の存在、創業者の減少、昔ながら

の経営体質、地元資源の認識ＰＲ不足という課題が山積している。しかし、良質な温泉や豊かな自

然環境で育てられた食材など地域資源が豊富であり、３つの国道の存在や空港や高速道路が近いな

ど、交通アクセスの利便性が非常に良いなどの地理的長所がある。 

以上の現状とさつま町総合振興計画を勘案し、さつま町商工会の経営発達支援計画の方針として

は、県内でも認知度の低い宿泊業や一般公衆浴場業などの観光関連分野を、長期的な視点で県内で

も認知度の高い地域の核として成長させる為に、情報発信の強化を軸とした中長期的な支援により

日帰り観光客を増やして行く。また観光客をリピーターにしていくために、観光関連と密接な関係

にある飲食業や食品製造業を重点的に支援する。これらの業種は観光客等の外部資本の流入を促進

できるうえに、鹿児島県では、平成３０年明治維新１５０周年を迎えるにあたり各種記念事業を企

画し、平成３２年には国民体育大会の開催、さらに国際的なイベントである「東京オリンピック」
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の開催など、短期間で大きなイベントが控えている。中長期的な視点で観光関連分野への支援に力

を入れつつ、小規模事業者の持続的な発展に、より効果的であるとの結論に至った。その上で、町

内全体の小規模事業者、創業希望者、業種転換希望者のチャレンジを今まで以上に応援できる環境

を整え、まだまだ厳しい雇用の面で地域に貢献できる小規模事業者、今は認知度が低いが、魅力あ

る商品やサービスで町内外にファンがいる小規模事業者を伴走型の支援で成長させていく。 

地域の総合経済団体として小規模事業者の支援に当たり、長年培ってきた経営改善の経験やノウ

ハウに、行政機関、（株）日本政策金融公庫、地元金融機関、鹿児島県商工会連合会、エキスパート

バンク登録専門家、商工会経営指導員ＯＢ、（公財）かごしま産業支援センター（よろず支援拠点）、

ミラサポ、（独）中小企業基盤整備機構、その他支援機関等と協力連携しながら、「小規模事業者の

持続的な発展の支援に必要不可欠な団体」と言われ続けるように、以下の目標を設定し取り組んで

いく。 

 

目標１：売上減少対策と廃業、倒産対策 

商工会の方針 

◎経営環境が厳しい当地域では、町内消費のみでは限界がある。必要な売上・利益を確保し持続的

な発展を目指すためにも、町外消費者に対してタイムリーな情報発信ができるように「ＩＴを活用

した情報発信能力の強化」を重点的に支援する。 

 

※さつま町総合振興計画においても「商工業者への経営指導や各種制度の活用など、商工業者の窓

口である商工会と一体となった支援に努めます」と示されている。 

 

目標２：創業・第二創業希望者の夢実現 

商工会の方針 

◎創業者セミナーの開催や創業支援に繋がる情報の提供及び情報発信の支援を行う事で「創業しや

すい環境」を整え、創業希望者の夢実現を支援する。また、経営環境が厳しい業種の方や新たな業

種に活路を見出そうとする方に、第二創業や業種転換が速やかにできるように、計画書作成支援や

最新の事例や成功事例など公的機関や業界機関紙など情報収集及び提供を行い、新たな出発を支援

する。 

 

※さつま町総合振興計画においても「商工業従事者の確保のため、商工業新規参入者の支援に努め

るとともに、ベンチャー企業、コミュニティビジネスなど、住民の企業活動への支援に努めます。」

と示されている。 

 

目標３：昔ながらの経営体質からの脱却に向けた対応 

商工会の方針 

◎「待ちの経営」から「提案型の経営」へ転換を支援する。情報発信を行う事で消費者への訴求力

を高め、情報発信手段をもたない方へＨＰ、ＦＢ作成支援から活用支援まで行い、ＰＯＰ支援、レ

イアウト支援などの必要な支援も行う。 

 

※さつま町総合振興計画においても「消費者ニーズに対応した、買物支援事業等のシステムづくり

に努めます。」と示されている。 

 
目標４：地元にある資源の認識・ＰＲ不足への対応 

商工会の方針 

◎地域資源の活用が十分されているか、迎え入れる体制は整備されているか、観光・地域資源の活

用のあり方を検証し、その結果を踏まえ「今すぐできる活動」を行い、町内の利用率向上と、県内

の認知度向上による新たなファン獲得に向けた支援を行う。 
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※さつま町総合振興計画においても「町内の温泉はそれぞれ泉質が違い、その効果も異なる事から

様々な効能の積極的なＰＲに努めます。」また、「川内川水系で獲れるアユ、山太郎ガニ（モズクガ

ニ）や手長エビをはじめ、猪、鹿などの自然の恵みやたけのこやゴボウなどの地元農産物を使った

名物料理の開発、メニューづくりに努めます。」と示されている。 

 

目標５：各団体と連携した魅力あるイベントの実施と情報発信 

商工会の方針 

◎既存イベント選別し、イベントの強化による魅力の向上と積極的な情報発信、行政、さつま町観

光特産品協会、地元温泉組合等と連携し、イベント実施、情報発信を行い、さつま町をＰＲする事

で観光客数の増加と増加に伴う消費拡大を目指す。 

 

※さつま町総合振興計画においても「イベントの開催や観光施設との連携を図りながら、町内観光

のネットワーク形成に努めます。」と示されている。 
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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３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

激変する小規模事業者の経営環境を考え、計画の練り直しを行いながら短期間での実施も考えま

したが、今回の経営発達支援計画を小規模事業者に伝え浸透する時間を考えると、５年計画がより

効果的であると判断した。 

 

（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】 

【 現状及び課題 】 

・地域の経済動向調査の手段としては、３年に１度県が実施する消費購買動向調査のみ行っていた

が、商工会が組織として必要な情報収集をする事はなかった。 

・行政機関が把握している情報を必要に応じて収集する事はあったが、収集した各種情報を検証、

共有を行っておらず、小規模事業者の支援に活用されていなかった。 

・経営指導の内容を記録する「小規模企業支援システム」を導入しているが、そのシステムに企業

の景況感を任意で記録する欄があり、ＤI 値を集計することができるが、活用する事が無かった。 

 

【 改善及び新たな取り組み 】 

・消費購買動向調査のみであった調査を、業種ごとの「さつま町版景況調査」を実施する。調査方

法は業種を建設業、製造業、卸売業、小売業、飲食・宿泊業、サービス業、その他で区分し、巡

回訪問による聞き取りで実施する。さつま町の経済動向を分析し、小規模事業者の支援に活用す

る。【指針③】（新規） 

・さつま町、鹿児島県、その他官公庁が調査公表した情報を、公共刊行物やインターネットで収集

し分析する。小規模事業者の支援に活用する【指針③】（新規） 

・小規模企業支援システムで集計できるＤＩ値に繋がる入力を全職員が実施する。小規模事業者の

支援指導に活用する。【指針③】（新規） 

・上記３つの調査結果をＨＰや商工会の広報誌で公開する。【指針③】（新規） 

 

【 事業内容 】 

・「さつま町版景況調査」を年１回実施し、巡回訪問による聞き取りによって実施する。実施時期は

８月に調査し、９月末に調査結果をまとめる。調査対象数は会員事業所の約１割を目安とし、観

光関連である飲食業と宿泊業は２割を目安とする。調査対象事業所は町内小規模事業者とする。

【指針③】（新規） 

・「さつま町版景況調査」の内容は以下の通りとする。【指針③】（新規） 

① １月から６月にかけての売上高、仕入高、客数 

② ７月から１２月にかけての売上の予想 

③ 前年同月と比較した売上高、仕入高、客数 

④ 経営者が感じる景況感 

⑤ 直面している経営上の課題・問題点 

※調査項目は、調査を行う過程でさらに追加する事も考えている。 

※調査事業者は７０事業者で担当職員は７名（指導員３名支援員４名）で実施する。 
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「 さつま町版景況調査対象事業者数 」                 （単位：企業） 

業種 建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食店

宿泊業 

サービ

ス業 
その他 合計 

商工業者 164 167 30 269 135 293 73 1,131 

小規模事業者 161 144 30 239 131 271 62 1,038 

会員事業所 80 83 14 187 79 149 29 621 

調査事業者数 8 8 2 18 16 15 3 70 

                             （平成２７年１１月１日現在） 

 

・「各種景気動向調査結果の収集及び分析」は、年２回実施し公共刊行物やインターネットで収集し、

事業計画作成時に活用できるように整理する。実施時期は１月から６月分を７月に収集し、７月

から１２月分を１月に収集する。【指針③】（新規） 

①小規模企業景気動向調査（全国商工会連合会） 

②中小企業景況調査（全国商工会連合会・㈱日本政策金融公庫） 

③TDB 景気動向調査（帝国データバンク） 

④KER 経済調査（㈱九州経済研究所） 

⑤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 

 

・「ＤⅠ値の算出」は年２回実施し巡回訪問や窓口相談で事業所の景況感を聞き取り、小規模企業支

援システムに入力する事でＤⅠ値を収集する。実施時期は４月から９月までのＤⅠ値を１０月、

１０月から３月までのＤⅠ値を４月に公表する。【指針③】（新規） 

・聞き取りや相談等で得た情報は毎週水曜日に実施している職員会議で報告し職員間で共有する。

必要と判断されれば経営指導に活用するために、地域経済の状況や業種別の平均売上等経営に役

立つ情報を相談者に提供する。小企業者に対しては、積極的に情報を提供する。【指針③】（新規） 

 

「 目 標 」 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

さつま町版景況調査回数 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

各種景気動向調査結果の

収集及び分析 
未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

ＤＩ値の算出 未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

各種調査の公開数 

（ＨＰ・広報紙） 
未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

 

 

【 活用方法 】 

・町内の景況調査をしていく事で、詳細に現状を把握活用する事が期待できる。また、行政機関等

を含めた支援機関に情報提供を行うことで効果的な支援が期待できる。 

・事業計画作成に当たり、地域の実情を考慮した事業計画作成に活用する。 

・職員間で情報を共有し、担当職員が不在でも対応できるように活用する。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【 現状及び課題 】 

・巡回訪問は、経営指導員１人あたり年間４００回実施している。また、毎週水曜日に経営指導員

と経営支援員とのペア巡回を行っている。事業所の悩みや現状を聞きだす、各種相談の足掛かり

にしてきた。 
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・経営指導員１人あたり３事業所を継続して３年間ブラッシュアップ支援を実施しているが、経営

指導員の力量によって結果に差異が生じていた。 

・ネットｄe 記帳指導、融資相談、決算指導の際は、簡単な決算分析のみ行っていた。（売上総利益

率、経常利益率、流動資産比率等の前年度比較がメイン） 

・経営指導員・経営支援員には担当地区（旧町単位）があり集中して巡回を行っている。 

・経営分析を目的とした巡回指導は、各指導員の判断に任されている。 

 

【 改善及び新たな取り組み 】 

・経営分析を目的とした巡回訪問は、事業者が抱える課題の原因をより深く分析するため、店舗状

況の把握や、陳列されている商品構成の把握、工場や生産ラインの５Ｓの把握など、現場把握の

機会とする。【指針①】（改善） 

・経営分析を主体とした巡回訪先を増やし、ペア巡回は今まで同様週１回実施していく。事業所の

現状や課題把握を強化する事で、精度の高い経営状況分析を行う。小企業者に対しては、積極的

に巡回訪問していく。【指針①】（改善） 

・難解な相談への対応（分析、支援方針等）を担当経営指導員のみで行うのではなく、経営支援員

も含めたチーム制を導入し全体で検討していく。【指針①】（新規） 

・ネットｄe 記帳指導、決算指導、融資相談は、経営分析を十分にできる環境である。簡単な分析

ではなく、収益性や安全性など項目ごとに分析し、小規模事業者の現状を、今までより詳しく分

析する。【指針①】（改善） 

・分析内容を業界毎の経営指標による同業他社との比較検証を行う。【指針①】（新規） 

 

【 事業内容 】 

・小企業者、ブラッシュアップ対象事業者、動向調査の結果厳しい業種（緊急性のある事業者）、重

点支援先である宿泊業、飲食業、食品製造業については巡回訪問の回数を増やしていく。但し、

特定の事業所や業種に偏らないよう考慮する。【指針①】（改善） 

・難解な相談への対応は経営指導員のみで行っているが、経営支援員を交えより詳しく経営分析し

ていく。ブラッシュアップ件数も増やしていく。【指針①】（改善） 

・必要に応じて専門家を招聘し経営分析、支援の方針について助言頂く。【指針①】（既存） 

・分析する主な内容は以下の通りとする。 

① 環境分析（ＳＷＯＴ分析、ＡＢＣ分析など経営環境を確認） 

② 財務分析（収益性、安全性、生産性など現状を確認） 

・分析の手順は以下の通りである。【指針①】（新規・改善） 

 
※相談を受けてから３日～５日以内で分析結果や支援の方針を回答する。 

※チームは経営指導員３名、経営支援員４名、一般職員１名、広域指導員２名で構成。 

 

 

 

 

小
規
模
事
業
者 

経
営
指
導
員 

経
営
指
導
員
・
経
営 

支
援
員
・
広
域
指
導 

員
を
含
め
た
チ
ー
ム 

1.分析 
課題解明 
緊急性検証 
2.支援方法 
専門家派遣 
金融支援 
他団体の支援など 

① 相談 

⑥回答 

②報告 

④決定 

③検証 

⑤計画 
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「 目 標 」 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ペア巡回数 150回 150 回 150 回 150 回 150 回 150回 

訪問企業数 150社 200 社 200 社 200 社 250 社 250社 

環境・財務の経営分析 随時 80社 80社 80社 90社 90社 

ブラッシュアップ実施 9社 9社 12社 12社 12社 15社 

※近年窓口での相談も多くなっているが、商工会の原点である巡回訪問のみ数値目標を掲げている。 

※巡回訪問は、経営分析に必要な現場把握の機会と考えており、巡回訪問は分析のみを目的とした

数値目標ではない。 

 

【 活用方法 】 

・経営状況分析により経営課題を明確にし、小規模事業者へフィードバックすると共に、地域の経

済状況と併せて事業計画策定における基礎データとして活用する。 

・収集・分析した情報は商工会内の共有サーバに保管し、経営課題解決ならびに経営計画策定支援

の為の情報として共有を図ると共に、職員全員で適切な指導・助言を行う体制を整える。 

・明確になった課題に対して、専門的な知識を必要とする事業所には外部専門家を招聘して経営分

析ならびに課題抽出を行う。 

・本データを基に課題を抽出し、セミナー及び個別相談会等の実施計画作成に活用する。 

・経営分析を実施する事で、支援事業者の経営課題が抽出され、明確になった経営課題に対して、

経営者と支援する商工会がどのように改善していくべきかを伴走型で検証が可能となり、スムー

ズな支援方針の決定が期待できる。 

・担当者が不在でも、経営分析された基礎データ―がある事で相談事業所の経営状況が把握でき適

切な対応が期待できる。 

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【 現状及び課題 】 

・小規模事業者は、経営環境が大きく変化しているにもかかわらず、事業計画に基づく経営ではな

く、その日その場の経営に依存している事業所が多く存在する。 

・これまでの支援内容は、金融、税務、労務などの業務が中心なっており、事業計画策定支援につ

いては、小規模事業者や創業希望者から持続化補助金のような補助金申請支援や創業支援の相談

があった場合に対応していた。 

・商工会としては、さつま町が産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画の認定」を受けてお

り、２カ月にわたり計６回の創業セミナーを実施している。 

 

【 改善及び新たな取り組み 】 

・事業計画策定にあたり、巡回訪問や窓口相談を通じて小規模事業者の経営分析内容等を検討する

と共に、広く啓蒙し事業計画策定事業者の掘り起こしを行う。【指針②】（既存） 

・事業計画・創業計画作成に関する講習会の開催により、小規模事業者の事業計画に基づく経営の

重要性の啓蒙と支援を行い、創業者の確実な支援を行う。【指針②】（拡充） 

 

【 事業内容 】 

・事業計画策定の事業所の掘り起し【指針②】（既存） 

 経営指導員と経営支援員が毎月１回ペア巡回を実施し、事業者からの金融相談、税務相談、各種

補助金申請相談等の際に、事業計画策定の必要性、各種補助金申請のポイント、利益を確保する

にはどのような計画が必要か等、事業計画の重要性を説明する。また、経営分析を行った事業者

に対し、重点的に事業計画策定の掘り起こしを行う。 

・事業計画の作成支援（経営革新計画を含む）【指針②】（拡充） 

 （独）中小企業基盤整備機構が発行している「小規模事業者の事業計画づくりサポートブック」
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を活用した事業計画書作成セミナーを開催し、経営指導員等が伴走型で事業計画の策定支援を行

う。さらに、「経営革新」「海外展開」「知的財産活用」をはじめとする事業拡大、販路拡大等ステ

ップアップを目指す事業所には、よろず支援拠点、エキスパートバンク事業やミラサポ、（独）中

小企業基盤整備機構等における専門家派遣施策を活用し、事業計画書の策定を支援する。 

・創業計画の策定支援【指針②】（拡充） 

さつま町商工会では、創業セミナーを年１回（１日２時間を６日間実施）開催し、年２名から３

名の創業者が誕生している。この流れを今後も継続し、創業セミナーを開催する。経営指導員が

受講者へ継続的なフォローを行い、完成まで丁寧に指導する。 

・金融相談時における事業計画策定支援【指針②】（拡充） 

小規模事業者の資金調達を円滑化するため、融資斡旋時に㈱日本政策金融公庫の「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、活用事業者の掘り

起しと、事業の持続的発展のため事業計画策定支援を行う。 

尚、各資金を活用した後は、進捗状況の確認と必要な指導・助言を行う。 

・経営改善計画を必要とする事業所の改善計画策定支援【指針②】（新規） 

業況が厳しく、経営改善計画を必要とする事業所については、改善計画の策定支援を行う。資金

面については、地元金融機関、㈱日本政策金融公庫及び鹿児島県信用保証協会と連携を密にして

支援を行う。 

 

「 目 標 」 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1.事業計画策定事業所掘り

起しの為の巡回 
未実施 12回 12回 12回 12回 12回 

 1-1 策定事業所数 
なし 

36社 

（3社） 

36社 

（3社） 

36社 

（3社） 

36社 

（3社） 

36社 

（3社） 

2.事業計画セミナーの開催 2回 2回 3回 3回 4回 4回 

 2-1 セミナー受講者数 16人 

（8人） 

18人 

（9人） 

30人 

（10人） 

30人 

（10人） 

40人 

（10人） 

44人 

（11人） 

2-2 策定支援件数 7人 9人 10人 12人 16人 18人 

3.創業セミナーの開催 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

 3-1 セミナー受講者数 5人 4人 4人 6人 6人 6人 

3-2 策定支援件数 3人 4人 4人 6人 6人 6人 

4.金融相談時における事業

計画策定支援 
20件 24件 24件 24件 27件 27件 

5.経営改善計画策定の支援 2件 3件 3件 4件 4件 5件 

 1-1 の（ ）は１回あたりのペア巡回による訪問事業者数 

2-1 の（ ）は１回あたりの参加事業者数 

 
４・事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

【 現状及び課題 】 

・小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金などの採択後、巡回訪問や窓口でのヒアリングに

よる進捗確認に留まっている。 

・計画策定後の支援が弱いとの認識から、経営指導員各自が専門家を活用した支援を行ってきたが、

成果が上がっているとは言えない。 

 

【 改善及び新たな取り組み 】 

・巡回訪問や各種セミナーで策定した事業計画については、ＰＤＣＡの視点にたった伴走型の支援

へと改善していく。【指針②】（改善） 

・上記の支援をより簡易に管理しやすいように共通の支援ツールを作成し、将来小規模事業者自ら
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ＰＤＣＡサイクルを回せるような支援を行っていく。【指針②】（新規） 

・専門家派遣のみの単発的な支援ではなく、継続した支援を行っていく。【指針②】（改善） 

 

【 事業内容 】 

・事業計画策定等を行った小規模事業者に対して、四半期に１回以上の定期的な巡回訪問を行い、

進捗状況の確認及び成果検証を行う。進捗状況や成果によって、事業計画の見直しその後のフォ

ローアップまで行う、伴走型の指導や支援を行う。 

【指針②】（新規・改善） 

・創業計画策定者については、開業後も不安定な経営が予想される事から、心理的・資金面での不

安軽減の意味でも、創業当初は月２回から３回程度訪問し、手厚くサポートをする（年間平均で

は２か月に１回以上の巡回訪問）。また、創業後は記帳指導、所得税の確定申告指導等の必要な支

援を行い、創業関係セミナー等の更なる充実を図り、新規小規模事業者の育成を積極的に支援す

る。また、必要に応じて各種専門家派遣の活用により、創業者の課題解決に努めていく。 

【指針②】（拡充実施） 

・経営改善計画策定者については、資金繰りの状況や利益率等の改善状況を総合して把握するため、

３ヶ月に１回程度の巡回等により進捗状況を確認し、場合によっては各種専門家を活用し課題解

決を図る。【指針②】（新規） 

・小規模事業者にわかりやすい「チェックシート」を作成し、巡回訪問時に、資金繰り、在庫管理、

など可視化できる状態を作る。経営者が自社の現状を把握しやすくする事で、迅速な相談、分析、

支援方針の決定、支援と繋げていく。【指針②】（新規） 

※チェックシートの内容は以下の通りである。 

①当月の支払う未払金や買掛金、借入金返済の金額と時期 

②当月入金される未収金や売掛金の金額と時期 

③現預金の残高 

④在庫の金額と数量 

⑤デットストックの有無と金額と数量 

・事業計画の見直しや、専門的な分野の支援など商工会では対応が困難な場合、鹿児島県商工会連

合会所属の中小企業診断士や広域指導員に相談し、適切な助言指導を頂き、各種支援団体の支援

の連携依頼も含めた、伴走型の支援を行う。【指針②】（既存） 

・商工会の広報誌に、他の参考となる事例や創業者を掲載し、同様の悩みを持った方や創業・第２

創業の掘り起こしと、支援事業の意欲の増進につなげる。【指針②】（新規） 

 

（ 目 標 ） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1.事業計画策定者フォ

ローアップ件数 
27社 69社 70社 72社 79社 81社 

2.事業計画フォローア

ップ延べ回数 
54回 276 回 280 回 288 回 316 回 324回 

3.創業計画者のフォロ

ーアップ延べ回数 

15回 

（5社） 

24回 

（4社） 

24回 

（4社） 

36回 

（6社） 

36回 

（6社） 

36回 

（6社） 

4.経営改善計画者のフ

ォローアップ延べ回数 

8回 

（2社） 

12回 

（3社） 

12回 

（3社） 

16回 

（4社） 

16回 

（4社） 

20回 

（5社） 

5.広報誌による紹介 
未実施 

9社 

（3社） 

9社 

（3社） 

12社 

（4社） 

12社 

（4社） 

15社 

（5社） 

※1.の件数は、事業計画策定支援に関する「目標」に示している 1-1、2-2、4 の合計である。 

※3.の（ ）は、事業計画策定支援に関する「目標」に示している 3-1セミナー受講者である。 

※4.の（ ）は、年間のフォローアップ事業者数を示している。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【 現状及び課題 】 

・小規模事業者が 需要動向や消費トレンドに対する認識が乏しく、各種仕入れやサービスに反映し

てこなかった。 

・小規模事業者は マーケティングの必要性を認識しておらず、調査を行っていない。 

・公的機関誌、金融機関誌、各種業界誌など様々な情報が商工会に入ってくるが、情報を自ら収集

し支援に活用してこなかった。また、調査情報を提供する事業者が限定的であった。 

・巡回等で知りえた情報や各自で収集した情報を職員間で共有することがなかった。 

 

【 改善及び新たな取り組み 】 

・小規模事業者へ消費者ニーズや市場ニーズに基づいた製品・商品・サービスの提供の重要性を認

識していただく為に、マーケティングの必要性を巡回や窓口相談時に積極的に啓蒙していく。 

                                  【指針③】（拡大） 

・重点支援産業として掲げている観光関連産業（宿泊・飲食・食品製造業）の支援を行うため、利

用者アンケート調査を実施し、ニーズの把握及び分析を行い、事業所にフィードバックを行う。 

                            【指針③】（新規） 

・小規模事業者の提供する製品・商品・サービスの動向について、各種調査及び統計を活用し調査

を行う。【指針③】（新規） 

・消費者の流行、好み、嗜好などを収集するため、各新聞や雑誌、レポート及びマスメディア等を

含めた情報を収集し、小規模事業者への情報提供資料として活用する。 【指針③】（新規） 

 
【 事業内容 】 

・小規模事業者の提供する、製品・商品・サービスの現状評価として「個社に対する利用者のニー

ズを把握する必要がある」との観点から、最も有効と思われる利用者の声を把握するため、アン

ケート調査の実施支援を行う。尚、本計画期間内は、重点支援産業として掲げた対象業種を中心

に実施していく。【指針③】（新規） 

①対象事業者からヒアリングを行った後、毎週水曜日に実施している職員会議にて、場合によっ

てはシンクタンク等のアドバイスを頂きながら調査項目、調査対象者、調査方法を協議し、ア

ンケートを作成する。 

②アンケート内容を対象事業者に説明し、理解のもと利用客に対してアンケート調査を実施して

もらう。 

（実施期間） 最低１ヶ月 

（配布枚数） １社あたり２００枚  

（回 収 率） ３０％を目標 

③アンケート回収後、職員会議においてシンクタンク等のアドバイスを頂きながら調査結果を取

りまとめ、巡回訪問や窓口相談時に利用者ニーズとして支援事業者へ直接フィードバックする。

事業者においては、販路開拓や商品販売戦略等の見直しの参考材料として活用すると共に事業

計画策定の際にも活用してもらう。 

 

[宿泊業]・・・調査場所は町内宿泊施設及び温泉施設（１５社） 

利用者の所在地、年齢、性別、宿泊目的、利用頻度、交通手段、店舗情報収集先、 

満足度（宿泊価格、入浴料金、接客、快適性、清潔度、提供料理 等）  等 

[飲食業]・・・調査場所は町内飲食店（３０社） 

利用者の所在地、年齢、性別、来店人数、来店理由、頻度、交通手段（アクセス）、 

満足度（味、メニュー数、価格、店舗の雰囲気、接客 等）       等 

[食品製造業]・・・調査場所は町内物産館（５社） 

利用者の所在地、年齢、性別、購入目的、頻度、交通手段、予算 試食した食品、 

商品内容（商品情報収集先、価格、パッケージ評価、容量 等）     等 
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※記載の調査項目は想定される項目であり、新たな販路開拓や売れる製品・商品・サービスの

開発仕入に繋がる調査項目を、シンクタンクの意見を交え事業所ごとに決定していく。必要

な際は追加調査も実施する。 

 

・さつま町管内の小規模事業者が普段提供している製品・商品・サービスの動向について、市場情

報評価ナビ［ＭｉｅＮａ］（㈱日本統計センター）、さつま町統計、鹿児島県統計、消費者購買動

向調査（鹿児島県）等を利用し以下の項目を中心に調査し、各種動向を分析する。 

【指針③】（新規） 

①上述で記述した各統計資料データを収集し、シンクタンク等の協力を得ながら、職員会議にて

年１回分析及び取りまとめを行い、「さつま町版商圏調査書」として発行する。 

 [分析を行う項目]・・・商圏内人口、将来人口、所得推計、消費購買力、車両通行量、従業員数、

交通手段、買い物場所、選定理由、情報収集方法、購買流出情報 等 

※記載している項目は想定される項目であり、巡回訪問や窓口相談時に簡易的な情報として提

供する事で、個社支援にも繋がる項目を調査する。項目選定は事業計画時や相談等で知り得

た情報の中から職員会議を通じて選定する。 

 [特に重要視する項目] 

1.年間の対象商品・新商品の商圏の潜在購買力の金額 

2.商圏内の対象商品の販売シェア 

3.特定地域における消費者の潜在的な購買力 

※現在、又は今後アプローチしていく商圏として適しているかを判断できる項目を重要視する。 

②分析結果は、巡回訪問や窓口相談時に商圏情報として対象事業者へフィードバックすると共に

事業所に置いては販路開拓や事業戦略の見直しの参考材料として活用する。 

③特に重点支援産業については、利用者アンケート調査結果提供時に併せて提供することで、管

内の購買力の状況等について把握すると共に、需要開拓の基礎資料として活用する。 

 

・各種統計資料や業界情報誌による業種別・品目別の市場の把握を行う。需要開拓に繋がる有益な

情報源として、以下の国等が提供する各種調査並びに業界団体など民間調査会社が実施する多様

な調査結果を収集する。また、業界紙等から消費構造などのデータ収集と市場ニーズの分析を行

う。【指針③】（新規） 

※経営指導員が業種毎の事業者の要望に則した各統計資料や業界情報誌のデータをシンクタン

ク等の協力を得ながら入手及び取りまとめを行い、職員会議にて情報の共有化を図り、業種

や品目等に関する資料として小規模事業者に提供していく。小規模事業者は業種別や品目別

の動向を知ることで、新商品のアイデア探索や今後の事業戦略を考える参考材料として活用

する。 

 

収集資料 収集項目 

家計調査（総務省統計局） 品目別支出金額、世帯属性別の家計収支 

最近の家計消費の特徴 

消費者意識基本調査（消費者庁） 消費生活における意識や行動 

食生活における意識や取組み 

鹿児島県観光統計（鹿児島県） 延べ宿泊者数、外国人延べ宿泊客数 

宿泊形態、発地別宿泊客数  等 

日経ＭＪ（日本経済新聞） 消費トレンド、企業動向、新商品情報 

繁盛店の状況、買い手の動向  等 

日経トレンディー（日本経済新聞） ヒット商品、予測ランキング 

類似商品の満足度や価格の比較  等 

国際観光旅館営業状況調査 

（国際観光旅館連盟） 

標準宿泊料金、稼働率、原価率 

宿泊者の国籍、集客方法  等 
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外食産業市場動向調査 

（日本フードサービス協会） 

外食需要、売上高、客数、客単価の状況  等 

ＫＥＲ経済調査（㈱九州経済研究所） 業種別・品目別 市場規模及び今後の展望  等 

貸出別審査辞典（㈱きんざい） 業界動向（業況や企業紹介、分析）課題展望  等 

 
「 目 標 」 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1.アンケート実施数（宿泊業） 
未実施 

15社 15社 15社 15社 15社 

 １社あたりの配布枚数 200 枚 200 枚 200 枚 200 枚 200枚 

2.アンケート実施数（飲食業） 
未実施 

30社 30社 30社 30社 30社 

 １社あたりの配布枚数 200 枚 200 枚 200 枚 200 枚 200枚 

3.アンケート実施数（食品製造業） 
未実施 

5社 5社 5社 5社 5社 

 １社あたりの配布枚数 300 枚 300 枚 300 枚 300 枚 300枚 

4.さつま町版商圏調査 
未実施 

1回 1回 1回 1回 1回 

 提供事業者数 50社 50社 50社 50社 50社 

5.業種別、品目別の市場調査 
未実施 

2回 2回 2回 2回 2回 

 提供事業者数 50社 50社 50社 50社 50社 

 ※4.及び 5.の提供事業者数は、重点支援産業のみに提供するものではない。 

 
【 活用方法 】 

・顧客目線の品揃え・サービスに改善する為に、需要動向調査にて導き出された消費者ニーズを、

小規模事業者に提供し活用してもらう。 

・事業計画策定時及び新たな需要開拓時に、事業所に有益な情報として提供する。 

・公開できる情報については、月１回開催される行政との月例会議にて報告し、管内の需要動向と

して提供し、行政側へ具体的な支援施策の基礎資料として活用いただく。 

・本事業にて得られた情報は、職員間の共有を図るためサーバ内の共有フォルダにて管理し、事業

計画策定時及び新たな需要開拓時における情報として活用する。 

 

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】 

【 現状及び課題 】 

・宮之城温泉旅館組合、紫尾温泉組合が平成２７年鹿児島市内及びさつま町内で宮之城・紫尾温泉

の認知度及び利用調査を行った結果、市内では認知度利用頻度共に大変低く、町内でも利用した

事がない方も含め、利用頻度が想像以上に低かった。 

・鹿児島県商工会連合会が運営するアンテナショップ「鹿児島特産品市場かご市」や、鹿児島市内

で開催する「まるごと特産品フェア」の出品を勧めているが、情報を提供する小規模事業者が限

定的な上、出品枠、参加枠も少なく限定的となっている。 

・多くの小規模事業者が、広告など地元消費者に対しての情報発信は行っているが、県内外の消費

者や企業に対しての売込みや情報発信を行っていなかった。また、小規模事業者のみでは、広報

費の制約、ＩＴに関する知識が少ない事から、広報をする力が弱く、効果が上げられていないに

も拘らず商工会の支援が乏しかった。 

 

【 改善及び新たな取り組み 】 

・広報認知度向上支援【指針④】（新規） 

①コンスタントに日帰り温泉客を呼び込むため、鹿児島県内を中心に認知度の向上を目的とし

た施策を企画する。 

②商工会では行わなかったマスメディアを利用した広報を行い、新規事業やユニークな取り組

みを行っている小規模事業者や、意欲はあるが結果が伴っていない小規模事業者等を商工会

がピックアップし、マスメディアに情報を提供する。 
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・各種物産展等の積極的な周知及び出展企業への売上向上支援【指針④】（拡充） 

物産展への参加を、小規模事業者が積極的に参加できるように、各種団体が行っている物産

展や商談会の情報提供を商工会が行う。また、参加店の要望に応じて需要動向調査で得たトレ

ンド情報に基づいた商品のパッケージ改良支援等を、専門家を活用して行う。 

・ＩＴ活用（ＨＰ、ＦＢ等（ＳＮＳ）、ＰＯＰ）等に関するセミナー 

【指針④】（拡充） 

小規模事業者が販路開拓を目的とした情報発信を自ら行えるよう、ＩＴ活用に関するセミナー

を開催する。特に小規模事業者はＨＰを持たない方が多い為、ＨＰ作成から支援を行っていく。 

 
【 事業内容 】 

・需要動向調査にて導き出された利用者ニーズや平成２７年に実施した認知度及び利用調査を分析

し、さつま町、宮之城温泉旅館組合、紫尾温泉組合と連携し、両温泉組合が目指す方向性を明確

にしたうえで、認知度向上に繋がる広報手段等を決定していく。   【指針④】（新規） 

・マスメディアは県内で購読率が非常に高く、さつま町に支社がある「南日本新聞」や、地域情報

誌である「ＴＪかごしま」、県内ラジオ局に記事や番組として取り上げて頂けるように、商工会が

積極的に情報提供を行う。また、小規模事業者が新商品開発や新たな取組みを対外的に告知する

方法として各マスメディア等に自ら積極的にプレスリリースを行えるように、プレスリリース書

類の書き方やアプローチ方法について専門家のアドバイスを頂きながら積極的に支援する。 

【指針④】（新規） 

・事業計画策定を行った小規模事業者を中心に、既存商品や新商品の販路を開拓するため、各種物

産展等の情報を、鹿児島県やさつま町等の行政機関及び、鹿児島県商工会連合会、鹿児島県特産

品協会等より収集し、対象企業に fax、メール、ＨＰ掲載にてリアルタイムに周知する。 

また、販路開拓を希望している事業計画を支援するため、さつま町、さつま町町観光特産品協

会と連携し、小規模事業者に対し出店に関連した支援を行う。具体的には、パッケージデザイン・

材料等、レイアウト・陳列のアドバイスや接客指導等、売上・商品認知度を高めるための支援を

行う。また、出店に向けて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

行うために、専門家等の協力を得て商品の改良等の指導も実施する。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、商品等のブラッシュアップを支援を行いな

がら、商談会等については成約率を高める助言や指導を行い、売上に繋がる支援を行っていく。 

【指針④】（新規） 

 

（想定している各種物産展等） 

物産展・常設施設等 連携先 想定するターゲット 

関西かごしまファンデー 関西鹿児島県人会 関西圏に在住の県出身者 

かごしま特産品市場 鹿児島県商工会連合会 修学旅行生を含む観光客 

鹿児島県民 

商工会まるごと特産品フェア 鹿児島県商工会連合会 ＪＲ九州を利用した観光客及

び通勤客 

かごしまの新特産品コンクール 鹿児島県特産品協会 バイヤー 

各種メディア 

ニッポンセレクト．ｃｏｍ 全国商工会連合会 全国の消費者 

むらからまちから館 全国商工会連合会 東京都内在住者 

関東圏に在住の県出身者 

かごしま遊楽館 鹿児島県 東京都内在住者 

関東圏に在住の県出身者 
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（想定している商談会） 
商談会名 連携先 想定するターゲット 

ニッポン全国物産展 全国商工会連合会 流通バイヤー 

関東圏に在住の県出身者 

九州食の展示商談会 熊本県 流通バイヤー 

大手食品チェーン 

 

・食品製造業等を中心に販路拡大や売上向上に繋がる商品ＰＲや売り込みの為の勉強会や研究会を

年 1 回以上開催し、需要動向調査による消費者ニーズの結果を参考にしながら、鹿児島県特産品

協会や鹿児島県商工会連合会と連携し、新商品開発や既存商品のブラッシュアップによる高付加

価値化の取り組みを支援し売上向上を図る。【指針④】（新規） 

・ＨＰを持っていない小規模事業者が多いことから「shift」を活用し、ＨＰ作成を支援する。また、

ＨＰを持っていても活用されていない事業所が多いため、「活用方法」をテーマにセミナーを開催

し、アクセス状況の解析や戦略に合わせたＨＰづくり等を支援することで、新たな販路開拓や売

上拡大に活かしてもらう。尚、高度な知識を必要とする場合においては、ＩＴに精通した専門家

を招へいし、課題解決を支援する。【指針④】（拡充実施） 

  ※「shift」とは、全国商工会連合会が開発した、簡易的な自主投稿型ＨＰ作成ツールである。 

・その他の支援として、物産展や商談会でも利用が考えられるＰＯＰやレイアウトの作成について

セミナー開催やよろず支援拠点、専門家派遣等を通じて支援を行っていく。【指針④】（既存） 

 

「 目 標 」 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

マスメディアへの情報提供回数 未実施 12回 12回 12回 12回 12回 

プレスリリース支援数 未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

各種物産展等の情報提供回数 随時 12回 12回 12回 12回 12回 

各種物産展出店者数 8社 10社 12社 14社 16社 18社 

 1社あたりの売上額（1日） 3万円 4万円 4万円 5万円 5万円 6万円 

各種商談会出店者数 0社 2社 2社 3社 4社 5社 

 1社あたりの商談件数 0件 12件 12件 12件 16件 20件 

1社あたりの成約件数 0件 4件 4件 6件 8件 10件 

商品ＰＲや売り込みの為の勉強

会や研究会 未実施 
1回 1回 1回 1回 1回 

 参加事業所数 10社 10社 10社 10社 10社 

ＩＴ活用に関する講習会 1回 2回 2回 2回 2回 2回 

 参加事業者数 5社 10社 12社 14社 14社 16社 

ｓｈｉｆｔ活用によるＨＰ作成

支援数 
随時 6社 6社 6社 6社 6社 

各種専門家派遣数 随時 4社 4社 4社 4社 4社 

 

【 期待できる効果 】 

・宮之城温泉旅館組合、紫尾温泉組合のみでは限界があった活動を、商工会や行政、他団体が連携

し支援する事で、効果的な需要の開拓が期待できる。 

・ＨＰやＦＢでの立ち上げや活用方法を支援する事で、小規模事業者が自主的に情報発信を行う事

ができ、待ちの営業から提案の営業を行う事が期待できる。 

・積極的な物産展等の情報提供により、小規模事業者の意識改革に繋がることで、参加事業者の新

商品開発における意欲や既存商品のブラッシュアップに繋がる。 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 

・さつま町の観光・商工・農林水産等の関係機関と連携協力を目的とした「さつま町地域活性化協

議会（仮称）」を新たに立ち上げ、地域の経済活性化に向けた連携を図る。 

・現在実施している「さつまのささ福かざり」や「さつま百縁祭」を事業者の販売促進や販路拡大

にチャレンジする場として、積極的な参加を呼びかけ、両イベントの知名度向上を目指し、地域

活性化を踏まえた流動人口の増加を図る。 

 

【 事業内容 】 

・「さつま町地域活性化協議会（仮称）」の構成団体として、さつま町商工観光課、さつま町観光特

産品協会、宮之城温泉旅館組合、紫尾温泉組合、ＪＡ北さつま農協、さつま町茶生産協会、薩摩

西郷梅生産組合に参加の要請を行い、地域経済の状況共有及び観光・地域資源の活用のあり方や

活性化を踏まえた方向性等を検討する。商工会、行政、各支援機関、重点支援産業事業者等との

連携により、県内主要都市や東京都や福岡県等の都市部に向け、特産品や観光等の情報発信を行

い、地域イメージアップに繋がるキャンペーン等を企画するなど、認知度向上や地域住民との交

流により管内の交流人口を増加させ、地域ブランド化や地域の賑わいの創出を図っていく。併せ

て地域イベントにおける商工会の役割を、地域内商工業者の販路開拓支援へと明確化させていく。 

・「さつまのささ福かざり」や「さつま百縁祭」開催にあたり、商店街事業者以外の参加を募る事を

目的とした、「チャレンジブース」を設け、既存事業者が試食販売などを行うなど、ハンドメイド

マーケット等に参加されている小物雑貨等の創業予備軍と考えられる方々に対して、テストマー

ケティングの機会を提供する。また、ＰＤＣＡサイクルによる、「イベントの魅力向上と積極的な

情報発信」を行う事により、出店者の増加と来場者の増加による流入資金の循環を目指す。 

 

「 目 標 」 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

協議会開催数 未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

イベント開催回数 5回 5回 5回 5回 5回 5回 

 出店者数（平均） 45社 47社 47社 47社 47社 48社 

来場者数（平均） 800人 850 人 900 人 950 人 1,000 人 1,050 人 

 

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 

【 現状及び課題 】 

・他の支援機関と連携をする機会がほぼなく、専門家派遣や各種補助金申請の際など、かなり限定

的な機会であった為、各支援機関のノウハウを活用する事がなく、小規模事業者の支援が限定的

になっていた。 

・鹿児島県商工会連合会が運営するアンテナショップ「特産品市場かご市」に出品を勧めているが、

アンテナショップ側と連携した情報共有をしていなかった為、消費者ニーズの把握の機会を失っ

ていた。 

・広域経営指導員との連携による小規模事業者の支援を行ってきたが、難易度が高い支援になるほ

ど他の支援機関と連携した支援が有効であったにも関わらず連携できなかった事で、支援までの

時間がかかるなど、反省すべき点もあった。 

 

【改善及び新たな取り組み】 

・各支援機関と情報交換を図り、支援のノウハウを蓄積又は更新していく。 

・各支援機関が保有する支援策を学び、支援依頼があった際に手際よく支援実行まで繋げていく。 
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【 事業内容 】 

・北薩地区商工会（４商工会）で実施している、「北薩地域広域指導協議会」の中で、各地域景況等

の情報交換に加え、最新の相談事例と相談に対する支援について、具体的（業種・相談内容・対

応方法・支援期間・結果等）な情報交換を行う。 

・㈱日本政策金融公庫川内支店と情報交換を行い、北薩地域・鹿児島県の金融情勢や国の動向につ

いて年１回情報交換を行う。 

・（公財）かごしま産業支援センター、（独）中小企業基盤整備機構、地元金融機関と情報交換を行

い、支援ノウハウの習得（業種ごと）や、最新の支援事例（課題発見から解決まで）の情報を蓄

積又は更新していく。 

・鹿児島県商工会連合会が運営するアンテナショップ「特産品市場かご市」は、消費者から様々な

情報がはいる。特にアンテナショップで販売している売れ筋商品などは、お土産品など本町に必

要な情報であり、情報交換更新を年４回行う。 

 

【 期待できる効果 】 

・業種ごとの支援方法の情報を得る事で、様々な支援方法で小規模事業者の支援を行う事が期待で

きる。また、解決困難な課題に直面した場合、迅速に必要な連携を図れる事も可能となり、迅速

かつ効果的な支援が見込める。 

・支援ノウハウの蓄積や更新をしていく事で、職員の経営支援スキルの向上も期待できる。 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

・自主的な向上のみに頼るのではなく、組織的向上に取組む 

①経営指導員のみではなく、経営支援員も含めた支援できる体制を構築し、ペア巡回の質を高め、

経営支援員のスキルアップに繋げる。 

②実務で知識、経験が必要な場面が多く、今後も予想されるため、ベテラン経営指導員と若手経

営指導員との連携を行い、小規模事業者の支援に従事しながら、OJTにより現場での指導、助言、

情報収集等の方法を習得させ、伴走型支援ができる能力を高める。 

③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参加し、小規模事業の支援

に関する最新情報や、売上・販路拡大、経営強化等の支援ノウハウ等を習得する。 

④エキスパートバンク事業等、小規模事業者に専門家派遣を行う際に随行し、専門講師のノウハ

ウや情報収集方法を習得させ、伴走型支援ができる能力を高める。 

 

・支援方法や研修等で習得した支援方法の共有化に取組む 

①経営支援に携わる職員にて「職員会議」を毎週水曜日に開催し、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、多方面での個社支援に繋げる体制を整える。 

②ＩＴ活用を積極的に進めるため、鹿児島県商工会連合会に導入済みの「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し、事例の共有化を図ります。 

③毎年度の経営指導員の指導実績について相互に評価、反省を踏まえ、次年度の小規模事業者に

寄与する取組みについて、具体的な数値目標を設定し、支援力強化に繋げる。 

④不足する知識については、各支援団体が募集するセミナーや講習会に出席し、知識を補ってい

く。具体的には、支援を強化する情報発信に関するＩＴセミナー（ＳＮＳ含む）や個社支援に

必要な経営分析（ＳＷＯＴ分析等）を考えている。 

⑤温泉ソムリエの資格を全職員が取得し、温泉の知識を習得する 
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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 

【 現状及び課題 】 

・商工会が実施する事業すべてを検証し見直す事は出来ていなかった。 

・事業のチェックを誰がするのか、どのように評価し、その評価に対してどういった見直しや改善

をするのか役割が明確でなかった。 

 

【 改善及び新たな取り組み 】 

・事業終了後、期限を設けて担当者が事業を評価する仕組み作りに取り組んでいく。 

・外部有識者に再評価してもらう仕組み作りに取り組んでいく。 

 

【 事業内容 】 

・事業終了後２カ月以内に「事業評価報告書」としてまとめる。内容は、「目標の達成度」、「具体的

な成果」、「成果の要因」、「具体的な要因の改善策」をまとめる。 

・「事業評価報告書」を外部有識者（さつま町議員・中小企業診断士を検討）に説明し、計画の見直

しや改善策の修正等意見を聴取する。 

※さつま町職員は各種事業において日頃より協力や意見を頂いており、評価者には職員よりさ

つま町議員が適正ではないか。また、鹿児島県商工会連合会のエキスパートとして在籍する、

中小企業診断士が、支援に対して適切な意見を頂けるのではないかと考えている。 

・聴取した意見について、事務局会議にて共有し検証する。「事業評価報告書」に聴取した意見を反

映させた「最終事業評価報告書」を作成する。 

・「最終事業評価報告書」を理事会に報告、「事業の見直しが必要」と評価された事業については、

理事会で改善案を検証し承認を受ける。 

・理事会で承認された「最終事業評価報告書」は商工会ＨＰまたは広報誌にて公表し、商工業者が

閲覧できるように書面においても商工会本所にて保管する。 

・事業の評価・見直しを年１回以上実施する。 

 

【 期待できる効果 】 

・支援に関する事業を職員自らが検証し改善に取り組む事で、各種事業でＰＤＣＡサイクルを定着

させる事ができる。 

・外部有識者の意見を聴取し事業に反映させる事で、「都合の良い評価」にならず、適切な事業の見

直しが可能となる。 
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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２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

職員総数９名（事務局長１名 経営指導員３名 経営支援員４名 一般職員１名） 

 

 実施体制イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業評価者 
さつま町議会議員 
中小企業診断士 
（上記は検討中である） 

連携・協力する組織 
鹿児島県商工会連合会 
北薩地域広域指導センター 
（公財）かごしま産業支援センタ

ー（よろず支援拠点）他 

最 終 事 業 

評価報告書 

事 業 へ の

意見・助言 

支 援 に 関

する相談 

支援補助 
専門派派遣 

宮之城本所 
事務局長 １名 
経営指導員３名 
経営支援員２名 
一般職員 １名 

商工業者  １，１３２社 
小規模事業者１，０３９社 
創業希望者他 

各種相談 
創業相談 

巡回訪問 
伴走型支援 

さつま町商工会 

薩摩支所 
経営支援員１名 

鶴田支所 
経営支援員１名 
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（２）連絡先 

 さつま町商工会宮之城本所 

〒895-1803 

 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地１５３１番地 

 電話 ０９９６－５３－１１４１ 

 ＨＰ  http://satsuma.kashoren.or.jp/ 
 

 さつま町商工会鶴田支所 

〒895-2102 

 鹿児島県薩摩郡さつま町神子７２０番地１号 

 電話０９９６－５９－２１１３ 

 

さつま町商工会薩摩支所 

〒895-2201 

 鹿児島県薩摩郡さつま町１２７５３番地１号 

 電話０９９６－５７－１５２１ 
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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） 

 30年度 

（30年 4

月以降） 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

 

地域経済動向調査事業費 

 

経営分析事業費 

 

事業計画策定支援事業費 

 

需要動向調査事業費 

 

新たな需要開拓事業費 

 

地域経済活性化事業費 

 

経営指導員等資質向上事業費 

 

 

200 

 

300 

 

700 

 

200 

 

200 

 

300 

 

100 

 

 

200 

 

300 

 

700 

 

200 

 

200 

 

300 

 

100 

 

 

200 

 

300 

 

700 

 

200 

 

200 

 

300 

 

100 

 

 

200 

 

300 

 

700 

 

200 

 

200 

 

300 

 

100 

 

 

200 

 

300 

 

700 

 

200 

 

200 

 

300 

 

100 

 

（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 

 

国補助金、県補助金、町補助金、商工会費 

 

（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 

地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

１、さつま町役場との月１回実施している情報交換 

２、㈱日本政策金融公庫川内支店が把握している地域経済に関する情報交換 

３、地元４金融機関が把握している地域経済に関する情報交換 

 

経営状況の分析に関すること【指針①】 

１、㈱日本政策金融公庫川内支店が行っている金融機関視点での分析結果の提供 

２、鹿児島県商工会連合会、北薩地域広域指導センターによる分析支援 

３、鹿児島県商工会連合会エキスパートバンク登録専門家、ミラサポ登録専門家による経

営分析による詳細な実態把握 

 

事業計画策定支援【指針②】 

１、さつま町役場と産業競争力強化法に基づく「創業支援」の協力 

２、（財）中小基盤整備機構が保有する事業計画サポートツールによる連携 

３、エキスパートバンク事業登録専門家、ミラサポ、（独）中小企業基盤整備機構等におけ 

る専門家を活用した連携 

４、㈱日本政策金融公庫、地元金融機関、鹿児島県信用保証協会との金融支援の連携 

 

事業計画策定後の実施支援【指針②】 

１、㈱日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善貸付等を活用した金融支援の連携 

２、鹿児島県商工会連合会、北薩地域広域指導センターによる事業計画策定後に実施に関

する各種事業支援を活用した連携 

３、（公財）かごしま産業支援センター、よろず支援拠点、（独）中小企業基盤整備機構が

実施する、各種支援事業を活用した連携 

４、中小企業診断士、エキスパートバンク登録専門家、ミラサポによる連携支援 

 

需要動向調査【指針③】 

１、㈱日本政策金融公庫、地元金融機関が保有している、業種・業界の需要に関する情報

交換 

２、鹿児島県商工会連合会、北薩地域広域指導センター、（独）中小企業基盤整備機構と需

要に関する情報交換及び調査方法に関する連携 

 

新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 

１、鹿児島県商工会連合会、全国商工会連合会、鹿児島県特産品協会等が開催・運営する 

各種物産展参加による連携 

２、エキスパートバンク登録専門家、ミラサポ等によるパッケージ改良やＩＴ活用による

情報発信に関する支援等の連携 

３、鹿児島県特産品協会や鹿児島県商工会連合会と新商品開発や既存商品のブラッシュア

ップなどの連携 
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地域経済の活性化 

１、さつま町役場、さつま町観光特産品協会、宮之城温泉旅館組合、紫尾温泉組合、ＪＡ 

北さつま農協、さつま町茶生産協会、薩摩西郷梅生産組合と連携した地域資源の活用 

検証、情報発信の連携 
 

支援ノウハウ等の情報交換 

１、㈱日本政策金融公庫川内支店、地元金融機関、かごしま産業支援センター、よろず支

援拠点、中小企業基盤整備機構との支援ノウハウや最新支援事例の情報交換 

２、鹿児島県商工会連合会が運営する「かご市」が保有する情報交換 

３、中小企業診断士、鹿児島県商工会連合会エキスパートバンク登録専門家、ミラサポ登

録専門家による専門的な支援事例や支援ノウハウに関する情報交換 

 

経営指導員等の資質向上 

１、鹿児島県商工会連合会、北薩地域広域指導センター、（独）中小企業基盤整備機構が実

施する資質向上に繋がるセミナー参加を通じた連携 

 

事業の評価・見直し 

１、中小企業診断士による事業評価及び見直しに関する助言 

 

連携者及びその役割 

 

① さつま町役場 町長 日髙 政勝 

  鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地 1565-2  電話 0996-53-1111 

役割：経済動向調査、事業計画策定支援（創業支援）、地域経済の活性化 

※町独自の助成金や販路開拓（フェア等）の情報交換を含め連携していく。 

 

② 株式会社日本政策金融公庫川内支店 支店長 淵上 眞吾 

  鹿児島県薩摩川内市西向田町 5-29  電話 0996-20-2191 

役割：経済動向調査、経営状況分析、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、 

需要動向調査、ノウハウ等の情報交換 

 ※金融支援のみならず、金融情勢や国勢動向の情報交換を含めた連携をしていく。 

 

③ 株式会社鹿児島銀行宮之城支店 支店長 小山田 吉宏 

  鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地 1042  電話 0996-53-0621 

役割：経済動向調査、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査、 

ノウハウ等の情報交換 

 ※金融支援のみならず、支援ノウハウの情報交換を含めた連携をしていく。 

 

④ 株式会社南日本銀行宮之城支店 支店長 﨑山 政征 

  鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地 1569  電話 0996-53-0830 

役割：経済動向調査、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査、 

ノウハウ等の情報交換 

 ※金融支援のみならず、支援ノウハウの情報交換を含めた連携をしていく。 
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⑤ 鹿児島信用金庫宮之城支店 支店長 緒方 太一 

  鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地 1531-4  電話 0996-53-0111 

役割：経済動向調査、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査、 

ノウハウ等の情報交換 

 ※金融支援のみならず、支援ノウハウの情報交換を含めた連携をしていく。 

 

⑥ 鹿児島興業信用組合宮之城支店 支店長 米倉 英行 

  鹿児島県薩摩郡さつま町虎居町 13-7  電話 0996-53-0417 

役割：経済動向調査、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査、 

ノウハウ等の情報交換 

 ※金融支援のみならず、支援ノウハウの情報交換を含めた連携をしていく。 

 

⑦ 鹿児島県商工会連合会 会長 森 義久 

  鹿児島県鹿児島市名山町 9-1-6Ｆ  電話 099-226-3773 

役割：経営状況分析、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査、 

新たな需要の開拓、ノウハウ等の情報交換、資質向上、事業評価の見直し 

 ※通常の支援だけではなく、支援方法や支援の質向上を含めた連携をしていく。 

 

⑧ 北薩地域広域指導センター センター長 陣之内 靖 

  鹿児島県出水市野田町下名 146-2  電話 0996-84-2062 

役割：経営状況分析、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査、 

新たな需要の開拓、資質向上、事業評価の見直し 

 ※身近な連携先として、支援の方法や質や時間の向上を含めた連携をしていく。 

 

⑨ 公益財団法人かごしま産業支援センター 理事長 六反 省一 

  鹿児島県鹿児島市名山町 9-1-2Ｆ  電話 099-219-1270 

 役割：事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査 

    ノウハウ等の情報交換 

 ※高度で専門的な相談に対する支援や支援方法の情報交換などで連携をしていく。 

 

⑩ 鹿児島県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 加藤 剛 

鹿児島県鹿児島市名山町 9-1-2Ｆ  電話 099-219-3740 

役割：事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査 

    ノウハウ等の情報交換 

 ※高度で専門的な相談に対する支援や支援方法の情報交換などで連携をしていく。 

 

⑪ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部長 山地 禎比古 

福岡県福岡市博多区祇園町 4-2サムテイ博多祇園ビル 電話 092-263-1500 

役割：事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査 

    ノウハウ等の情報交換、資質向上 

 ※高度で専門的な相談に対する支援や人材育成などで連携をしていく。 

 

⑫ シオン経営コンサルティング 中小企業診断士 新屋敷 辰美 

鹿児島県日置市伊集院町下谷口 1919  電話 090-5735-5238 
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役割：経営状況分析、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、 

需要動向調査、ノウハウ等の情報交換、事業の評価及び見直し 

※高度で専門的な相談に対する支援や支援方法の情報交換などで連携をしていく。 

 事業評価者として、商工会の支援方法についての改善や強化で連携する。 

 

⑬ 合同会社グローカルサポート 代表社員 川野 義美 

鹿児島市上荒田町 22-14-73  電話 099-258-6826 

役割：資質向上 

※商工会のＯＢで長年蓄積されたノウハウを学び、支援能力向上で連携していく。 

 

⑭ 宮之城温泉旅館組合（有限会社旅館玉之湯内） 

鹿児島県薩摩郡さつま町湯田 2168  電話 0996-55-9111 

役割：新たな需要開拓、地域経済活性化 

※日帰り観光客を増やしていく共通目標の為に情報交換を含め緊密に連携していく。 

 

⑮ 紫尾温泉組合（旅籠しび荘内） 

  鹿児島県薩摩郡さつま町紫尾 2168  電話 0996-59-8001 

役割：新たな需要開拓、地域経済活性化 

※日帰り観光客を増やしていく共通目標の為に情報交換を含め緊密に連携していく。 

 

⑯ さつま町観光特産品協会 会長 山本 求道 

  鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地 2036-4  電話 0996-53-0525 

 役割：地域経済活性化 

※観光分野の中心として活動されており、情報発信の協力等で緊密に連携していく。 

 

⑰ ＪＡ北さつま農業協同組合 代表理事組合長 永福 喜作 

  鹿児島県薩摩郡さつま町虎居 745  電話 0996-53-1121 

 役割：地域経済活性化 

※農業分野の中心として活動されており、情報発信の協力等で連携していく。 

 

⑱ さつま町茶生産協会 会長 領家 昭一 

  鹿児島県薩摩郡さつま町船木 3596  電話 0996-53-3442 

 役割：地域経済活性化 

※茶生産農家を束ね販路拡大に努めており、活用に関する情報交換等で連携していく。 

 

⑲ 薩摩西郷梅生産組合 代表理事 竹之内 孝二 

  鹿児島県薩摩郡さつま町中津川 7621  電話 0996-57-1652 

役割：地域経済活性化 

※独自の販路拡大活動をされており、活用に関する情報交換等で連携していく。 

 

⑳ 鹿児島県商工会連合会エキスパートバンク登録専門家、ミラサポ登録専門家 

役割：経営状況分析、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、 

需要動向調査、ノウハウ等の情報交換 

※高度で専門的な相談に対する支援や支援方法の情報交換などで連携をしていく。 
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連携体制図等 

（連携に対する理念） 

○小規模事業者自らＰＤＣＡサイクルを回せるような支援の連携を図る。 

○商工会自らが見本となる様に、商工会の支援方法についても自らＰＤＣＡサイクルを回

しながら、時代の変化に即応できる伴走型支援を、他の支援団体と連携して行う。 

（連携図） 
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・㈱鹿児島銀行 
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