
経営発達支援計画の概要 

実施者名 鹿屋商工会議所（法人番号 1340005006627） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目  標 

鹿屋商工会議所では、これまでの取り組みに加え、本事業による小規模事業者

を取り巻く経営環境を捉え、行政や金融機関等と連携し、小規模事業者に寄り添

いながら、小規模事業者が抱える経営課題を解決するため伴走型支援を通じて持

続的発展を図る。このための目標として、「小規模事業者の連携力強化」「創業・

第二創業・後継者育成支援の強化」「商店街振興と観光振興による地域経済活性化」

「関係機関との連携強化」を設定し本事業を実施する。 

それによる効果として、小規模事業者の売上増、利益増加を図り、中長期的には

鹿屋市全体の経済が活性化することを目指す。 

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】 

国、鹿児島県、鹿屋市が公表するデータの調査及び当所が独自に地域経済に

関する動向を調査、分析、提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

当所が作成する経営相談ヒアリング分析シートにより、小規模事業者の実態

に合わせ、可能な分析から実施し経営状況を提供する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者をヒアリングし、事業計画、創業・第二創業計画、経営革新計

画の策定支援を行う。更に、セミナーや個別相談会の開催により、事業計画

策定に向けた経営分析や計画立案の手法などに係るスキルアップを目指し伴

走型支援に継続して取り組む。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定した事業計画、創業・第二創業計画、経営革新計画をＰＤＣＡにより管理

し、四半期毎に進捗状況の確認、フォローアップ、フィードバック、計画の

見直し及び修正まで一貫して支援する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

当所による独自調査や各団体が公表する各種統計調査等の情報交換を通じ

て、小規模事業者の需要開拓を図るための必要な情報を調査、分析、提供す

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】 

当所や関係機関が開催する物産展・商談会等を周知、専任職員による商品開

発、販路開拓など地域資源が連携した総合パッケージ支援を行い、地域ブラ

ンド化の創出を実現する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．中心市街地活性化及び商店街活性化事業によるまちづくりの推進 

２．地域資源を活かした観光振興と特産品開発 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

連 絡 先 

鹿屋商工会議所 中小企業振興部 振興課 郷原和徳 

住  所：〒893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町 600 番地 

電話番号： 0994-42-3135 

FAX 番号 ：0994-40-3015 

ホームページ： http://kanoya-cci.omega.ne.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 

 

■ 地域の現状と課題 

 

１．管内の地域特性 

① 本市の基幹産業は第一次産業であり、肉用牛、豚、乳用牛の飼養頭数、産出額とも

に全国トップクラスを誇る畜産をはじめ、温暖な気候と豊かな自然を生かしたさつま

芋、茶、水稲などの栽培が盛んで、国内でも有数の食料供給基地として重要な役割を

担っている。農業産出額は約 450 億円（平成 18 年）で、県内同産出額の 10%を超え

ている。 

② 錦江湾で行われているカンパチなどの海面養殖や漁船漁業のほか、全国有数の生産

地となっているウナギの養殖など多様な水産業も営まれている。しかし乍ら、従事者

の高齢化や後継者不足による担い手の減少など、第一次産業を取り巻く環境は厳し

く、収益増のための 6次産業化の推進や、全国に誇る農畜水産物を活用したブランド

の確立、地域内外への販路開拓などが課題と言える。 

③ モータリゼーションの進展によるロードサイド型商業施設の郊外出店に伴い、中心

市街地の空洞化、各商店街の機能減退等が顕著となっている。この様な中、中心市街

地の活性化を図るため、平成 19 年に新たな拠点施設として「リナシティかのや（再

開発ビル）」が開業し年間延べ 130 万人を超える施設利用者があるものの、周辺商店

街の活性化に繋がっているとは言えず、まちの賑わいを再生するためには、回遊性の

向上や周辺商店街等との連携･協同による誘客促進を図ること必要と考えられる。 

④ 卸･小売業の事業所数をみると、1,326 社（平成 24 年経済センサス－活動調査）と

なっており、平成 13 年の 2,482 社（事業所･企業統計調査）から大凡半減し、深刻な

状況にある。事業所数の減少は、ロードサイド型商業施設の出店やインターネット等

による無店舗販売の影響のほか、事業主の高齢化や後継者不足等が考えられ、事業承

鹿屋市は、人口 10 万人を擁する大隅

半島の行政、経済、産業の中核的な都

市として発展している。平成の合併に

より、周辺の串良町、吾平町、輝北町

が鹿屋市となり鹿児島県内では鹿児島

市、霧島市に次いで三番目の都市とな

った。立地的には、大隅半島の中心部

に位置し交通の結節点として発展して

いる。また、4,000 種 5 万株のバラが栽

培されている日本最大級の面積を誇る

「かのやばら園」、国立大学の｢鹿屋体

育大学｣や｢海上自衛隊鹿屋航空基地｣

があることで全国的にその名が知られ

ている。 

鹿児島県 

鹿屋市 
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継に係る支援が喫緊の課題とも言える。 
 

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、当商工会議所の独自調査で平成 22 年度と平成 27 年度にお

いて比較すると、事業所数では卸売・小売業が最も多く 847 企業となっている。次いで、

宿泊・飲食サービス業、建設業、生活関連サービス業となっている。また、業種別で比

較すると、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業、運輸業・郵便業、サービス業が減少

している。卸売・小売業については、大型店や市外資本の域外企業のバイパス通りへの

進出、コンビニエンスストア等の増加、高齢化による客数減により減少傾向が続いてい

る。今後も、この減少傾向は続くものと予想される。増加している業種では、生活関連

サービス業、建設業が増加している。 

全体的に見ると、小規模事業者数で 10 事業者、減少率で 0.9%とほぼ横ばいの状況に

ある。特に、建設業については 41 事業所、増加率 111.7%となっている。生活関連サー

ビス業については 23 事業所、増加率 106.9%となっている。 

また、減少幅の多いものとして、電気・ガス・水道業の小規模事業者1事業所、8.3%、

卸売・小売業の事業者44事業所、95.0%と運輸・郵便業23事業者、54,9%、宿泊業、飲食

サービス業の14事業者、97.6%となっており、コンビニエンスストアやバイパス沿いの

外食産業の進出による影響があるものと思われる。 
 

【業種別事業者数】 

業種項目 
平成22年12月31日現在 平成27年12月31日現在 

小規模事業者数 商工業者数 小規模事業者数 商工業者数 

1.農林漁業 38 44 58  83 

2.鉱業・採石業 11 11 9  11 

3.建設業 350 385 391  416 

4.製造業 170 197 162  191 

5.電気・ガス・水道 12 20 1  7 

6.情報通信業 12 17 10  24 

7.運輸業・郵便業 51 65 28  44 

8.卸売・小売業 891 1,261 847  1,090 

9.金融業・保険業 36 58 42  65 

10.不動産・物品賃貸業 109 113 108  126 

11.研究･専門ｻｰﾋﾞｽ業学術 119 137 122  141 

12.宿泊･飲食ｻｰﾋﾞｽ業 596 697 582  625 

13.生活関連サービス業 332 394 365  379 

14.教育・学習支援業 56 62 53  62 

15.医療・福祉 79 94 94  95 

16.複合サービス業 20 22 22  23 

17.サービス業 159 188 147  179 

合  計 3,041 3,765 3,031  3,561 
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３．今後予想される経済環境の外部要因 

（１）東九州自動車道の開通 

平成 26 年 12 月に東九州自動車道〔鹿屋串良ＪＣＴ～曽於弥五郎ＩＣ、大隅縦

貫道（串良鹿屋道）〕が開通した事により、鹿児島市から鹿屋市までが高速道路

で繋がったことで、農畜産業への効果として輸送における定時性の確保及び走行

性が向上することから、農畜産業の更なる振興が期待される。 

また、鹿児島県の大隅将来ビジョンにおいて、観光地“大隅”への交通アクセ

スが向上したため鹿屋市を中心に観光客の増加が期待されている。 
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鹿屋航空基地史料館           かのやばら園 

 

（２）大隅加工技術センターの開設 

鹿児島県は、鹿屋市串良町山田に地域の一次加工などによる高付加価値型農

業の展開を図るため、新たな加工・流通技術の研究・開発、及び加工事業者

などが行う加工品の試作・研究・開発や販路拡大等を支援する施設を設置し

た。全国有数の農畜産物の生産加工拠点として畜産加工品、農産物加工品関

連事業者の販路拡大が期待できる。公的機関としては珍しく、加工製造施設を
使って製造した試作品を販売することが可能な施設であり、専門のアドバイザーが

常駐し、一次産品の市場性向上や商品力向上のための技術的指導も行っている。 

 

 （事業内容） 

１ 農産物の加工及び流通技術の研究開発に関すること。  
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２ 農産物及び加工食品の品質向上に係る研究開発に関すること。  

３ 食品加工事業者等への技術指導に関すること。  

４ 食品加工事業者等の育成に関すること。  

５ 加工食品に関する情報の収集及び提供に関すること。  

６ 食品加工事業者等への販路の拡大等に係る支援に関 

すること。  

７ 加工機器及び分析機器の開放に関すること。  

 

 
 

４． 当商工会議所におけるこれまでの取り組み内容 

当所では、地域の特徴を踏まえこれまで以下の取り組みを実施した。 

① 創業・第二創業について商業コンサル、中小企業診断士によるセミナー開催。 

② 円滑な事業承継を目指した税理士、弁護士による事業承継セミナーの開催。 

③ 経営革新計画及び各種補助事業の申請支援。 

④ 鹿屋市の地場産業、特産品開発商品のＰＲと販路開拓のため、日本政策金融公庫

主催の「アグリフード EXPO 東京」への参加支援。 

⑤ 特産品開発や販路開拓等を強化するため専従の推進員を配置し販路開拓支援に取

り組んでいる。 

 

しかし乍ら、管内においては、全国有数の農畜産業の生産額を誇る一次産業がある

ものの、素材出荷型のため付加価値が生み出せない現実が存在し、地域経済への波及

効果が低いこと、更にロードサイド型店舗の出店による中心市街地商店街の衰退が見

られ売上減少、後継者不足問題など、今後とも厳しい経営状況が続くものと考えられ

るが、これまでの取り組みに加え、新たに本事業により小規模事業者への伴走型支援

を実施することで、事業者の売上拡大、収益改善、所得増加等に繋げていく。この為、

目標を達成するために問題点を明確にし、重点的に取組む内容を設定する。 

 

５．課題と問題点 

前述の現状から、地域小規模事業者が抱える問題点として、以下のことが考えられる。

① 小規模事業者は、経営環境の変化による経営状況の悪化、事業承継など様々な経

営上の課題を抱えているものの、充分な対応ができていない。 

② 全国有数の農畜産業の生産額を誇る一次産業があるものの、素材出荷型のため付

加価値が生み出せない現実が存在する。 
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③ 新幹線全線開業（博多～鹿児島中央）、高速道路の開通など交通アクセスの利便性

が向上しているものの、鹿屋市及び大隅半島への観光客などの交流人口の増加に結

び付いていない状況にある。 

④ 鹿屋市における各機関、団体、中小事業者が様々な事業を実施しているが、単独

実施により効果が限定されている。 
 

６． 中長期的な振興のあり方（中長期的な目標） 

以上のような状況を踏まえ、当所は鹿児島県、鹿屋市、地域金融機関やその他支援

機関と連携して小規模事業者に寄り添いながら、その経営資源を有効に活用し、円滑

な事業運営の実現に向け、伴走型支援を通じ地域経済の活性化を図るため、以下の中

長期的目標（向こう 10 年程度）を設定する。 

 

先ず、小規模事業者への支援においては、小規模事業者への継続的な経営支援数を

増やし、経営基盤の強化、経営力向上を図り競争力を高める。また、当所が地域にお

ける経営支援機関として信頼される存在を目指す。 

次に、創業者支援においては、創業支援から事業承継まで継続的な寄り添った伴走

型支援を行い経営基盤の強化、経営力向上を高める。 

商店街及び観光振興においては、鹿屋市の地域観光イベントと連携した商店街の賑

わい創出を実現するため、大隅半島の中核商店街として独自の活性化プランを商店街

関係者及び個店、行政と連携して作成し、地域経済の活性化支援に努める。 

関係機関との連携においては、地域経済の活性化に向けて、創業支援や魅力溢れる

まちづくり、観光振興策に取り組み、「行動し信頼される商工会議所」を目指す。 

 

７． 経営発達計画の目標 

当商工会議所は、全国でも有数規模の農畜産物の生産基地と言う特色を活かし、地域

の一次産業を基軸に、地域資源と交通アクセスの利便性向上を活かした観光関連産業の

振興と、大隅半島の拠点都市として商業機能の強化を図り、大隅半島の中心都市として

新たな需要創出と地域経済の規模拡大を図る事が重要である。 

更に、小規模事業者の創業、第二創業、経営革新、事業承継に取り組み、小規模事業

者の持続的な経営を支援する。 

その為、以下の４項目を基軸に、小規模事業者の支援を行ってゆく。 

 

（１）小規模事業者の経営力強化 

本計画の目標として、小規模事業者への巡回、窓口相

談において、地域需要動向、経営課題などニーズの収集

に努め、伴走型の経営支援に活かしつつ、小規模事業者

の売上増加、利益増加に直接寄与する支援を実施する。 

更には、販路開拓に結び付く観光ＰＲや物産展及び商

談会の開催を検討し参加者数を増加させ、販路拡大の機

会を創出する。 

その取り組み方針としては、会員・非会員を問わず小規模事業者への巡回指導を行

い、小規模事業者の実態把握に努めるとともに、売上・利益増加に繋がる支援策（情

報提供・専門家指導・販路支援等）を講じ、小規模事業者の経営基盤の強化を図る。
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（２）創業・第二創業・後継者育成支援の強化 

本計画の目標として、創業塾・窓口相談を通じ

て創業計画策定支援を行い、創業者の増加、創業

後の伴走支援を実施する。また、第二創業にも取

り組み、後継者育成を図りスムーズな事業承継に

繋げる。 

その取り組み方針としては、現在実施している

創業スクール（中小企業庁が支援）を日本政策金

融公庫や鹿児島県信用保証協会、地元専門家等と協調で継続実施するほか、鹿屋市創

業応援ネットワーク会議（鹿屋市・日本政策金融公庫・かのや市商工会・当所で構成）

での情報共有等にて、国が目指す二桁開業率の目標に寄与するとともに、開業後も経

営指導員・支援員にて事業計画遂行等のフォローアップに努め、個社の経営力・財政

力を高める。 

 

（３）商店街振興と観光産業振興による地域活性化 

本計画の目標として、厳しい経営環境にある商店街の後継者育成を支援するととも

に、経営革新計画に取り組み個店としての経営基盤強化を図る。 

その取り組み方針としては、各商店街・通り会等への事業活動に積極的に参画し、

商店街組織や個社の課題等把握に努め、最終的には｢強い個店・個社｣の育成を目標に

商店街の活性化を図る。また、商店街と地域の観光イベントとの連携を図り、集客率

の向上など地域一体的な活性化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）関係機関との連携強化 

本計画の目標として、近郊の商工会議所・商工会、鹿児島県、鹿屋市、地域金融機

関との定期的な情報交換を行う機会を設け、情報収集及び円滑な事業運営を図る。ま

た、関係機関と連携した経営セミナーや各種事業を実施する。 

その取り組み方針としては、同地域内に存在する商工会との連携強化、日本政策金

融公庫などの地域金融機関及び行政機関（鹿児島県・鹿屋市等）との定期的な会合・

集会などを通じ、最大限無駄のない効果的な個社支援、更には地域振興策の情報共

有・遂行などを図る。 

 

以上の重点的に取り組む分野に対し、幅広いネットワークを駆逐し経営発達支援事

業に取り組み、小規模事業者の経営基盤強化、売上増加、利益確保等を図り、中長期

的には地域の新たなビジネスモデルを構築し鹿屋市全体の地域活性化を目指す。 
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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 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日） 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

経営発達支援事業を遂行する上で、地域の経済動向を把握することは非常に重要 
である。当所における地域経済動向調査は、商工会議所 LOBO 調査や日本政策金融 

公庫景気動向調査報告書を活用し、鹿児島県内の経済動向や業界の動向を把握して 

いる。 

また、当所では、毎年、全ての会員事業所を訪問する「会員総訪問事業」を実施し、

ヒアリングを行い、事業者の生の声を聞いてきた。 

しかしながら、これまで地域における経済動向の分析が十分にできていなかったこ

とに加え、当所に情報担当職員を設置していなかったため、小規模事業者の経営支援

に必要な情報を適宣提供できる体制ではなかった。 

このため、本事業により収集した地域経済動向に関する情報については、専門家と

も連携し、経済動向の調査分析と補足説明を強化し、調査ごとに適切な分析を行い、

小規模事業者の経営課題を明確化する。それにより、小規模事業者の売上増加と収益

率の向上、経営力強化を図り持続的発展を促進する。 

また、調査・分析した当所独自の情報は、事業者への巡回指導や窓口指導等におい

て適宜情報提供し、「業種別課題」と「事業者別の課題」を明確化し、需要を見据え

た「事業計画」を策定するための経営分析の基礎的数値として集約し、経営指導員・

支援員間の情報の共有と活用を図って行く。 

 

（事業内容） 

（１）新たに情報担当職員を設置し、情報の一元管理を行う。（新規） 

平成 29 年度より、新たに情報担当職員を設置し、収集した地域経済情報を取りま

とめ管理する。それにより、小規模事業者の事業戦略の立案、事業計画の策定等を求

める事業者に提供・活用する。【指針③】 

 

（２）小規模企業景気動向調査による経済動向の情報収集と分析提供（既存拡充） 

日本商工会議所が実施する「小規模企業景況動向調査」の結果に基づき、当所地域

における小規模事業者の実態を、四半期毎に経済動向調査を実施することで把握す

る。全国・県内・管轄地域という地域別や業種、資本規模、従業員規模別の景気動向

と支援対象事業所の個々の景気実態とを比較し、その差異の原因や数値の開きの原因

を分析し、外因・内因に分け経営上の問題点などを把握・分析して事業所とともに改

善策を検討して行く。 

情報の提供においては、当所の情報担当職員により入手した情報を取り纏め、精査

し、当所発行の会報誌、及び経営指導員や経営支援員の巡回等において地域の中小事

業者へ情報提供を行う。【指針③】 
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（目  標） 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

経済動向調査及び 

分析件数 
無し 10社 15社 20社 25社 30社 

 

〈ヒアリング項目〉 

事業所名、所在地、業種、代表者名、創業(設立)、資本金、取引銀行、従業員数や

技術の保有状況、業界の動向、事業所の実態、事業所の抱える課題･問題点、今後

の動向、要望事項など 

 

〈原因分析の項目〉 

各業界における課題（原材料価格･仕入単価、新規顧客･販売先の獲得、人材確保、

新事業展開、雇用拡大など 

 

（３）各種統計調査及び情報誌の収集・分析（既存拡充） 

国・鹿児島県・鹿屋市・金融機関等・農業団体等が調査する各種統計や、民間調査

研究機関、農林水産省等の統計情報、農業者新聞等から多様な統計情報、レポート等

を四半期毎に抽出し、潜在的な消費ニーズや未開拓・未発露のニーズの先行取得を目

指す。 

【指針③】 

 

分析項目：業界動向、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・見通しなど。

 

（目 標） 

新たに情報担当職員を設置し、巡回や関係機関との情報交換を通じて収集した地域

経済動向に係わる調査内容を管理する。また、地域の基幹産業である農畜産業・観光

業に関する情報も適宜収集する。これらの新たに調査したデータを分析し、巡回指導

等の経営支援において、必要な時に必要な情報を素早く提供できるよう管理する。 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

情報担当職員設置 非設置 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名

地域経済調査 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎

各種統計資料の収集 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎

 

（効 果） 

情報体制を整備することで、経営資源が不足しており自社では充分な情報収集や調
査・分析ができないと考えられている小規模事業者に、必要に応じて地域経済動向に
関する調査情報を提供することで経営分析等に活用することが可能となる。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営情報の分析は、従来の金融支援が必要な際の判断材料や、投資計画策定時の基

礎資料として活用されるに留まり、社会構造の変化、情報化の進展等の経済環境の急

速な変化に対応するための現状の客観的な把握や、経営資産の最適化の基礎数値とし

て活用される為には実施の頻度や、即時性の面で不十分であった。 

本事業では、小規模事業者の持続的な発展を図るため、従来の分析に加え、新たに

共通したツール（経営相談ヒアリングシート）を用いて経営状況の収集、把握を行う

とともに、外部環境分析や内部資源分析を行う。また、経営資源が乏しい小規模事業

者は自社の経営状況を把握・分析できないことが多いと推測されるため、業種や特定

のテーマに絞り込んだセミナーを通じて、小規模事業者が自社で簡易な経営分析がで

きる仕組みづくりを行う。 

 

（事業内容） 

（１）企業の健康診断（ローカルベンチマーク）ツールを活用した経営分析（新規） 

巡回指導において、経営指導員が支援対象事業者を定期的に訪問し、「経営相談ヒ

アリングシート」により小規模事業者の経営状況の収集・把握を行い、当該企業の内

部資源分析や外部環境分析を実施する。 

経営分析を行う手段として、経済産業省が推奨する｢ローカルベンチマーク｣（中小

企業を診断する仕組み）を用い、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行

うツール（道具）として、企業の経営者等や金融機関・支援機関等が、企業の状態を

把握し、双方が同じ目線で対話を行うための基本的な枠組みであり、事業性評価の「入

口」として活用する。 

 

（２）会計ソフトを活用した財務分析の提供（既存拡充） 

財務分析は、ブルーリターンＡや弥生会計等を利用した記帳機械化や日本政策金融

公庫、鹿児島県など金融斡旋時に限られている。今後は、専門的知識を有する中小企

業診断士、税理士等とも連携し財務分析を行うとともに、内部環境や外部環境等の把

握を行い、今後の事業所の方向性、新事業展開等の道標とする。【指針①】 

 

（３）簡易分析セミナーの実施（新規） 

小規模事業者自身が自社の収益性（利益率）や安全性、設備効率性等の経営指標 

を算出できる自社分析セミナーを開催する。また、分析結果を事業計画の策定に役 

立てるため、小規模事業者自身が自社の強みや弱み等SWOT の整理、分析ができる 

セミナー（勉強会）を開催する。【指針①】 

 

（４）小規模事業者の店舗診断の実施（新規） 

商業コンサルタントや中小企業診断士など専門家指導のもと、小規模事業者の内部

資源を中心に商品別、天候別、時間帯別、季節別等のデータ分析、ABC 分析、顧客導

線分析、レイアウト分析等の経営分析を行い総合的な店舗診断を実施し、経営課題の

解決に繋げる。【指針①】 
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（目 標） 

毎年、年間ヒアリング（巡回）目標件数を設定し、個人及びチームによる情報収集

を行う。併せて融資相談時に会計ソフトを活用した財務分析、小規模事業者の店舗診

断等を実施し、より多くの小規模事業者等の経営状況を分析する。更には、それらの

データを小規模事業者と共有すべく各種相談会及びセミナーを年 4･5 回程度実施し、

個社の事業計画策定に活用する。 

 
項  目 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

小規模事業者のニーズ

収集（ﾋｱﾘﾝｸﾞ件数） 未実施 100件 150件 200件 300件 500件

会計ｿﾌﾄを活用した財

務分析の提供 未実施 50件 60件 70件 80件 100件

ｾﾐﾅｰ･講習会開催回数 3回 4回 4回 4回 4回 5回
小規模事業者の店舗

診断件数 未実施 3件 6件 10件 20件 50件

 

（効 果） 

窓口相談、巡回相談を通じて、小規模事業者の経営状況を把握するヒアリングシ 

ートを活用して、小規模事業者のニーズの収集、経営課題の抽出が可能となる。ま 

た、簡易分析セミナーにより、事業者自ら収支、損益などの経営状況が分析でき、 

結果を事業活動に活用できるほか、個社の事業計画策定時に取り込み、小規模事業者

の経営発達支援に活用する。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者の経営発達を図るため、前述の「２．経営状況の分析に関すること」

で得た情報等を活かし、事業計画の策定に向けて経営指導員や中小企業診断士などの

各専門家のネットワークを使うとともに、ミラサポやエキスパートバンクなどの専門

家派遣制度を活用しながら伴走型の支援に継続して取り組む。 

 

（１）事業計画策定に係るセミナー及び個別相談会の開催【指針②】 

（現 状） 

近年、融資や補助金など資金調達を円滑に行うには、事業計画策定の重要性が高

まっていることを受け、平成 28 年度は小規模事業者を主な対象に、事業計画策定

に係るセミナーを 3回、個別相談会を 1回開催している。 

 

（事業内容） 

平成 29 年度以降も、事業計画策定に係るセミナー及び個別相談会を開催し、事

業存続に向けた事業計画策定の重要性を認識して頂くとともに、事業計画策定に向

けた経営分析や計画立案の手法などに係るスキルアップを目指す。 

定期的な巡回によるアプローチは勿論、ミーティングでの情報交換による対象事

業者のピックアップを行うとともに、行政や金融機関等とも連携し、受講者増に努

める。 
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更に、セミナー後には個別相談会を開催し、事業計画策定に向けて、より積極的

に取り組む小規模事業者に対して、フォローアップを行う。 

個別相談終了後も、エキスパートバンクやミラサポの外部専門家派遣制度等を活

用して、計画策定まで引き続きフォローアップに努める。 

また、小規模事業者が各種補助金・助成金（過去、申請支援実績のないものも含

む）を申請する際に必要となる事業計画、及び「小規模事業者経営発達支援融資制

度」に係る事業計画についても、経営指導員や中小企業診断士などの各専門家のネ

ットワークを使うとともに、ミラサポやエキスパートバンクなどの専門家派遣制度

を活用しながら伴走型の策定支援を行う。 

 

（目 標） 

項 目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

セミナー開催数 3 回 3 回 3 回 4 回 4 回 4 回

セミナー受講者数 56 名 60 名 65 名 80 名 85 名 90 名

個別相談会開催数 1 回 1 回 1 回 2 回 2 回 2 回

個別相談会受講者数 4 名 5 名 6 名 8 名 9 名 10 名

事業計画策定事業者数 44 件 65 件 70 件 85 件 90 件 95 件

専門家派遣制度活用件数 22 件 35 件 42 件 50 件 60 件 65 件

※受講者数は、延べ人数 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

前述の「３．事業計画策定支援に関すること」で策定支援を行った小規模事業者が

策定した事業計画について、円滑な計画の実施が行えるよう、引き続き伴走型の支援

を行う。 

 

（１）事業計画策定後のフォローアップ支援【指針②】 

（現 状） 

策定した事業計画の実施にあたっては、経営革新認定者や各種補助金採択者を対

象に、経営指導員や中小企業診断士などの各専門家のネットワークを使うととも

に、ミラサポやエキスパートバンクなどの専門家派遣制度を活用しながら、支援を

行っている。 

（事業内容） 

事業計画策定後や補助金申請後、採択後には、国・県・市など各行政団体が行う

支援策（設備・人材育成・労務・金融）などの広報及び案内により、フォローアッ

プを実施する。 

また、四半期毎に 1回の巡回訪問により、事業計画の進捗状況の確認と支援策の

説明など的確な指導・助言を行うとともに、事業の持続的な発展のための取り組み

に必要となる設備資金、運転資金については、「小規模事業者経営発達支援融資制

度」を活用した小規模事業者に対するフォローアップも行う。 
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（目 標） 

項 目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

フォローアップ

回 数 
176 回 260 回 280 回 340 回 360 回 380 回

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

当所では、地域企業の販路開拓・ビジネスマッチングに寄与するため商談会や求評

会、広報支援事業を実施してきたが、新たな需要の開拓に寄与する事業を拡充・強化

するための手段を持ちえなかった。 

また、それらを拡充及び新規に実施するための需用動向調査を特に実施しておら

ず、当所内部情報から経験部署の経験で対応してきた。そして、各種統計資料から当

所管内の商圏や消費購買動向、消費者ニーズ等の情報を適切に発信できなかった。 

今後の取り組みとして、本事業において地域資源を活かした商品開発、サービス提

供支援を行う為には、従来の調査に加え、関係機関との情報交換や専門家の活用によ

り需要動向を調査し小規模事業者に提供する必要があると考える。 

更に、消費者嗜好を捉えた新商品・サービス等の需要動向を調査・分析し提供する。

また、経営発達支援の具体策として、市場環境や消費者ニーズの調査分析と、その

結果をフィードバックして作成された事業計画書に基づき、計画達成の手段として事

業者が能動的に未発掘・未発露のニーズを想定し、最適化した役務を提供する仕組み

作りを、同じ地域経済循環を構成する他の関係機関と連携しながら支援し、計画策定

事業者の収益力向上、利益拡大を図る。 

 

〈フィードバック手法〉 

これまで、当所では経済情勢、需要動向に係る各種データなど様々な情報を収集で

きる立場にあることを活かし、それらを的確且つタイムリーに提供できるよう当所ホ

ームページや隔月発行の会報誌など、不特定多数の事業所に対し広く情報提供を行っ

てきたが、今後は経済状況調査結果や業界新聞･業界紙、インターネット等を活用し

ながら、商品･サービスの需要動向を的確に収集し、それらの結果は見出しインデッ

クスを作成して情報を所内で共有することで、課題･ニーズを抱える小規模事業者の

経営状況の分析時、及び事業計画策定時に迅速且つタイムリーに情報を提供するとと

もに、策定した事業計画を見直す際にも最新の情報を提供することで、常にＰＤＣＡ

サイクルを念頭に置いた支援を実行することが可能である。 

 

（事業内容） 

（１）商談会開催によるバイヤー調査の実施（新規） 

当所が主催する商談会に参加するバイヤー（大手百貨店、スーパーなど）に対し、

事前に需要動向調査を実施し、バイヤーが求める商品等ニーズを的確に把握するとと

もに、参加バイヤーから得られた商品等ニーズは出展者に事前共有し、出展者はバイ

ヤーの商品等ニーズに対応（合致）した商品を商談会で提案する形式を目指す。 

〔商談会調査アンケート（サンプル数）：初年度 50社程度を見込む〕 
また、バイヤーが求める商品等ニーズに対応できる新商品開発・新サービス等に出

展者が取り組めるよう、当所主催の商品開発セミナーや専門家を交えた個別相談会等

への参加を積極的に促し、更なる商品力のアップに努めて貰うことを目指す。 
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更には、商業コンサルタント、中小企業診断士などの専門家や地域金融機関、近隣

商工会議所、商工会から収集した需要動向情報を、新たな需要の開拓に寄与する事業

の拡充・実施に活かす。 

 

調査項目：参加するバイヤー側のニーズ（生産数量・年間を通じた安定した生産・

現代の食文化に対応した消費者目線の農水産加工品・安心安全:地産地消

を掲げる地元特産品等）、専門家の需要動向情報（産業構造・加工食品

生産・貿易・消費・物価・外食・農林水産業・国際市場等）など。 

 

（目 標） 

項 目 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
個社支援数 35件 50件 50件 50件 50件 55件

 

（効 果） 

経営資源が乏しく、情報入手の手段が少ない小規模事業者は、消費者ニーズや流行

品などの情報収集能力や調査が十分にできないと考えられるため、バイヤー調査の実

施により、消費者目線の調査結果を提供することで、消費者嗜好を捉えた新商品開発、

新サービスの提供に活用できる。 

 

（２）大隅の逸品紹介｢ピーアールモール｣等を活用した調査の実施（拡充実施） 

大隅の逸品紹介｢ピーアールモール｣は、都市圏の消費者やバイヤー等と鹿屋市内

で特産品等を取り扱う中小事業者との架け橋的サービスの一環として実施してい

るもので、無料で当商工会議所のホームページ上に商品の写真や企業情報などを掲

載し、紹介（ピーアール）を行っている。現

在、直接的な需要動向調査は実施していな

いが、今後、現在ホームページ内に開設中

の大隅の逸品紹介｢ピーアールモール」及

び当商工会議所の「会報」（会員以外も閲

覧可能）を活用した小規模事業者の販売商

品・提供役務の需要動向調査を行う。 

（事業内容） 

現在、食料品を中心に陶芸品や皮革製品

など 28 社の商品を紹介しており、今後は

現在取り扱っている食料品等以外の工業

製品への拡大を検討している。また、取扱

商品の拡大に併せて、消費者･企業等のコ

メント機能等を追加することで、需要動向

調査として活用して行く。 

（※具体的には、商品･製品を購入した消

費者が実際にそのものに触れ、口にしたり

した感想や意見をプレビュー式で投稿す

る仕組みや、商品･製品を画面上での閲覧

段階でも単価･量･商品構成等の提案（要望 
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式）等を受けられるようなシステムづくりを構築することを目指す。将来的には、

ホームページ上で紹介商品に対するコメントを収集・分析し、小規模事業者をはじ

め、希望に応じた情報を提供するとともに、鹿屋市内で地元特産品を活用した商品

開発や圏外（域外）に売り込める優れた商品等を取り扱う全ての業種・業態を対象

にし、商品（製品）・事業所ともに事業拡大を図って行く。 

 

（目 標） 

平成 29 年度： 

大隅の逸品紹介｢ピーアールモールを活用した需要動向調査に向けて、既存の掲載

企業に対するニーズ調査やコメント等の追加機能の精査を行うとと

もに、予算も含めて事業化の検討を行う。 

また、商工会議所ホームページや会報などの広報誌を活用した需要

動向調査についても試験的に実施し、調査内容や分析方法について精

査する。 

平成 30 年度：大隅の逸品紹介｢ピーアールモール｣を閲覧し、実際、商品（製品）

以降  を購入した消費者がレビュー・クチコミに投稿できるシステム作り

を構築する。また、商工会議所ホームページや会報などの広報誌を

活用した需要動向調査を定期的（年間 2 回程度の割合）に実施し、

消費者・バイヤー側が求める商品イメージと、企業側（小規模事業

者）が求める商品イメージの違い（ズレ）を的確に把握するととも

に、得られた情報を小規模事業者と共有し、より魅力ある商品づく

りを目指す。 

 

項 目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

個社支援数 28 件 33 件 38 件 43 件 48 件 53 件

ｻｲﾄへのｱｸｾｽ数 1,100 件 1,300 件 1,500 件 1,800 件 2,000 件 2,200 件

 

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】 

これまでの販路開拓事業は、当所主催で「まるごと“おおすみ”アグリフード商談

会」を実施しているが、参加する小規模事業者においては、需要規模の大きさが想定

される首都圏、関西圏など、地域外の大消費地を志向した出展が大半で、首都圏を中

心とする大消費地での販路開拓は一定規模以上の経営資源を有する事業者しかその

需要に対応することが出来ず、必然的に特定の少数の事業者のみが、展示会、商談会

等に参加する状況となっている。 

（事業内容） 

（１）商談会「まるごと“おおすみ”アグリフェア」開催（拡充実施） 

新たな需要の開拓は、連続性のある小規模事業者支援の一環であることを経営指導

員に周知し、意識を統一させ、小規模事業者の参加・利用件数を意識しながら取り組

む。具体的には、策定した事業計画の目標達成を支援するため、需要開拓に寄与する。
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当所主催またはその他支援機関と連携し

た展示会・商談会への出展機会を提供する。

更に、出展した小規模事業者で事業分析、

事業計画策定ができていないものは、その

重要性の周知・説得を行い、取り組みを促

す。また、ビジネスマッチングに資するWEB 

サイト（当所HPから接続する自社商品のPR

モール）の提供や紹介により、需要開拓の

機会を提供する。これらの事業を通じて、

小規模事業者の販路開拓・売上増加の一助

となることを目指す。【指針④】 

 

支援対象 ：鹿屋市・大隅半島地域の一次・二次産品を生産している小規模事業 

者・中小企業者 

目  標 ：食に関する商品を販売する小規模事業者の需要開拓による販路開 

拓・売上増加 

出展企業数：45社（小規模事業者出展率80％） 

来場者数  :150人、商談件数300件 

内容手段 ：一次・二次産品事業者を一堂に集め、食に関連するバイヤー及び事業

者との商談の機会を提供する。出展者及びバイヤー等の来場者募集に

関し、他支援機関と連携し実施する。出展する小規模事業者に対し、

準備段階においても効果的な商談資料の作成や展示コーナーの作り方

について、セミナーや実務専門家による個別支援を実施する。 

連携機関 ：商工会、地元金融機関、㈱日本政策金融公庫鹿屋支店 

 

（目 標） 

項 目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

出展者 43 社 45 社 45 社 47 社 50 社 50 社

招聘バイヤー 33 社 35 社 35 社 35 社 35 社 35 社

個別商談件数 307 回 310 回 310 回 315 回 320 回 320 回

成約件数 37 件 40 件 42 件 45 件 50 件 50 件

 

（２）商品開発・販路開拓の担当職員配置（既存拡充） 

国内有数の食料供給基地である鹿屋市並びに大隅地域は、多くの優れた地域資源を

有している。この地域資源を活用した加工品・特産品に係る商品開発支援と、付加価

値の高い加工食品の販路開拓支援に合わせて取り組むことで、鹿屋・大隅地域のブラ

ンドを全国へ発信するとともに地域商工業の発展を目指す。併せて、地域資源を活か

した工芸品や工業製品などの販路開拓支援も行う。 

 

商品開発や販路開拓等に専従する推進員を 1名配置し、販売戦略セミナー・加工食

品開発セミナーの開催、首都圏で開催される商談会への出展、当所主催による商談会

の開催等を通じて、販路開拓・販売促進事業を小規模事業者へ伴走型の支援を効果的

に推進する。【指針④】 
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内容手段：鹿屋市を中心に大隅半島一円の地域資源について付加価値の高い商品 

開発、バイヤーとの商談、販路開拓、商品開発セミナーなど、商品開 

発から販売戦略までの総合パッケージ支援を行う。 

 

（目 標） 

平成 29 年度：現在、商工会議所に専従職員として配置している販路開拓推進員の

専門的知識を高めるため、鹿児島県や鹿屋市の農産品や特産品等を取

り扱う専門部署の情報を共有して貰い、その分野の特化した嘱託職員

の育成に努める。 

 

平成 30 年度：専門的知識を有した販路開拓職員を活用し、首都圏等で開催される

以降  商談会への出展や販売戦略セミナー・加工食品開発セミナー等の開

催、更には買い手バイヤー等から指摘を受けた改善点などの商品開

発等にも加わり、真に求められる小規模事業者への伴走型支援を目

指す。 

 

項 目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

個社支援数 18 件 25 件 35 件 45 件 60 件 90 件

 

（３）首都圏で開催される商談会への出展（既存拡充） 

平成 22 年度より国産に拘った日本最大規模の食品展示商談会である「アグリフー

ド EXPO 東京」（主催：日本政策金融公庫）に、地域内事業者の商品を取り纏めて出展

し、来場バイヤーと商談を行っている。 

小規模事業者自らが、首都圏で開催される商談会等に参加する際の出展料や交通費

等の経費や日程の関係など、多くの課題を解消する為に実施している事業で、当所が

行う商談会後の継続商談も多数ある。持続的、効率的な販路開拓に繋げるため専門家

による個別支援派遣事業に取り組む。【指針④】 

 

（目 標） 

項 目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

出店者数 5 社 7 社 7 社 8 社 8 社 10 社

参加バイヤー数※ 500 者 550 者 550 者 600 者 600 者 650 者

商談件数 150 件 200 件 200 件 230 件 230 件 250 件

継続商談数 30 件 40 件 40 件 50 件 50 件 60 件

成約件数 3 件 5 件 5 件 8 件 8 件 10 件

※毎年開催されるアグリフード EXPO 東京は 2日間で約 15,000 人ものバイヤーが 

来場、その内 500 者程度（約 3.3%）が当所ブースを訪れ商談が行われる。 
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（４）神戸商工会議所との連携 

平成 24 年度より神戸商工会議所と連携し、神戸商工会議所が主催する逆見本市形

式の商談会に、地域内関連事業者と同行して参加し、実際にバイヤーとの商談を行う

形で販路開拓支援を行っている。 

今後も、神戸商工会議所との連携を更に強化し、同商談会に参加するとともに、バ

イヤー情報の共有を図り、継続した販路開拓・販売促進支援を行う。 

 

（目 標） 

項 目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

同行出展者数 1 社 2 社 3 社 4 社 5 社 5 社 

商 談 件 数 7 件 10 件 15 件 20 件 25 件 25 件 

 

（５）広報支援サイト「販路拡大ニュース」の提供（拡充実施） 

全国で開催される商談会や物産展、セミナー等の情報を「販路拡大ニュース」とし

て関係者にメール及びＦＡＸにて案内し、販路開拓・販売促進支援を行う。工芸品や

工業製品等については、当面、当該販路拡大ニュースによる情報提供に努め、販路開

拓支援を行う。【指針④】 

また、広報支援サイト｢販路拡大ニュース｣を閲覧した利用者が、知り得た情報以外

に求める事項・内容や、必要とする条件等を速やかに発信元（当所）に伝達できる仕

組み作りを構築するとともに、寄せられた意見等は当所の担当者（販路開拓支援員）

逐次把握し、｢販路拡大ニュース｣の改善事項として即座に対応する。 

当所では、会員総訪問（非会員事業所は一斉ローラー式にてエリア毎に）巡回を継

続・実施しているため、その巡回時に市内中小事業者への情報として発信するととも

に、より中身の濃い、精度の高い「販路拡大ニュース」に仕上げてゆく。 

（目 標） 

項 目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

情報発信件数 85 件 90 件 100 回 110 回 120 回 130 回
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

地域経済の活性化に向けては、小規模事業者の経営発達と合わせて、まちづくりの

推進による賑わいの創出や、地域資源を活かした観光振興や特産品・加工品開発に係

る取り組みが重要である。鹿屋市や商店街をはじめとする関係機関と一体となって各

種事業を行い、地域経済活性化事業を進める。 

１．中心市街地活性化及び商店街活性化事業によるまちづくりの推進 

（現 状） 

多くの地方都市と同じく本市も、モータリゼーションの進展等による商業施設の郊

外出店やロードサイド型店舗の増加の影響を受け、中心市街地の空洞化が進み、各商

店街の機能減退等が顕著となっている。 

このような中、平成 19 年に中心市街地の新たな拠点施設として誕生した「リナシ

ティかのや」を核として、周辺商店街である「鹿屋本町一番商店街振興組合」・「北田・

大手町商店街振興組合」、関係機関である㈱まちづくり鹿屋、街のにぎわいづくり協

議会等と連携し、かのや夏まつりを初めとするイベントの開催やテナントミックス、

テナントリーシングに取り組み、街の賑わいの創出及び中心市街地・商店街の再生に

取り組んでいる。 

しかしながら、「リナシティかのや」やイベント開催時は一定の集客があるものの、

周辺商店街を含めた中心市街地の持続的な活性化までには繋がっていない状況にあ

る。 

 

（事業内容） 

中心市街地の持続的な発展に向けては、イベント等の開催による賑わいの創出と合

わせて、個店の経営力強化・魅力づくりが不可欠である。商店街の個店においては、

経営者の高齢化も課題となっていることから、若手後継者等を対象とした経営者セミ

ナーを新規事業として実施し、個店の経営力強化及び魅力づくりに向けた支援を行

う。 

また、これまでと同様に、関係機関と一体となって、拠点施設である「リナシティ

かのや」を核とする各種イベントの開催により、中心市街地への集客を図る。そして、

集客効果を周辺の商店街に波及させるため、その方策等について、関係機関が出席す

るイベント会議等により協議を続け、回遊性の向上等を目指す。 

特に、当商工会議所の関わりが深いかのや夏まつりや、鹿屋市秋まつりに関しては、

関係機関等の意見を聞き取り、課題を抽出した上で、必要に応じて、改善策を講じる。

（目 標） 

平成 29 年度：新規事業である経営者セミナー、関わりが深いかのや夏まつりや、鹿

屋市秋まつりの実施については、関係機関等の意見を聞き取り、効果的

な開催に向けた検討を進める。その他のイベント等についても、積極的

に参画し、中心市街地及び周辺商店街の活性化に寄与する。 
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平成 30 年度：まちづくりの推進に向け、課題の抽出・見直し等を続け、個店の経営

以降    力強化及び中心市街地・周辺商店街への集客力・回遊性の向上への 

取り組みを行い、地域経済の活性化を目指す。 

 

２．地域資源を活かした観光振興と特産品開発 

（現 状） 

本市は、海上自衛隊の鹿屋航空基地や日本最大規模を誇るかのやばら園をはじめと

する多くの地域資源を有している。鹿屋航空基地では、毎年 4月に航空ショーをメイ

ンにした「エアーメモリアル in かのや」、かのやばら園では、春、秋の開花時期を中

心に多くのイベントが開催され、県内外から多くの観光客を集めている。 

また、鹿児島県の「大隅地域将来ビジョン」において、観光地“大隅”に容易にア

クセスするための高速交通網に位置付けられている東九州自動車道が、平成 26 年 12

月に鹿屋市まで延伸され、鹿児島空港や鹿児島市までの移動時間が短縮し、利便性が

大幅に向上しており、交流人口の拡大が期待されている。 

特産品・加工品開発に関しては、本県が安心・安全・新食料供給基地の実現を目指

し、素材提供型の農業から一次加工等による高付加価値型農業への展開を図るため、

大隅加工技術研究センターが新たに平成 27 年 4 月に設置されている。 

 

（事業内容） 

観光振興については、鹿屋市観光協会・かのやイベント協議会等の関係機関と連携

し、地域資源を活かした各種イベントの運営等に対して、参画及び支援を行う。 

併せて、これらのイベントの集客・経済効果に係る各種調査を実施し取り纏めの上、

会報等を通じて外部へ情報発信を行い、今後の開催に係る集客や経済効果の向上を図

る。 

特産品・加工品開発については、大隅加工技術研究センターを活用するとともに、

将来的な加工品直売所開設に向けた調査研究や前述の販路開拓支援を行い、開発から

販売まで一貫した支援に取り組む。 

 

（目 標） 

平成 29 年度：各種イベントへの参画・支援を行いながら、より効果的な運営に向け

た検討や情報発信を続けるとともに、大隅加工技術研究センターの活

用及び加工品直売所開設の調査研究事業に着手する。 

 

平成 30 年度：課題の抽出を行うとともに見直し等を続け、観光振興や特産品・加工

以降   品開発に係る取り組みを行い、地域経済の活性化を目指す。 
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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 

小規模事業者の経営発達に向けては、支援ノウハウの蓄積が重要であることから、

各種会議や合同セミナーにおいて、他の支援機関との連携を通じて情報交換を行う。
 

（現 状） 

公益財団法人かごしま産業支援センターが主催し、商工会議所や商工会、行政など

県内の支援機関の経営指導員・職員等が出席する「中小企業支援機関連携推進会議」

に参加し、他の支援機関の支援事例等に係る情報交換を行い、スキルアップに努めて

いる。 

また、大隅地域の商工会議所及び商工会が連携し、年 1回、小規模事業者等の経営

革新・地域資源の有効活用等の支援を目的に、合同で講習会を開催し、支援ウハウの

共有・蓄積を行っている。更に、年２回、鹿屋市や管内の金融機関と当商工会議所・

経営指導員による「鹿屋金融懇話会」を開催し、本市の金融状況や県制度資金等に係

る情報交換を行い、金融支援に関する支援能力向上を図っている。 
 

（事業内容） 

引き続き、上述の会議や講習会等を通じて、経営革新や地域資源の有効活用、金融・

販路開拓など、小規模事業者の経営発達に係る支援ノウハウの共有及び蓄積を行う。

併せて、鹿屋市産業支援センターや大隅よろず支援窓口のコーディネーター等との

支援案件を通じた情報交換を行い、スキルアップに努める。 
 

（目 標） 

平成 29 年度：各種会議や講習会等を通じて、支援ノウハウに係る情報交換を行 

うとともに、実施内容等についての検討と合わせて、他の支援機 

関との交流拡大に努める。 
 

平成 30 年度：他の支援機関との交流により、支援ノウハウの共有・蓄積を続け 

以降   るとともに実施内容等に課題がある場合は、解決に向けた協議を 

他の支援機関と共同で行い、見直しを実施する。 
 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

小規模事業者の経営発達を図るためには、支援にあたる経営指導員の資質向上が不

可欠である。相談内容を的確に把握するとともに、課題の抽出や適切なアドバイス等

ができるよう経営指導員等の資質向上に努める。 
 

（現 状） 

鹿児島県商工会議所連合会が主催する経営指導員研修修や、独立行政法人中小企業

基盤整備機構・中小企業大学校で行われる研修に参加し、経営分析手法や支援事例、

支援策等について学ぶなど、資質向上に努めている。 

また、担当業務によっては、日本商工会議所が主催する各種セミナー等にも参加し

専門知識などの習得を行っている。 
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（事業内容） 

今後も、鹿児島県商工会議所連合会や独立行政法人中小企業基盤整備機構・中小企

業大学校、日本商工会議所等が主催する研修やセミナー等に参加し、資質の向上に努

めるとともに、研修やセミナー等で学んだ先進事例や経営分析手法、支援施策等につ

いては、随時、参加した経営指導員による勉強会を実施し、経営指導員のみならず商

工会議所職員全員への知識等の共有化、並びに商工会議所としての支援ノウハウの蓄

積を目指す。 

また、経験が少ない若手経営指導員や経営支援員については、上述の勉強会に参加

することは勿論、巡回や窓口相談対応時に同行・同席し、ＯＪＴによる資質向上に努

め、ともに学び切磋琢磨する環境の醸成に取り組む。 

小規模事業者からの相談内容は、経営指導員・経営支援員だけに限らず、商工会議

所職員全員が共有できる仕組み（現存する会員管理システムと非会員対応履歴フォー

ム）にて、常時、相談内容や指導経緯などが閲覧できる体制を図り、職員の入れ替わ

りに関係なく小規模事業者の支援が継続して行われるようシームレスな支援を目指

す。 

 

（目 標） 

平成 29 年度：各団体が主催する研修やセミナーの参加による資質向上に取り組 

むとともに、経営指導員・経営支援員による勉強会の開催により、

支援ノウハウの共有・蓄積に努める。また、職員の入･退所に関係な

く小規模事業者を継続支援できるような体制づくりを並行して進め

る。 
 

平成 30 年度：研修・セミナーへの参加による資質向上を続けるとともに、研修・

以降   セミナー参加後の勉強会に加えて、経営指導員や経営支援員自らが

選んだテーマによる勉強会や実際の支援事例の報告会を開催し、支

援ノウハウの共有・蓄積を図る。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載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 経営指導員による進捗管理 

当該支援計画については、四半期ごとに経営指導員による進捗管理を行い、スケジ

ュールや実施内容等に遅れ等がある場合は、中小企業振興部にて原因を調査し、修正

案を作成の上、当商工会議所の事務局長及び専務理事へ報告し承認を受ける。 
 

② 当商工会議所役員及び外部有識者による進捗管理委員会の設置 

当該支援計画の進捗を管理する当商工会議所の担当副会頭及び専務理事のほか、

学識経験者やエキスパートなどの外部有識者を構成メンバーとする委員会を設置す

る。 

①にて、専務理事まで承認を得た評価・計画の修正案について、当該委員会に報告

し承認を受ける。承認を受けた修正案に基づき、年度中の支援計画を実行する。 
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③ 事業の成果・評価・見直しの報告について 

当該支援計画の成果・評価・計画修正の内容については、年度毎に常議員会にて 

報告し承認を受ける。 
 

④ 成果・評価・計画修正の内容についての公表 

当該支援計画の成果・評価・計画修正の内容については、常議員会における報告 

が完了し承認を受けた後、当商工会議所ホームページにて公表する。 

（当商工会議所ホームページ http://kanoya-cci.omega.ne.jp/ ） 
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（別表２） 

経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 4 月現在）

（１）組織体制 

中小企業振興部・振興課にて、当該支援計画における諸業務を遂行する。必要 

に応じて、総務課の一般職員についても協力を行う。 

 

 

   【実施体制：中小企業振興部 合計 10 名】 

○中小企業振興部長 1 名（経営指導員）※計画遂行 統括 

○振興課長     1 名（  〃  ）※計画遂行 主担当 

○課長補佐     1 名（  〃  ）※計画遂行 副担当 

○係長       1 名（  〃  ） 

○主任       1 名（  〃  ） 

○主事       3 名（経営支援員） 

○販路開拓支援員  1 名 

○記帳指導員    1 名 

 

 【全体の組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

鹿児島県鹿屋市新川町 600 番地 

鹿屋商工会議所 中小企業振興部 振興課 

電 話 番 号 0994-42-3135 

F A X 番 号 0994-40-3015 

HP アドレス http://kanoya-cci.omega.ne.jp/ 

 
 

専務理事 1名

○中小企業振興部（合計 10名：振興課含む） 
部長 1名 

○振興課 
課長 1名、課長補佐 1名、係長 1名、 
主任 1名、主事 3名、販路開拓支援員 1名、
記帳指導員 1名 
※経営指導員 5名・経営支援員 3名 

 
○総務課（合計 3名） 
課長 1名、係長 1名、主事 1名 

事務局長 1名  
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（別表３） 

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位：千円） 

 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

必要な資金の額 16,190 16,200 16,200 16,200 16,200

 

経営発達支援事業 

事業計画策定・ 

実施支援 

・経営革新塾開催 

・経営計画セミナ  

 ー開催 

・セミナー開催 

 

創業・事業承継 

・セミナー開催 

・創業スクール 

 

販路開拓支援 

 

地域活性化事業 

・商店街活性化 

 

支援力向上 

職員資質向上 

(旅費) 

・県連研修 

・中小企業大学校 

 

9,620 

3,040 

 

1,000 

840 

 

1,200 

 

1,400 

200 

1,200 

 

5,180 

 

6,200 

6,200 

 

370 

370 

 

200 

170 

9,650

3,050

 

1,000

850

 

1,200

 

1,400

200

1,200

 

5,200

 

6,200

6,200

 

350

350

 

200

150

9,650

3,050

 

1,000

850

 

1,200

 

1,400

200

1,200

 

5,200

 

6,200

6,200

 

350

350

 

200

150

9,650 

3,050 

 

1,000 

850 

 

1,200 

 

1,400 

200 

1,200 

 

5,200 

 

6,200 

6,200 

 

350 

350 

 

200 

150 

9,650

3,050

 

1,000

850

 

1,200

 

1,400

200

1,200

 

5,200

 

6,200

6,200

 

350

350

 

200

150

（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 

 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、事業者負担金、寄付金、事業収入 

（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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

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）経営革新・事業承継・創業支援【指針④】 

○集団セミナー及び個別支援指導による経営革新支援、事業承継支援(別表 1：P14)

事業承継については、相談状況に応じて、鹿児島商工会議所や独立行政法人中

小企業基盤整備機構南九州事務所、公益財団法人かごしま産業支援センターなど

の関係機関と連携の上対応し、ノウハウの蓄積を進め、当商工会議所によるセミ

ナーの開催などに向けた検討を行う。 

連携者及びその役割 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構 南九州事務所 

住 所：鹿児島市東千石町 1番 38 号 鹿児島商工会議所ビル 6階 

代表者：所長 野沢俊幸氏 

役 割：事業承継支援に係るノウハウの提供（各種支援施策情報・資料等の提供） 

効果等：支援ノウハウの蓄積 

○公益財団法人かごしま産業支援センター 

住 所：鹿児島市名山町 9番 1号 鹿児島県産業会館 2階 

代表者：理事長 西山芳久氏 

役 割：事業承継支援に係るノウハウの提供（支援施策情報・資料等の提供） 

効果等：支援ノウハウの蓄積 

連携体制図等 

 

 

 

 

○小規模事業者 
（事業承継相談者） 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構 南九州事務所 
○公益財団法人かごしま産業支援センター 

 

 

④支援

③支援ノウハウの提供

①相談 

 

②相談状況に応じて協力を依頼 

 

○鹿屋商工会議所 
【得られる効果：支援ノウハウの蓄積】 

④鹿屋商工会議所との連携による支援
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（別表４） 

商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

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）経営革新・事業承継・創業支援【指針④】 

○ネットワークを活用した一体的な創業支援【指針④】(別表 1：P14) 

当商工会議所・鹿屋市・日本政策金融公庫・かのや市商工会の 4機関による「か

のや創業応援ネットワーク」を活用し、一体的な創業支援に取り組む。 

本ネットワークにおける当商工会議所の役割は、ビジネスモデル構築に向けた

講習の実施や事業計画の作成アドバイス、販路開拓・販売促進等を含む創業後の

フォローアップ等となっており、創業セミナー及び創業スクールを実施し、ビジ

ネスモデルの構築に係る支援を行うとともに、創業まで継続してサポートする。

創業後も、持続的な事業の発展に向けて、当該ネットワークにより一体的な支

援を実施する。 

連携者及びその役割 

○鹿屋市 

住 所：鹿屋市共栄町 20 番 1 号 

代表者：市長 中西 茂氏 

役 割：産業競争力強化法に基づく鹿屋市創業支援計画の推進 

効果等：ネットワークによる一体的な創業支援が可能 

○日本政策金融公庫 鹿屋支店 

住 所：鹿屋市大手町 2番 19 号 

代表者：支店長 飯澤貴志氏 

役 割：創業関連融資による創業支援の実施 

効果等：ネットワークによる一体的な創業支援が可能 

○かのや市商工会 

住 所：鹿屋市串良町岡崎 2062 番地 

代表者：会長 森 義久氏 

役 割：商工会地区において、経営指導員による創業支援の実施 

効果等：ネットワークによる一体的な創業支援が可能 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

２７

連携体制図等 

 

 

 

 

 

○創業予定者 

 
②一体的な支援

①各構成機関へ相談

○鹿屋市 
産業競争力強化法に基づく 
鹿屋市創業支援事業計画の推進 

○鹿屋商工会議所 
【得られる効果：一体的な創業支援が可能】 

○日本政策金融公庫 鹿屋支店 
（創業関連融資による支援の実施） 

○かのや市商工会 
（商工会地区における支援の実施） 

かのや創業応援ネットワーク 
 以下の構成 4機関で情報を共有し、 

一体的な創業支援を実施 
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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 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済活性化事業 

（１）中心市街地活性化及び商店街活性化事業によるまちづくりの推進（別表 1：P18）

新たな拠点施設である「リナシティかのや」を核として、周辺商店街である「鹿

屋本町一番商店街振興組合」・「北田・大手町商店街振興組合」、関係機関である㈱

まちづくり鹿屋、街のにぎわいづくり協議会等と連携し、かのや夏まつりをはじ

めとするイベントの開催やテナントミックス、テナントリーシングに取り組み、

中心市街地への集客や回遊性の向上等を目指し、賑わいの創出及び中心市街地・

商店街の再生を図る。 

連携者及びその役割 

○鹿屋本町一番商店街振興組合 

住 所：鹿屋市本町 4番 8号 

代表者：理事長 久木田 弘氏 

役 割：商店街内の調整及びイベント等の実施 

効果等：一体的なまちづくりの推進 

○北田・大手町商店街振興組合 

住 所：鹿屋市北田町 9番 3号 

代表者：理事長 前田数郎氏 

役 割：商店街内の調整及びイベント等の実施 

効果等：一体的なまちづくりの推進 

○㈱まちづくり鹿屋 

住 所：鹿屋市大手町 1番 1号 

代表者：代表取締役社長 新屋浩一氏 

役 割：まちづくり関係者間の調整及びイベント等の実施 

効果等：一体的なまちづくりの推進 

○街のにぎわいづくり協議会 

住 所：鹿屋市北田町 8番 12 号 

代表者：会長 井之上宏幸氏 

役 割：まちづくり関係者間の調整及びイベント等の企画・立案 

効果等：一体的なまちづくりの推進 

 

※鹿屋市については、街のにぎわいづくり協議会の構成メンバー及び、㈱まちづくり 

鹿屋の株主として、連携の上、まちづくりを推進していく。 
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連携体制図等 

 

 

○鹿屋商工会議所 
【得られる効果：一体的なまちづくりの推進】

○鹿屋本町一番商店街振興組合 
○北田・大手町商店街振興組合 
（商店街内の調整及びイベント等の実施）

○㈱まちづくり鹿屋 
まちづくり関係者間の調整 
及びイベント等の実施 

○街のにぎわいづくり協議会 
まちづくり関係者間の調整 
及びイベント等の企画・立案 

賑わいの創出 及び 
中心市街地・商店街の再生に向けた取り組みを 

一体的に推進 
（拠点施設リナシティを核として） 
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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 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済活性化事業 

（２）地域資源を生かした観光振興と特産品開発（別表 1：P19） 

観光振興については、鹿屋市観光協会・かのやイベント協議会等の関係機関と

連携し、地域資源を生かした各種イベントの運営等に対して、参画及び支援を行

う。 

特産品・加工品開発については、大隅加工技術研究センターを活用するととも

に、将来的な加工品直売所開設に向けた調査研究や前述の販路開拓支援を行い、

開発から販売まで一貫した支援に取り組む。 

連携者及びその役割 

○鹿屋市観光協会 

住 所：鹿屋市西原 3丁目 11 番 1 号 鹿屋市観光物産総合センター内 

代表者：会長 園田泰治氏 

役 割：鹿屋市の観光に係る情報発信や物産イベント等による観光振興 

効果等：鹿屋市の観光及び食を通じた鹿屋市のピーアール 

○かのやイベント協議会 

住 所：鹿屋市新川町 600 番地 

代表者：事務局長 峯村 勇氏 

役 割：エアーメモリアル in かのや、かのや夏まつりの開催 

効果等：イベントを通じた観光振興 

○大隅加工技術研究センター 

住 所：鹿屋市串良町細山田 4938 番地 

代表者：所長 岩元睦夫氏 

役 割：特産品・加工品開発に係る情報提供等 

効果等：魅力的な特産品・加工品開発に係るノウハウの蓄積 
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連携体制図等 

 

 

○県内外の観光客・消費者等 

○鹿屋市観光協会 
（情報発信・物産イベント等の開催） 

○鹿屋商工会議所 
得られる効果： 地域経済活性化に向けた観光振興及び 

特産品・加工品開発に係るノウハウの 
蓄積等 

○かのやイベント協議会 
（エアーメモリアル inかのや等の開催） 

イベントによるピーアール情報発信によるピーアール 
          ・食を通じたピーアール 

連
携 参画・支援参画・支援

連
携 

○大隅加工技術研究センター 

特産品・加工品開発に

係る情報提供等 

活用
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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 

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（別表 1：P20）

公益財団法人かごしま産業支援センター主催の中小企業支援機関連携推進会議や、

大隅地域の商工会議所及び商工会の連携による合同講習会、鹿屋金融懇話会を通じて、

経営革新や地域資源の有効活用、金融、販路開拓など、小規模事業者の経営発達に係

る支援ノウハウの共有及び蓄積を行う。 

併せて、鹿屋市産業支援センターや大隅よろず支援窓口のコーディネーター等と

の支援案件を通じた情報交換を行い、スキルアップに努める。 

連携者及びその役割 

○中小企業支援機関連携推進会議に出席する県下支援機関 

役 割：小規模事業者支援に係る情報交換 

効果等：小規模事業者支援に係るスキルアップ 

○曽於地域広域指導協議会 

住 所：志布志市志布志町志布志 3225-5 

代表者：会長 河本正男氏 

役 割：経営革新・地域資源の有効活用等に係る合同講習会の開催 

効果等：小規模事業者支援に係るノウハウの共有・蓄積 

○肝属地域広域指導協議会 

住 所：肝属郡南大隅町根占川北 220 番地 

代表者：会長 八木栄壽氏 

役 割：経営革新・地域資源の有効活用等に係る合同講習会の開催 

効果等：小規模事業者支援に係るノウハウの共有・蓄積 

○鹿屋金融懇話会（鹿屋市及び管内金融機関、当商工会議所） 

※構成金融機関：鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島興業信用組合、宮崎銀行、宮崎太

陽銀行、鹿児島相互信用金庫、鹿児島信用金庫、日本政策金融公庫

役 割：本市の金融状況や県制度資金等に係る情報交換 

効果等：金融支援に関する支援能力の向上 

○鹿屋市産業支援センター 

住 所：鹿屋市北田町 3番 3-23 号 

代表者：所長 郷原竜児氏 

役 割：小規模事業者支援に係る情報交換 

効果等：小規模事業者支援に係るスキルアップ 
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○大隅よろず支援窓口（かごしま産業支援センター） 

住 所：鹿児島市名山町 9番 1号 

代表者：理事長 西山芳久氏 

役 割：小規模事業者支援に係る情報交換 

効果等：小規模事業者支援に係るスキルアップ 

 

連携体制図等 

 

  

○鹿屋商工会議所 
得られる効果： 小規模事業者支援に係るスキルアップ、 

ノウハウの共有・蓄積、金融審支援に関す 
る支援能力の向上 

○曽於地域広域指導協議会 
○肝属地域広域指導協議会 
（合同講習会の開催） 

○県下支援機関 
中小企業支援機関連携推進会議に 

おける情報交換 

○鹿屋市産業支援センター 
○大隅よろず支援窓口 

（支援案件を通じた情報交換） 

○鹿屋市及び管内金融機関 
（鹿屋金融懇話会における情報交換）

情
報
交
換 

情
報
交
換 

情
報
交
換 

情
報
交
換 
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