
経営発達支援計画の概要 

実施者名 霧島商工会議所 

実施期間 平成 27 年４月１日～平成 32 年３月 31 日 

目  標 

（1）専門機関との強力な連携による経営力、販売力、生産力等の向上支援

（2）事業内容の見直し、事業の多角化・専門化、新分野への進出等を推進

するための支援 

（3）経営資源の効果的な発揮に資するビジネスマッチング支援 

（4）計画的事業展開に向けた情報収集、調査分析の有効活用による小規模

事業者のための発展支援 

（5）全国的観光地としての更なる霧島市の魅力の発信、地域特産品の販路

開拓・販路拡大、新商品開発等の取組み支援 

（6）小規模事業者の経営革新への取り組みの促進支援 

（7）創業希望者の円滑な創業支援 

（8）各種支援制度の効果的活用のための積極的な情報提供、施策の活用方

法、申請事務の支援、事後フォローによる経営力の向上支援 

事業内容 

（1） 地域の経済動向調査 

・地域経済動向調査、分析結果等の情報提供 

（2） 経営状況の分析 

・専門（機関）家との連携による経営分析、個別相談 

・職員の専任制による個別相談、経営分析 

・高度かつ専門的課題解決のための専門機関との連携 

（3） 事業計画策定支援 

・創業スクール、経営（革新）塾の開催 ・事業計画策定支援   

・支援施策の活用支援 ・専門家派遣  

（4） 事業計画策定後の実施支援 

・専門（機関）家との連携 ・セミナーの開催 ・市創業支援センタ

ーとの連携 ・専門家派遣 

（5） 需要動向調査 

・アンケートの実施 ・専門機関による調査内容の情報提供 

（6） 新たな需要の開拓に寄与する事業 

・各種展示会出展支援 ・霧島ふるさと祭の実施 

（7） 地域活性化への取組み 

・霧島国分夏まつりの実施 ・霧島市花火大会の実施 

・秋祭りの実施  

連 絡 先 

鹿児島県霧島市国分中央三丁目 44 番 36 号 

霧島商工会議所 中小企業相談所 

Ｔ Ｅ Ｌ 0995-45-2552 

Ｆ Ａ Ｘ 0995-45-5669 

E‐mail  dai@kirishima-cci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（現状分析及び事業実施の背景） 

・霧島市は、鹿児島県の中央部に位置し、県内はもとより南九州３県の交通の要所とし

て利便性も高いことから、ＩＴ関係、自動車関係などをはじめとする世界的な大企業か

ら中小企業、小規模事業者が集まるまちとして発展をしてきた。 

 現状の管内の経済情勢については、大企業が中心となってけん引していることはもち

ろんであるが、中小企業、小規模事業者もその企業数、雇用する従業員数で多数を占め、

多くの雇用を生み出しており、霧島市民の暮らしを支えるとともに、地域活性化の担い

手として重要な役割を果たしている。 

 

・中小企業、小規模事業者を取り巻く環境は、経済のグローバル化や少子高齢化、人口

減少社会の到来、大型量販店や海外との競争の激化、後継者不足など社会構造の大きな

変化の中で、年々厳しくなってきており、多様で活力ある成長発展を続けていくために

は、自らが地域の担い手であることの自覚と、組織の柔軟性、サービスといった強みを

見つめなおし、創意工夫しながら変化に挑戦するなど、更なる経営の努力が必要となっ

てきている。 

（目標） 

・上述のような地域の強み、課題を踏まえ、鹿児島県、霧島市、公益財団法人かごしま

産業支援センター、鹿児島県工業技術センター、地域の金融機関等、関係機関が一体と

なって綿密に連携し、個別企業の経営力向上、販売力、生産力向上に向けて継続して支

援するとともに、平成 26 年 12 月から稼働した霧島市創業支援センターとも連携し、県

内でも人口が増加している地区であることを積極的にＰＲすることで多くの創業希望

者を誘致し、霧島市国分地区での創業を促進する。また、地域資源でもある半導体に関

係する製造業や大型量販店と競合性が高い小売業の後継者育成にも努め、後継者不在に

よる廃業の防止を図る。更に日本最初の国立公園があるまちとして観光のまちを積極的

にＰＲし、観光客や交流人口の増加などに取組み、地場産業の大きな柱でもあるサービ

ス業の更なる発展にも貢献し、産業の振興及び地域活性化を図ることを目標とする。 

 

（1） 少子高齢化、人口減少の見込まれる中で、県央中核都市の事業者としての優位性、

独創性を十分に発揮できるように、事業内容の見直し、事業の多角化・専門化、

新分野への進出等を推進するための支援を強化する。 

（2） 個々の事業者の持つ経営資源をより一層、効果的に発揮できるようビジネスマッ

チングを支援する。 

（3） 社会情勢を的確に捉え、計画的な事業展開ができるように情報収集、調査分析を

行い、当該情報・分析結果を有効活用することで小規模事業者の発展につながる

支援を行う。 

（4） 全国的な観光地として更に知名度を高めるため、霧島市の持つ魅力の発信、地域

独特の特産品の販路開拓・販路拡大、新商品開発等の取組みについて支援を行う。

（5） 小規模事業者の経営革新への取り組みを促進するため、鹿児島県中小企業経営革
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新協議会（経営革新支援チーム会議）を積極的に活用し、専門的かつ高度な支援

を行う。 

（6） 創業希望者の円滑な創業を支援し、地域活性化に貢献する。 

（7） 国、県の各種支援策はもとより、地元自治体や各種支援機関の様々な支援制度を

効果的に活用するため積極的な情報提供を行い、施策の活用方法や申請事務の支

援、事後フォローにより経営力の向上を支援する。 

（8） 以上のような支援が積極的かつ効果的に実施できるように、経営指導員、経営支

援員の資質向上のための研修を実施するとともに、支援内容や支援手法、実績の

共有化を図り更なる支援力の向上につなげる。 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

(1)経営発達支援事業の実施期間（平成 27 年４月１日～平成 32 年３月 31 日） 

 

(2)経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 現在、地区内小規模事業者のうちの年間 200 件以上の個人事業者の税務支援業務を行

っている。更に、金融支援業務として年間約 250 件、総額 20 億円程度の金融あっせん

業務を行っていることもあり、全業種の地域の経済動向について把握できる状況にあ

る。また、独自の通行量調査も実施しており、消費者の購買動向等の情報収集を行うこ

ともできる。 

これらの事業者の経済動向を詳しく調査、分析することにより、消費者のライフスタ

イルの変化やニーズの多様化、需要動向、個性化などの実態把握を行うことができる。

加えて、通り会連合会の事務も受託していることから、商店街等を取り巻く環境や個社

の経営状況、課題等も把握し、その課題解決に努めるとともに、分析、提供することに

より小規模事業者の経営改善や持続的発展に努める。 

  

（事業内容） 

（1）巡回訪問、窓口相談時による聞き取り調査、アンケートの実施等により、地域

の経済動向を調査、分析する。調査結果は、創業支援や経営革新の取組み、新たなビジ

ネス・事業分野への進出時などのあらゆる相談時に利用できるものとし、金融相談会、

税務相談等をはじめたとした各種個別相談時や小規模事業者が集まる会議の開催時等

に提供していく。【指針③】 

 （2）全国的にも知名度の高い観光地として、観光関係のサービス業については、市

観光協会や特産品協会、市観光課とも連携し、観光客のニーズ把握やおもてなしの在り

方等について、調査、分析し、鹿児島経済研究所の調査結果も参考にしながら経済動向

を調査し、観光関係業者の課題抽出を行い、解決に努め振興発展に貢献する。【指針③】
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  (目標) 

・創業については、関係支援機関とも連携し、地区内で年間最低 25 先の創業者を輩出

し、創業後も濃密なフォローを実施、持続的発展を支援する。 

・年間 30 件を目標に、下記の事項を主体に巡回、窓口相談時に課題等の把握の調査を

行い、管内の小規模事業者約 1,400 事業者の増収、発展につながる情報の提供、取引

先の紹介に努める。 

1.消費者動向 2.新分野への進出の有無 3.資金繰り 4.為替相場の影響 

5.雇用状況  6.原材料費の状況    7.財務状況 8.各種施策の活用案内 

9.その他必要な事項 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

(現状)   

当所では、年間 250 件以上の金融斡旋先、200 件以上の税務申告相談先に対して、

経営指導員や専門家による個別相談で課題解決を含めた経営分析支援を行ってきた。

また、鹿児島県商工政策課による企業支援手法把握手段として「小規模事業者経営

支援ブラッシュアップ事業」もあり、個社の経営分析をはじめ、企業支援の方針、手

法、４半期別の支援結果、反省点などを企業別に記載した「支援成果把握報告書」に

より有効的な支援方法の情報共有を図っている。 

  しかしながら、多くの小規模事業者の相談には、時間的な制約、相談員の人員不足

等もあることに加え、小規模事業者の業種、営業時間、従業員の雇用数、事業意欲等

も千差万別であり、会計ソフトから出力される資料による財務面の説明、配布や単な

る資金繰り支援に留まる先もあり、小規模事業者の求める増収対策に向けた支援策な

ど多様な支援ニーズに対して十分に対応しているとは言えない面もある。 

 

  (実施目的) 

  消費者ニーズの多様化、競合性の高まり、人口減少、少子高齢化社会の到来など外

部環境に大きく影響されやすい小規模事業者の経営課題は、個別、多種多様で専門化、

高度化してきているものと考える。霧島市においても中心市街地への人口集中が進む

一方、限界集落の発生などもあり課題も多いものの、鹿児島市に次ぐ人口第二の県央

中核都市でもあることから大手企業や自衛隊施設なども立地しており、比較的生産年

齢人口が多い。このことから他の自治体に比べ、企業努力によっては、新たな顧客を

獲得又は、将来的な顧客を獲得することで売上増を目指し、持続的な発展をすること

は可能と考える。 

  このような状況に対応するため、経営者の勘に頼った経営、旧態依然とした経営体

質から転換し、経営の向上を図ることが必要である。経営データの有効的活用により

自社を多面的に分析し、更に特長を伸ばし経営課題の解決を図ることに尽き、経営方

針、経営計画の策定が極めて重要になると思われる。 

  したがって、今まで以上に商工会議所の機能を十分に発揮し、小規模事業者に寄り

添った伴走型支援、濃密な連携、コミュニケーションの構築を図りながら信頼関係を

築き、経営分析の結果を基に、持続的発展に向けた取り組みに移行を促すことを目的

とする。 
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  (実施方法) 

  下記の項目を主体に経営分析を実施し、小規模事業者の掘り起しを行い実施目的の

達成を図る。 

・事業所概要（業種、資本金額、従業員数、経営資源） 

・景況（業種別、事業所ごとの現状） 

・今後の経営環境等（売上高、受注高、設備投資、資金繰り、利益率、販売価格、

数量等、在庫、雇用者数） 

・経営上の課題（売上・受注不足、原材料・仕入価格の上昇、後継者不在、人材不

足等） 

 

 (1)小規模事業者の掘り起し 

  金融相談、税務相談時をはじめ、セミナー受講者、補助金申請希望者、巡回による

施策普及パンフレットの配布先、当所の事業利用先等を通じて、事業の持続的発展の

ために支援を希望する小規模事業者の掘り起しを行う。 

特にセミナーの告知については、ホームページはもとより、共催団体、事務受託団

体、商工会議所報、市報等を活用し、広く広報周知を行う。 

 

 (2)経営指導員、経営支援員担当制個別相談による経営分析の実施  

  (1)で掘り起こした小規模事業者に対して、更に経営の向上に取り組む経営者自身

のモチベーションが維持できるように経営指導員、経営支援員を専任担当制とし、巡

回相談、窓口相談により、伴走型の経営分析支援を行う。 

決算資料による財務分析時には、最新の「鹿児島県中小企業の経営指標」を参考値

として提供し、優良企業平均値、黒字企業の平均値、欠損企業の平均値と比較し、業

界における自社の位置づけを意識していただくことを心がけ、利益や売上が確保でき

る経営に転換するように意識付けを図る。 

巡回訪問による店舗、工場等診断時には、商品構成、レイアウトの適合性、設備投

資の必要性、人員配置、クリンリネス、接客など必要と思われる事項について調査、

分析、確認を行う。 

  窓口相談、巡回訪問相談を通じて小規模事業者からの個社の状況を詳細に聞き取

り、個社の強み、弱み、脅威、機会の分析や財務資料に表れない経営資源の評価、現

状の把握、問題点、今後の課題を洗い出し小規模事業者に提示していく。 

 

 (3)専門家、連携機関等による個別相談の実施 

  (2)の個別相談の終了後、さらに高度で専門的な経営分析が必要な場合は、連携機

関である専門家や公益財団法人かごしま産業支援センター、鹿児島県工業技術センタ

ー、地元の第一工業大学等の支援機関による分析に発展させ、より詳細な経営分析に

移行する。連携機関による経営分析は、担当経営指導員等が同行、同席し、支援ノウ

ハウ等を習得し、支援スキルの向上につなげフォローにも努める。また、設備投資等

に伴う資金需要時については、金融機関へあっせんを行う。小規模事業者に対しても

融資制度の具体的な提案を行い、資金調達に伴う計画書等の作成支援など伴走型支援

により、円滑な資金調達に寄与する。 
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(期待される効果) 

  小規模事業者が当商工会議所の経営指導員、専門家等と綿密な連携を保つことによ

り伴走型支援を通じ、「勘による経営」から「データ収集・分析による経営」に転換

することで計画的経営につながり、利益の確保できる経営体質へ転換し、個社のレベ

ルアップを図ることが期待できる。また、今まで以上に密接に寄り添うことで、個別

の小規模事業者の経営状態を詳細に把握し、個社のレベルアップに必要な各種調査、

分析、支援を講じることで、小規模事業者が自社の置かれている現状、問題点、克服

すべき課題を把握でき、経営への持続的発展に向けた取り組みに移行することが期待

できる。 

  伴走型支援による小規模事業者と濃密なコミュニケーションを保つことで信頼度

が高まり、更に強固な信頼関係を築きながら今後の事業計画策定、実行、検証へと円

滑に移行し、経営の品質を高めていくことが期待できる。 

 

（目標） 

税務支援関与先や金融相談先、各種補助金の申請支援先の事業所を主体に経営分析に

積極的に関与し、各種相談を通じて将来的には、管内小規模事業者(平成 26 年 12 月末

現在 1,482 事業所)への経営関与率５割以上を目標とする。 
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

巡回訪問回数 1,053 1,080 1,100 1,120 1,145 1,170

セミナー開催回数 14 15 15 17 18 19

セミナー参加数 212 220 230 240 250 260

経営分析件数 423 430 438 447 456 465

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1) 小規模事業者が経営課題を解決するため、２．経営状況の分析に関すること ５．

需要動向調査に関することの等の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び各種支援機

関、専門家等とも連携し、伴走型の指導、助言を行い、小規模事業者の事業の持続的

発展を図る。 

  

(2) 地域における円滑な創業を支援するため、霧島市創業支援センター、金融機関、信

用保証機関、日本商工会議所等と連携して創業スクールを開催し、円滑な創業を支援

する。また、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画が霧島市も認定されている

ことから霧島市とも十分な連携を図る。 

   

（事業内容） 

(1)巡回相談、窓口相談、金融相談会、確定申告相談等の実施時に、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】 

(2) 事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、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)きりしま地域創業スクール（全 14 回開講）を開催し、創業希望者の経営に関す

る全般的な知識向上を図り、創業計画の策定支援を行うことにより、円滑な創業
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支援を行う。また、必要に応じ、専門家派遣を実施し、課題解決に努め円滑な創

業支援を行う。【指針②】 

(4)きりしま経営塾（全８回開講）を開催し、経営革新などの事業計画の策定支援は

もとより、経営者の資質向上、経営力向上のためのスキルを身につけ、持続的発

展の支援を行う。【指針②】 

(5) 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、経営革新承認申請、融資相談や各種
補助金の申請相談時に事業計画の策定支援を行う。【指針②】 

（6）以上の結果をもとに経営課題を抽出するとともに、分析結果に基づき経営方針の

策定を行い、必要と思われる施策や支援機関の案内、提案、専門家派遣、マッチ

ング支援等を行い、伴走型支援により小規模事業者の持続的発展につなげ、地域

の活性化に貢献する。【指針②】 

 

 （目標） 

 事業計画策定に取り組む事業者年間 20 件以上を発掘し、当該計画策定に積極的に関

与し、各種補助金申請はもとより、計画の達成に向けた取り組みを支援する。 
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

セミナー・説明会

開催回数 
14 15 16 17 18 19

事業計画策定 

事業者数 
20 22 24 26 28 30

周知によるフォロ

ーアップ件数 
1,203 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   経営革新の取組み先についても相談、指導を行い、経営革新セミナー等を行い、取

組み先の掘り起こしを図り、万全の態勢で計画の策定を継続的に支援する。 

（事業内容） 

(1)事業計画策定後に、国、県、市、県産業支援センター等の行う様々な支援施策等

の周知広報、ミラサポの活用による情報収集、専門家活用などの案内により施策

情報を周知するなど十分なフォローアップを実施する。【指針②】 

(2)事業計画策定後に随時訪問し、当該計画の達成に向けた取り組み、進捗状況の確

認を行うとともに、資金需要、施策活用、事業提携先など個別事業者の状況を十

分に勘案し、専門家とも連携しながら必要な指導、助言等を行う。【指針②】 

(3)小規模事業者経営発達支援融資制度の効果的活用のため、持続的事業発展に取り

組む小規模事業者掘り起しを行うとともに、事業計画の実施支援、雇用拡大など

に向けた取り組みのフォローアップを行う。【指針②】 

 (4)地域の模範となっている経営者の経営理念や経営方針などのセミナー・意見交換

会、経営指導員・経営支援員による個別フォローアップ、販路拡大、資金繰り支

援、税務相談を重点的に行い、伴走型の支援を行う。【指針②】 

(5)第二創業（経営革新）に関する相談会を開催し、第二創業（経営革新）計画の策

定を支援し、第二創業（経営革新）支援を実施する。【指針②】 

(6) 創業後も、金融支援、税務支援、労務支援はもとより経営相談全般について支援

機関や専門家と連携を図り伴走型の支援を実施する。 
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（目標） 

経営革新塾や創業スクール等の開催により、経営革新に取り組もうとする事業者や創

業希望者の発掘を図る。 
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

経営塾・革新 

セミナー開催回数 
2 3 3 4 4 4

第二創業（経営 

革新）支援者数 
10 12 14 16 18 20

創業スクール 

開催回数 
1 1 1 1 1 1

創業支援者数 44 50 55 60 65 70

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  (現状) 

  当所では、支援要請のあった小規模事業者の業種、業態に合わせた需要調査を行い、

商談会や展示会への参加、売出しの実施、新たな融資制度の創設、販売促進のための

独自のクレジットカードの発行など各種事業に取り組んできた。 

商談会参加による商談成立、融資制度の積極的な利用など効果も出てきている事業

もありマスコミ報道でも高い評価もいただいているものの、販路拡大、販路開拓面等

の増収対策では、まだ限定的な効果となっている面もある。多くの小規模事業者の増

収を図るためにも、小規模事業者に役立つ需要動向調査について、さらに掘り下げる

必要があると考えている。 

 

(実施目的) 

小規模事業者が事業の持続的発展のために事業計画を策定する上で、まず地域の需

要動向を把握し、限られた経営資源を十分に生かすことが必要になる。 

新たな取り組みとして、地区ごとの人口分布、年齢構成、産業構造など地域の特性

を正確にとらえ、霧島市の全体的な需要動向を把握するとともに、小規模事業者の販

売する商品、提供するサービスの需要動向に関する情報を収集、分析、整理、提供す

ることで、小規模事業者が置かれている外部の経営環境の認識を高め、自社の販売戦

略や事業計画策定、経営方針の決定、新商品開発等の判断材料として活用していただ

く。  

また、伴走型支援を行う経営指導員の支援方針を決定する際の判断材料としても活

用する。さらに、必要に応じて個別の小規模事業者が事業計画を策定するために必要

な具体性のある調査を随時実施していく。 

 

(実施方法) 

(1)情報収集を行う手段として、まずは県の消費者購買動向調査や霧島市の統計調査

などの既存の調査結果を活用して分析を行う。その後、小規模事業者への調査や商

工会議所が行う市街地活性化イベントへの来場者、大型量販店、宿泊施設等への来

訪者に対してアンケート調査などを幅広く実施する。個社の小規模事業者の事業計

画を策定するにあたって特に必要な需要動向については、必要に応じて商店街(通り
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会)や郊外の施設等で、より詳細な消費者の街頭需要動向についてのアンケート調査

を実施し、支援先の小規模事業者の具体的な需要動向の把握に努める。 

 

(2)アンケート調査は、下記の項目を主体に実施する。 

・購買地区 ・購買施設 ・利用頻度 ・購買金額 ・購入品目(売れ筋商品等) 

・来店手段 ・滞在時間 ・購買店数又は訪問店数 ・充実して欲しい品目(顧客嗜

好等) 

特に必要な事項に関する街頭調査を実施する場合には、事業計画策定に協力してい

ただく経営コンサルタントなどの専門家と十分に協議を行った上で内容を決定し、

調査を実施する。 

 

(3)総務省の家計調査報告、個人企業経済調査報告、経済産業省の工業統計調査及び

金融機関やシンクタンク発表資料、市の統計書、日経テレコン、業界誌等から小規

模事業者の経営に役立つ需要動向の情報収集に努める。 

 

(4) 収集した情報や調査結果のデータ等は、いつでも小規模事業者が利用、閲覧で

きるように「見える化」を行うなど工夫し情報提供を行う。的確に需要を予測する

ことにより販売機会の損失による売上減少や過剰在庫の削減等につなげ経営戦略に

役立てる。セミナー等の開催時には、講師とも連携し情報提供を行い、顧客満足の

向上のための手段として活用し増収に向けたツールとして活用する。 

経営指導員、経営支援員の経営相談時や需要を見据えた事業計画の策定支援時の

資料としても活用する。 

 

(期待される効果) 

 今後は、より需要動向が明確になることで小規模事業者が事業計画を策定する際に、

売上に直結する計画を策定できることが期待できる。窓口相談時はもとより、巡回相

談時にも小規模事業者が求める需要動向に関する調査結果を積極的に提供することで

消費者の求める商品開発、サービス提供の精度が高まり、消費者の高い支持が得られ

ることが期待できる。また、需要動向調査結果を活用し、小規模事業者が新たに商品、

やサービス等の拡大を目指す際には、６の新たな需要の開拓に寄与する事業などを活

用することで販路拡大、販路開拓が期待できる。 

結果として、計画的な経営につながり財務内容や顧客満足度が向上、新規顧客の獲

得や顧客単価アップ等による増収効果が期待でき小規模事業者の持続的発展につなが

る。 

 

（目標） 
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

アンケート調査 未実施 15 18 21 24 27

公表資料、報告か

からの情報収集 
108 108 110 110 110 110

分析結果提供 未実施 30 35 40 50 60
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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】 

 地域における優れた技術を保持する小規模事業者の認知度向上、焼酎、菓子、トマト

お茶など地域を代表する特産品の振興、農商工連携、六次産業化により関係する小規模

事業者の販路開拓を支援する。併せて、展示会、商談会等への出展支援を行い、販路開

拓やビジネスマッチングを推進する。  

また、高い技術水準を誇る製造業の販路開拓を支援するため、展示会、商談会への参

加はもとより、中小企業基盤整備機構の「J-Goodtech」等の活用やホームページ、

各種広報誌等の活用より販路開拓やビジネスマッチングを推進する。 

(1)東京都及び大阪府で開催される株式会社日本政策金融公庫農林水産事業主催の

展示会に出展を行い、地域特産品のＰＲ、知名度向上に努めるとともに販路開拓を

支援する。【指針④】 

(2)福岡県で開催される「製造業」に特化した株式会社日刊工業新聞社主催の「モノ

づくりフェア」に出展支援を行い、地域の製造業の技術力の高さを広くＰＲし、販

路開拓と認知度の向上を図る。【指針④】 

(3)鹿児島商工会議所等が主催するバイヤー商談会へ参加を促し、販路開拓を支援す

る。【指針④】 

(4)株式会社日本政策金融公庫農林水産事業の公庫資金活用事業を活用し、先進地 

視察、商談会への参加により販路開拓を支援する。【指針④】 

（5）霧島商工会議所などが構成団体となる霧島ふるさと祭実行委員会により、地域

特産品の展示、商談会を開催する霧島ふるさと祭を開催し、販路開拓を支援する。

 

（目標） 

日本の食糧基地として「安心、安全な食」を全国的に広くＰＲし、地域特産品でもあ

る農産加工品の振興を目指す。また、世界的技術水準を誇る地域の製造業もあることか

ら小規模事業者の底力を全国に知らしめるべく「霧島から世界へ」をモットーに技術力

の高さを広くＰＲし、販路開拓と認知度の向上を図る。 
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

展示会、商談会 

への参加回数 
2 3 3 3 3 3

展示会出展 

支援者数 
6 7 8 9 10 11

先進地視察 3 3 3 3 3 3

展示会、商談会 

開催回数 
未実施 0 1 0 0 1

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 通り会連合会と連携し、「まちゼミ」、「食べ歩き散策会」の開催、霧島市や観光協会

との連携により「観光の町霧島」を広くＰＲするための「霧島市花火大会」の実施、中

心市街地や商店街活性化のための「霧島国分夏祭り」を開催する。 

また、庶業部会を中心に空店舗対策や今後の街づくり、地域活性化に向けた施策、取

り組みを検討する「街づくり意見交換会議」（構成団体：霧島市、霧島商工会議所、国

分通り会連合会）し、誘客、回遊性の増加等を目的にイベントを行い、地域活性化に貢

献する。 
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（注釈） 

・「まちゼミ」－霧島市国分地区の中心市街地の商店街の店主が講師となり、プロなら

ではの専門的な知識や情報、コツを無料で受講者（お客様）にお伝えする少人数制のゼ

ミです。お店の存在・特徴を知っていただくと共に、店主やスタッフとお客様のコミュ

ミケーションの場から、信頼関係を築くことを目的とする事業です。 

 

・「食べ歩き散策会」－行きたかった名店や知らなかったお店を巡り、まち歩きを楽し

みながらハシゴする大人の宴足（遠足）です。 

 （事業内容） 

(1) 霧島商工会議所、霧島市、霧島市観光協会、霧島市商工会で構成する「霧島市花

火大会実行委員会」を組織し、観光の町として広くＰＲに努め「観光関連業」を

中心とした地域の活性化を図る。 

（2）中心市街地の活性化、回遊性の向上、通り会に属する個店の知名度向上を目的に

「秋祭り」を通り会連合会、各通り会と連携して実施する。 

（3）中心市街地に立地する個店のＰＲ、消費拡大、中心市街地活性化を目的に、「霧島

国分夏まつり」を中心市街地において、霧島市、霧島商工会議所青年部と連携し

て実施する。 

（4）霧島商工会議所、霧島市、霧島市特産品協会、霧島市観光協会、霧島市商工会で

構成する「霧島ふるさと祭実行委員会」を組織し、地域特産品の振興発展を図り

「観光関連業」を中心とした地域の活性化を図る。 

（5）消費拡大や個店のＰＲ、ニーズ把握などのため商店主が講師となって、専門知識

やプロならではのコツを無料で提供する少人数制の「まちゼミ」を実施、地域活

性化につなげる。 

 

（目標） 

 市民参加型のイベントを開催することにより郷土愛を育むとともに、地域に愛される

特産品の開発、浸透を図る。また、着地型観光の提案により交流人口の増加を図る。 
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

開催回数 4 5 5 5 5 5

出展者数 150 150 170 180 190 200

来場者数 150,000 155,000 160,000 165,000 170,000 175,000

 

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 

・鹿児島県内の中小企業支援機関を対象とする「中小企業支援機関連携推進会議・鹿児

島県中小企業経営革新支援協議会（経営革新チーム会議）」において、支援ノウハウ、

支援の現状、支援スキルの向上、支援事例等について情報交換を行う。 

・九州管内の経営革新等認定支援機関が集まる「認定支援機関定例会議」において、創

業及び経営革新への取り組み事例、施策の活用方法、支援ノウハウ、支援の現状、専門

家の活用状況について情報交換を行う。 
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・姶良伊佐地域広域指導協議会、伊佐湧水地域広域指導協議会と中小企業支援事業会議

を開催し、創業及び経営革新のセミナー開催、施策の活用方法セミナー開催、支援ノウ

ハウ、支援の現状、専門家の活用状況について情報交換を行う。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（1）日本商工会議所が主催する研修会への参加に加え、Ｗｅｂ研修の実施、九州経済

産業局や九州商工会議所連合会が主催する研修会に年間２回以上参加することにより、

売上アップや利益確保を重視したビジネスモデルを学ぶことにより、支援能力の向上を

図る。 

（2）鹿児島県内の商工会議所を対象とする「経営指導員研修会」、「経営支援員研修会」

において、支援ノウハウ、支援の現状、支援スキルの向上を図る。 

（3）姶良伊佐地域広域指導協議会、伊佐湧水地域広域指導協議会と共同で行う、「地域

中小企業支援事業」において、創業及び経営革新への取り組み事例、支援ノウハウ、支

援の現状、専門家の活用状況について情報交換を行い、支援能力の向上を図る。 

（4）中小企業大学校を活用し、時代に即した経営手法や専門的知識の向上を図る。 

（5）毎週１時間程度の「所内研修会」を開催し、経営支援員、記帳指導員も参加し、

支援能力の向上を図るとともにベテラン経営指導員の支援ノウハウを共有する。 

 経験の浅い経営指導員、経営支援員については、鹿児島県の実施する経営指導員ブラ

ッシュアップ事業による企業支援を通じて、指導、助言内容、情報収集方法を学ぶなど、

ＯＪＴにより、伴走型の支援能力向上を図る。 

 

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、本計画の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)顧問税理士、経営コンサルタント等の外部有識者により、事業の実施状況、成果の

評価・見直し案の提示を行う。 

(2)正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

(3)事業の成果・評価・見直しの結果については、常議員会、議員総会へ報告し、承認

を受ける。 

(4)事業の成果・評価・見直しの結果をホームページ

（http://www.kirishima-cci.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８月現在）

（１） 組織体制 

霧島商工会議所中小企業相談所に経営指導員３名、経営支援員３名、記帳指導員１名

を配置して事業の運営に当たる。 
その他、事業の内容に応じて各支援機関と連携を図るとともに、総務企画課の職員５

名も事業遂行協力に当たる。 
 窓口相談事業については、中小企業相談所の経営指導員全員で対応に当たる。相談企

業の個別課題の解決を図るため、必要に応じて専門家を企業へ直接派遣する。 
  

（２） 連絡先 

鹿児島県霧島市国分中央三丁目 44 番 36 号 

霧島商工会議所 中小企業相談所 

ＴＥＬ 0995-45-2552 

ＦＡＸ 0995-45-5669 

E‐mail  dai@kirishima-cci.or.jp 

 

 

 

 

（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） 

 27 年度 
( 27 年４月以降)

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 79,540 79,450 79,450 79,450 79,450

 

中小企業相談所会計 

商工業振興費 

中小企業対策費 

調査広報費 

ﾀｳﾝﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ事業費 

 

66,350

4,750

2,650

1,850

3,940

66,350

4,750

2,650

1,800

3,900

66,350

4,750

2,650

1,800

3,900

66,350 

4,750 

2,650 

1,800 

3,900 

 

66,350

4,750

2,650

1,800

3,900

（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 

 

 事業(手数料)収入、会費収入、負担金収入、県補助金、市補助金 

 

（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 

・創業関係については、市に「霧島市創業支援センター」が設置されたことから、産学

金官が連携して創業希望者をサポートする霧島市創業支援ネットワークにおいて、全面

的な連携、支援を行う。同センターの設置により、関係機関との連携による支援体制を

積極的にＰＲすることにより、相談件数の増加が見込まれる。創業希望者への支援を積

極的に行うことで創業実現の割合を高め、創業実現を目指す。 

・既存の小規模事業者支援についても、管内の産業支援機関等の各支援機関等と連携を

密にし、販路開拓やビジネスマッチング、経営の持続を第一に濃密なサポートしていく。

また、各支援機関等と情報交換を行いながら後継者不足解消にも努める。  

連携者及びその役割 

 連携者 

 

・霧島市(創業支援センター) 

 創業支援事業計画の認定自治体として、民間の創業支援事業者（地域金融機関、商工

会議所等）と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、支援機関の

紹介、支援体制のＰＲ等の創業支援を実施する。 

  所在地 霧島市国分中央三丁目 45 番１号 

  連絡先 商工観光部商工振興課 ＴＥＬ 0995-64-0912 ＦＡＸ 0995-64-0958 

 

・金融機関 

 金融面の支援、事業計画書等の作成支援、ビジネスマッチング、情報提供を行う。 

① 鹿児島銀行 
国分支店（支店長 藤崎 和彦） 

所在地 霧島市国分中央三丁目 10 番 21 号 

連絡先 ＴＥＬ 0995-45-0280 

国分西支店（支店長 久保 敏也） 

所在地 霧島市国分広瀬二丁目５番 44 号 

連絡先 ＴＥＬ 0995-45-4111 

② 南日本銀行 
国分支店（支店長 古賀 英一） 

所在地 霧島市国分中央一丁目 27 番 25 号 
連絡先 ＴＥＬ 0995-45-0460 

③ 鹿児島信用金庫 
国分支店（支店長 森村 博） 

所在地 霧島市国分中央三丁目 23 番５号 
連絡先 ＴＥＬ 0995-45-0470 
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④ 鹿児島相互信用金庫 
国分支店（支店長 濱川 俊昭） 

所在地 霧島市国分中央三丁目 24 番５号 
連絡先 ＴＥＬ 0995-46-1151 

⑤ 鹿児島興業信用組合 
国分支店（支店長 今薗 正浩）  

所在地 霧島市国分中央五丁目 13 番５号 
連絡先 ＴＥＬ 0995-45-0530 

⑥ 宮崎太陽銀行 
国分支店（支店長 青山 浩三）  

所在地 霧島市国分中央三丁目 10 番 24 号 
連絡先 ＴＥＬ 0995-45-0456 

⑦ 宮崎銀行 
国分支店（支店長 国部 直）  

所在地 霧島市国分国分野口東６番３号 
連絡先 ＴＥＬ 0995-46-8600 

⑧ 日本政策金融公庫 
鹿児島支店国民生活事業（国民事業統轄 中野 則文） 

所在地 鹿児島市名山町１番 26 号 

連絡先 ＴＥＬ 099-224-1241 

 

・各種経済団体 

 各団体の特性を生かし、情報提供、販路開拓支援を行う。 

① 霧島市商工会（会長 中村 博美） 
所在地 霧島市隼人町内山田一丁目６番 65 号 

連絡先 ＴＥＬ 0995-42-2128 

② 霧島市観光協会（会長 徳重 克彦） 
所在地 霧島市牧園町高千穂３８７８番地１１４ 

連絡先 ＴＥＬ 0995-78-2115 

③ 霧島市特産品協会（会長 徳重 克彦） 
所在地 霧島市国分中央三丁目 16 番 31 号 情報タウンきりしま内 

連絡先 ＴＥＬ 0995-47-6100 

 

・教育機関 

 専門家としての指導、相談、情報提供を行う。 

① 第一工業大学（学長 吉武 毅人） 
所在地 鹿児島県霧島市国分中央一丁目 10 番２号 

連絡先 ＴＥＬ 0995-45-0640 

 

② 鹿児島工業高等専門学校（校長 丁子 哲治） 
所在地 霧島市隼人町真孝１４６０番地１ 

連絡先 ＴＥＬ 0995-42-9006 
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・公的産業支援機関 

 技術指導、インキュベーション事業、各種補助金、特許・商標等の取得支援、情報提

供、販路開拓支援を行う。 

① 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） 
所在地 鹿児島市名山町９番１号 鹿児島県産業会館２階 

連絡先 099-219-1270  

（上野原ビジネスプラザ） 
所在地 霧島市国分上野原テクノパーク 4番 30 号 

連絡先 0995-45-3511 

② 鹿児島県工業技術センター（所長 中村 俊一） 
所在地 霧島市隼人町小田 1445 番地１ 

連絡先 0995-43-5111  

③ 一般社団法人鹿児島県発明協会（会長 岩元正孝） 
所在地 霧島市隼人町小田 1445 番地１鹿児島県工業技術センター内） 

連絡先 0995-73-5144 

④ 中小企業基盤整備機構 
南九州事務所（九州本部長 齊藤 三） 

所在地 鹿児島市東千石町１番 38 号 鹿児島商工会議所ビル 6階 
連絡先 099-219-7882  

 

・専門家 

 それぞれの専門的立場から指導、相談、情報提供を行う。 

① 税理士 
氏 名 岸本博人 

所在地 霧島市国分中央三丁目 28 番 17 号 

連絡先 0995-45-0403 

② 中小企業診断士・社会保険労務士 
氏 名 外戸口孝一 

所在地 鹿児島市新屋敷町１６−１２−Ａ−４０４ 
連絡先 099-216-8540 

③ 経営コンサルタント 
氏 名 角 幸憲 

所在地 霧島市国分中央五丁目 610 番国分パティオ２階 

連絡先 0995-45-6671 
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連携体制図等 

 

目標：商工業による地域活性化、地域産業の振興、発展 

 

 

 
 伴走型支援     

             

              

             

                    

                        
                    相談    

     

        

     

    

                               

                                

                            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (注)   は連携 

 

 

 

 

小規模事業者、創業・経営革新等希望者 【霧島市商工振興課】 

(創業支援事業計画認定) 

・創業支援センターの運営 

・情報提供・支援機関紹介 

【霧島商工会議所】 

・実行委員会の運営 

・出展者の募集、出展 

・各種催事の企画、運営 

・経営相談、経営支援 

【金融機関】 

日本公庫・地銀・

信金・信組・農協 
・金融支援・情報提供 

・事業計画策定支援 

・ビジネスマッチング 

【経済団体】 

霧島市商工会 
霧島市観光協会 
霧島市特産品協会 
・販路開拓・情報提供 

・特産品等のＰＲ 

【教育機関】 

第一工業大学 
鹿児島高専 
・共同研究 

・技術指導 

【産業支援機関】 

かごしま産業支援センター 
鹿児島県工業技術センター 
鹿児島県発明協会 
中小企業基盤整備機構 
・技術、特許等の相談支援 

・専門家派遣・情報提供 

・インキュベーション・補助金

【専門家】 

税理士・社労士 
診断士・経営コンサル

・専門的助言、相談 

・情報提供 


