
経営発達支援計画の概要 

実施者名  かのや市商工会（法人番号 9340005007691） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

当商工会は、全国でも有数規模の一次産業集積地に存在する小規模事業者支援機関・総

合経済団体として、地域の強み、課題を踏まえながら 

①一次産業から派生する経済効果を域内経済循環拡大につなげ、構成員である小規模

事業者をはじめとする個別企業の経営力向上、収益力向上を図る。 

②地域コミュニティの重要な構成員である小規模事業者の事業継続を支援すること

で地域経済循環の持続を図り、個別事業者の経営環境の維持を図る。 

上記実現のため、 

１．6次産業化の推進を図り小規模事業者のビジネス機会を創出します 

２.小規模事業者の経営環境把握を支援し、的確な経営判断と環境対応を可能にします 

３.小規模事業者の事業計画策定を支援し、所得向上に繋げます 

４.地域経済圏内の他団体との連携により経済循環の永続化・規模拡大を支援し、小規模事業

者の事業持続化を図ります 

５. 経営支援体制の強化を図ります。 

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 

当商工会が独自に地域の経済動向について調査・整理・分析・提供します。 

２．経営状況の分析に関すること 

他機関との連携や巡回等で小規模事業者のニーズや経営情報を収集し経営状況を

分析・提供します。 

３．事業計画策定支援に関すること 

あらゆる経営支援の機会を活用し、小規模事業者の経営分析による経営課題を把握

し課題改善に向けた事業計画書等の策定支援を行います。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定後も進捗状況をデータベース上で確認し必要に応じた支援・指導を行

い、フォローアップやブラッシュアップを伴走型支援で行います。 

５．需要動向調査に関すること 

市場調査による調査結果を分析し個社へ提供します。また、当商工会が独自に地域 

内の需要動向調査について調査・整理・分析・提供します。 

６．新たな需要の動向調査に関すること 

当商工会及び関係機関が開催する物産展・商談会・展示会等への積極的な参加支援 

やＩＴを活用した情報発信支援を行います。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

前回の取り組みを継続するとともに、創業ニーズの更なる掘り起しを実施します。ま

た前回実施した吾平町の特産品開発支援をモデルに、域内の他地域での特産品開発に

対象を拡大させ、当小規模事業者の収益機会と雇用機会の確保を支援します。 

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り組み 

人口減少の顕在化、産業構造を越えた経済活動の輻輳化、高度化が進展しており、こ

れまで関連の薄かった分野や、団体とも既成の垣根を越えて連携し支援ノウハウの情

報交換を積極的に行っていくほか、実際に支援に携わる商工会職員の資質向上に努め

各年度に実施した事業の評価・検証・見直しを適宜実施していくことで計画履行のＰ

ＤＣＡサイクルを着実に実行します。 

連絡先 

■かのや市商工会串良本所    

 ・住  所：〒893-1603 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎 2062番地  

 ・電話番号：0994-63-3032    ・FAX 番号：0994-31-4170 

  ・URL     :http//kushira.kashoren.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【鹿屋市の現状】 

【概要】 

鹿屋市は県内を二分する大隅半島の中心部に位置し，笠之原台地を中心とした肥沃で

広大な農地からさつまいも、ジャガイモなどの穀類、養豚、肉用牛肥育などの畜産業

が盛んで、農業県として有名な本県のなかでも、出荷額、生産額においてトップクラ

スを誇る一次産品を数多く有した農業生産拠点としての機能を有しています。平成 17

年に旧鹿屋市と周辺 3 地域（輝北町、串良町、吾平町）行政合併し現在に至る。「ひと・

まち・産業が躍動する健康・交流都市かのや」を目指しています。 

 

【強み・盛んな農業と健康志向のまちづくり】 

基幹産業は農業で，水はけのよい台地を活用して生産するさつまいも、じゃがいもな

ど穀類、水稲、花卉類は県内最大の生産量を誇ります。また広大な土地を活かして肉

用牛、養豚、養鶏も盛んで全国規模の生産工場も多数立地しています。黒豚、鹿児島

黒牛に加え、黒さつま鶏など、「鹿児島の本物、黒」を標榜し肉用牛に関しては海外（Ｅ

Ｕ等）への輸出も行っています。これらの農産品は、本年度開通した東九州自動車道

の高速道路網によるトラック輸送や隣接する国際重要港志布志港から船便等で首都

圏、関西圏へ時間をおかず出荷する体制が整備されていて、他産地との差別化も図ら

れています。また市内には国内唯一の国立体育大学「鹿屋体育大学」が設置されてお

り多くのアスリートを輩出する傍ら、地域の一次産品と大学の有する栄養学・健康増

進のノウハウを連携させた食事メニューの開発や、それらを提供するアンテナ店舗「鹿

屋アスリート食堂」の開設運営を行い、地域産品の活用や情報発信を行っています。 

 

【弱み・少子高齢化、地域内での経済循環サイクルの未成】 

 全国的にも高い水準で進展してる高齢 

化に加え、人口減少も進んでいます。 

特に公共施設、商業集積の進んだ市の 

中心部旧鹿屋市地区（商工会議所地域） 

に、周辺の 3地域（商工会地域）から 

流入が進んでおり、周辺 3地域では、 

急速な人口減少が始まっています。その 

ため地域内経済活動が停滞し、地域の 

小規模零細事業者は高齢化も相まって 

廃業に至る例が多くなっています。 

  

 本県は平成 23 年度の農業生産額が 4,069 億円と、北海道、茨城につぐ全国 3 位の規

模を誇ります。また一次産業が本県の産業構造に占める割合も全国で上位です。同様

に本県製造業に占める食品製造業の割合も 25％と依存度が高くなっています。鹿屋市

はその本県農業生産額の各品種別出荷額の多くで上位を占める地域です。全就業者に
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占める一次産業就業者の割合は、県全体平均の 2倍となっており、特に当商工会地域

は、農業生産地帯でもあり、その比率は更に高くなっています。当然当商工会地域の

経済構造は一次産業からの資金流入が大きな部分を占める。それ以外の産業は建設業

等の二次産業と、商業・サービス業と続き、一次産業の資金流入をわずかな三次産業

で還流させながら経済循環させている現状にある。当然還流しきれない資金は、域外

商圏での消費動向となって現れ、地域経済の高度化、複層化の源泉として活用できて

いない現状にあります。 

 

さらに食料品製造業の付加価 

値率は全国で 46位と【稼ぐ 

力】に関しては全国最低レベ 

ルです。本県同様農業生産 

額が上位の北海道（45位）、 

茨城（43位）、千葉（39位） 

なども同様に食料品の付加価 

値率は低く、地域の農産物を 

食料品製造業の付加価値率向上に活かしきれていない現状にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    黒毛和牛           乳用牛           黒豚 

【商工業の現状】 

・商業・サービス業 

平成 17 年の新鹿屋市合併時の人口に比べ、今後 10 年間で、10％ほど人口が減少する

見込みとなっています。また、全国的にも極めて高水準にある高齢化率が今後 10年間

で拡大し、地域内の生産人口が現状よりも減少することが予測されています。合併前

の旧鹿屋市の周辺地域が商工会地区にあたり、大型店・全国資本のチェーン店等の出

店は少ないものの、道路網整備が県内でも進んであり、また主要な消費者層にもあた

る一次産業従事世帯の世帯当たり自動車普及率も高く、結果として多くの消費需要が

商工会地域から、旧鹿屋市街の商集積へ流出している現状にあります。 

そのため当商工会地域である旧輝北町・旧串良町・旧吾平町の商業環境は、売上の

減少傾向が続いております。また、商店を引き継ぐ後継者難もあり商店街の空き店舗

が目立つようになっております。また主要な購買層が一次産業の従事者であることか

ら、生産物市況や天候不順等により地域内の購買力が上下する不安定な面を持ってお

り、その状況が長く続いた結果、商業・サービス業を中心とした地域内事業者は、儲

ける能力や、経営基盤を維持する能力が著しく低下している現状にあります。 
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・製造業 

製造業については、リーマンショック以降、東日本大震災の発生や長引く円高等によ 

り長期間にわたるデフレ不況に陥り、地域経済を支えていた輸出産業の多くが、海外

に拠点を移転しました。鹿屋市の工業は、7 割が鹿屋、吾平地域に集積しており、食

品加工、製造業、電子部品、デバイス製造業を中心とする企業が立地しております。

ただ当地域の優位性でもある一次産品の生産力を活かした食品加工・製造業の集積が

少なく、製造業から派生する地域内への経済波及効果が少ない現状にあります。 

・観光・サービス業 

 観光・サービス業については、日本最大規模を誇る「かのやばら園」を中心に豊かな 

自然や歴史・文化を活かした観光施設や農林水産物を生かした食文化など多彩な観光

資源があります。平成２３年３月の九州新幹線全線開業により、鹿児島市を中心とす

る本県への観光入込客は増加しております。しかし鹿児島市からの２次交通アクセス

整備か追いついていない当地域及び大隅半島への新幹線開業による効果は限定的な状

況にあります。また宿泊施設等についても、商用ビジネス客向けの施設が大半であり、

団体から、個人・グループ旅行へと変化している観光ニーズに対応するには、交通イ

ンフラや民間資本による施設整備等大がかりな投資と準備期間が必要であり、現在の

経済環境ではその実現可能性は低いと考えられます。 

課題と問題点 

前述の状況から当商工会地域の商工業の現状は、一次産業に偏った地域内経済循環構

造と、その一次産業も素材出荷型に特化した、付加価値を生み出すしくみが脆弱で、

経済波及効果が小さなものとなっている点が挙げられます。 

それに加え、少子高齢化、地域間における商業集積度合いの格差等の社会構造の変化

もあり、少ない地域内経済波及効果を経済循環に取り込む力が基本的に弱く、その構

成員である個々の小規模事業者を中心とする収益性が低いという現状にあります。 

従前は、地域内居住者による地縁血縁による消費によって支えられていたこれら事業

者の経済活動は、高齢化人口減少が現実のものとなり成立しづらくなっており、収益

力の低下は、廃業率の増加、後継者不足につながり、結果として地域内経済循環をさ

らに縮小させることになっています。 

 

【これまでの取り組み・実績】 

（鹿屋市・鹿児島県の取り組み） 

《鹿屋市役所「農業商社化」》を標榜し、一次産業の高付加価値化を市役所全部署の主

要目標として掲げる計画を現在策定中です。とくに 6 次産業化支援や、昨年開通した

高速道路ＩＣを活用し、市の産業団地内に、ＪＡ経済連と連携して、一次産品の加工

センターを建設する計画を策定し、生産地に隣接する利点を活かし鮮度優位性や、ス

ケールメリットを生かした高付加価値化への取り組みを行っています。また鹿児島県

も本年 4 月に当商工会地域の串良町に【大隅加工技術開発センター】を開設し、一次

産品の加工技術の開発、製造方法の指導拠点として活用し始めています。公的機関に

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となっ

ています。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ます。 
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（商工会の取り組み） 

特に人口減少と、商業集積の縮小が続く商工会地域にあたる周辺 3 地域において、各

地域の既存の集客イベント地域行事に積極的に参画。特に産業祭、地域伝統行事等は

企画、運営にも大きく関与し、地域コミュニティの円滑な運営と維持、入込客確保に

よる地域内経済循環の確保に努めています。 

前回の経営発達支援計計画認定後 吾平地域内で生産が緒に就いた一次産品【えごま】

を地域内の事業者が特産品として加工販売する際、加工技術、製造技術に関し専門家

による指導を実施するとともに、販路の確保、拡大にも取り組み、2 年目の今年、製

品化と販路確保が実現できました。 

 全国各地での物産展、商談会への出店支援、情報提供に加え、鹿児島県商工会連合会

のアンテナショップ【かごしま特産品市場】への出展支援を行い、前回申請時より 3

事業所 6 品目が増え、当地域から 10 事業者 35 品目出展し 2100 千円の販売実績を上

げています。また県内最大の交流人口の結節点である、ＪＲ鹿児島中央駅で土日を含

む 3日間実施した【商工会まるごと特産品フェア】にも 6事業者が出展し 1,600千円

程度の販売実績をあげ、地域特産品の消費者向けＰＲと、経済効果の確保をはかって

います。 

問題点と課題 

当商工会は、合併後、設置基準変更により合併前に18 名在籍していた職員も10名に削

減されました。合併前に対応していた業務も、業務量は変わらないため、職員個人毎

の処理能力のみでは、多様化する小規模事業者のニーズに対応出来ないのが現状です。

特に地域振興事業における各種イベント等や経営改善普及事業における基礎的支援業

務の割合が多くを占め、前回認定された経営発達支援計画を実施する職員が限定的と

なり事業実施規模が小さくなる傾向がありました。今後は小規模事業者の持続的発展

を目指し、既存事業の検証と見直しを図ることは勿論のこと、外部支援機関や更なる

専門家との連携を強化し、職員の資質向上を図り、経営支援業務の割合を増加させる

ことが喫緊の課題と考えます。 

 

【経営発達計画実施にあたる基本方及び目標】    

当商工会は、全国でも有数規模の一次産業集積地に存在する小規模事業者支援機関・

総合経済団体として、上述のような地域の強み、課題を踏まえながら 

①一次産業から派生する経済効果を域内経済循環拡大につなげ、構成員である小規模

事業者をはじめとする個別企業の経営力向上、収益力向上を図る。 

②地域コミュニティの重要な構成員である小規模事業者の事業継続を支援することで

地域経済循環の持続を図り、個別事業者の経営環境の維持を図る。 

上記実現のため、目標と対象を絞った支援メニューを策定し、当商工会地域の商工業

者の発達支援を行います。 

 

１．6次産業化の推進を図り小規模事業者のビジネス機会を創出します継続 

前回計画後の取り組みにより、6次産業化認定支援例は 2件、至らずとも異業種への

算入を図る事業者 5 件を創出。継続支援の結果、全事例で売上もしくは粗利益の向

上が図られました。これらを受け、当地域の特徴である、農畜産業の６次産業化の

推進や農商工連携による経営の革新に取り組み地場産業（小規模事業者）の振興を
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図るため「６次産業化・農商工連携推進事業」を積極的に推進します。具体的には、

地場産業への新規参入者の発掘や、経営計画の作成、全国展開支援事業等の実施に

よる販路開拓・新商品開発、商談会、展示会などへ積極的に参加し高付加価値化・

販路開拓支援を実施します。 

 

２.小規模事業者の経営環境把握を支援し、的確な経営判断と環境対応を可能にします。

新規 

前回計画後の取り組みにより、経営環境に関する情報提供のうち当地区の特性である

一次産業から派生する商売に結び付く情報の提供が上手く実現できませんでした。今

回は連携協定を結んだ地元ＪＡの支援を受け、地域経済に影響を与える一次産業の成

果情報を多面的に導入提供し経営者が客観的な現状把握、周辺環境の変化等を即座に

把握できる支援体制を構築し、経営判断や、需要創造への行動が即実行出来るよう支

援します。 

 

３.小規模事業者の事業計画策定を支援し、所得向上に繋げます継続 

前回計画後の取り組みにより累計 5業種 61事業所の事業計画策定支援を行いました。

その結果、小規模事業者が、６次産業化・経営革新計画承認等の各種補助事業の導入、

ビジネスチャンスや販路拡大機会の到来時、金融支援が必要な際、事業承継・第二創

業に取り組む際に不可欠となる事業計画策定についてその重要性を再認識し更に、専

門家、関係機関との連係を図りながら支援し、事業計画策定のメリットを事業者に最

大限活用してもらい、その結果として小規模事業者の業容拡大、所得向上を図ってい

きます。 

 

４.地域経済圏内の他団体との連携により経済循環の永続化・規模拡大を支援し、小規

模事業者の事業持続化を図ります新規 

前回計画後の取り組みを行ったものの、既存事業の実施に終始し、少なくなる地域住

民に対する新たな取り組みが不十分でした。外部専門家からも事業の新規性、需要創

造の実現性に疑問を呈されました。当商工会地区の地域経済循環を維持し、その経済

波及効果を高めるため、今回は、地域経済に大きな影響力を持つ地元ＪＡとの連携を

実施し、組織の垣根を越えた地域全体の需要の創造や域内事業者の拡充を図ります。 

                   

・包括連携協定先であるＪＡ鹿児島きもつきと会員情報、顧客情報、商品開発情報

を共有し 相互補完が可能なサービスについて、協業化を進めます。。これらによ

り地域全体の購買力拡大を実現し、地域経済循環の拡大と各構成事業者の利益向

上を図ります。 

 

 ・新たな創業ニーズ・第二創業ニーズを効果的に醸成させ、起業を強力に支援しま

す。その結果地域内での雇用や増加した付加価値分を地域内に循環させ、経済活

性化を図り、人口減少の中でも活力ある地域コミュニティの再生を図ります。 
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５. 経営支援体制の強化継続 

前回計画後の取り組みを行ったものの、多様化する小規模事業者のニーズに十分対応

出来ていないのが現状です。特に地域振興事業における各種イベント等や経営改善普

及事業における基礎的支援業務の割合が多くを占め、前回認定された経営発達支援計

画を実施する職員が限定的となり事業実施規模が小さくなる傾向がありました。今後

は小規模事業者の持続的発展を目指し、既存事業の検証と見直しを図ることは勿論の

こと、外部支援機関や更なる専門家との連携を強化し、職員の資質向上を図り、経営

支援業務の割合を増加させることが喫緊の課題と考え以下の内容を実施します。 

・支援体制を再構築し、指導員と支援員がペアを組んで支援業務にあたる体制に改

めます。 

・高度化した事業者の支援ニーズ、情報化された創業ニーズに最適な支援体制を実

施するために、経営指導ノウハウの専門化高度化を図るために中小企業大学校等

が実施する研修に支援担当者を派遣し、資質工業・研鑽を図ります。 

 

・これまで行っていた金融支援・税務支援・補助金支援・販路開拓支援・改善支援

など各種経営支援を整理し、経営分析から経営計画策定、経営計画実行までの一

貫した支援体制を体系的に再構築することで、経営課題の根本的解決をサポート

します。 

 

・産・学・官・金・民との幅広いネットワークを駆使することで、多様化・専門化

した経営課題に対して迅速に対応し、小規模事業者の経営基盤の改善と地域内創

業者数の向上に努めます。 
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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３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）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】 

＜第 1期における取組と成果＞ 

地域の経済動向については、県の[消費者動向調査]、全国連の[小規模企業景気動向

調査]・[中小企業景気動向調査]の結果についてダイジェスト資料を作成し、期間内

に計６回発行し巡回時に配布しました。ただし四半期ごとの実施はできませんでし

た。また専門家による分析も一回に留まり継続的に実施できませんでした。また巡

回等を通して小規模事業者のヒアリングを実施したものの、個々の事業者個別課題

への対応に終始し、業種別課題の把握はできなかった。支援ミーティングについて

は年３回の実施に留まりました。 

＜今後の申請における取組の方向性＞ 

（課題と事業目的） 

 前回同様に、県の[消費者動向調査]、全国連の[小規模企業景気動向調査]・[中小

企業景気動向調査] 結果についてダイジェスト資料を作成し、巡回時に配布します。 

今後は、専門家と連携し、経済動向の調査分析を調査ごとに実施するよう変更しま

す。また補足説明を強化し、活用方法を提案することにより、小規模事業者の経営

課題を明確化し、売上増加と収益率の向上により安定した、経営力強化を図り商工

業者の持続的発展を促進します。 

  また、調査・分析した情報は、個人情報管理に留意を図りながら、事業者への巡

回訪問（四半期に 1 回以上）により「地域経済動向情報」として提供することと併

せ、小規模事業者に対するヒアリングから「事業者個別の課題」に特化して分析明

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・支援員間でペアを組んだうえでの【支援ミーティング】（４ヶ

月に１回実施）時に提示して情報の共有と活用を図ります。 

      

（事業内容） 

（地域経済動向調査） 

（１）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継続 

【指針③】【既存事業】 

全国商工課連合会が実施する「小規模企業景況動向調査」結果に基づき、当商工会 

地域における小規模事業者の実態を把握する。管内の製造業、建設業、小売業、サ

ービス業における売上動向、収益動向、景況及び経営上の問題点などを把握・分析

を行ったもので小規模事業者等への情報提供と具体的な活用方法の提案を行う。 

前回計画後の取組時には分析結果を具体的な情報提供にまで至らなかったので、巡

回時の情報ダイジェスト版に記載して配布します。 

（２）鹿児島県内景況・企業業況調査による経済動向の情報収集と分析提供継続 

【指針③】【既存事業】 
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  当月の鹿児島県内の景況（生産活動、畜産関連、消費関連、観光関連、投資関連、 

貿易関連、雇用情勢、金融情勢、企業倒産)についてまとめたレポート毎月末に公

表しています。 

 

対 象：鹿児島県内主要企業 120社 

   項 目：業況、売上高、販売・仕入価格の動向、損益、資金繰り、設備投資状況な

どをアンケートした調査結果をまとめたレポート（年４回実施）。 

小規模事業者の経営計画の指標として活用する。 

前回計画後の取組時には分析結果を具体的な情報提供にまで至らなかった

ので、巡回時の情報ダイジェスト版に記載して配布します。 

 

（３）消費者動向調査による経済動向の情報収集と分析提供継続【指針③】【既存事

業】 

前回計画後の取組時には平成 27 年度消費動向調査について商工会報発行時に合わ

せ分析内容を周知するチラシを作成し会員向けに頒布しました。鹿児島県では、３

年に１回、消費者の購買動向を把握し、商店街などの地域づくりに活用するなどを

目的として標記調査を実施。平成 30年度に同調査が実施される為、集約されたデー

タを分析し、地域内の消費者ニーズを網羅した経済動向としての基礎資料として活

用する。また、分析データ及び県が作成する調査報告書を商工会のホームページ、

商工会報、巡回チラシ、市広報での周知を図ります。前回計画後の取組時には市広

報への掲示が出来なかったため、年 1 回を目標に掲載実現を図ります。また小規模

事業者等への情報提供と具体的な活用方法の提案についても、経営指導員・支援員

間の【支援ミーティング】（３ヶ月に１回実施）時に提示して研究し内容を拡充して

取り組みます。 

データの共有化（新規） 

調査・収集・分析したデータは商工会のファイルサーバにてデータベース化を図り、

職員が共有することで有効に活用します。 

 

・対象者：管内一般消費者約1,800人 

・項 目：買物交通手段、商圏内商圏外商品別購買動向、商品別の店の選定理由、

買物情報手段、商圏外で買物をする理由、無店舗販売の利用状況、大

型店舗の利用度合い等 

 

（４）一次産品の作況調査による経済動向の情報収集と分析提供継続【継続事業】 

前回計画後の取組時には、農業の作況情報が断片的にしか収集できず、地域経済へ

の影響を分析できる内容にまで集約できませんでした。今回は地元ＪＡ営農部門の

協力のもと作況状況から予想される農業生産額の分析を実施し商工会のホームペー

ジ、商工会報、巡回チラシ、市広報周での周知により小規模事業者等への情報提供

を図ります。【指針③】 

 対象品目：地域内主要一次産品 12品目、畜産品 5品目 

 項  目：作況指数、在庫量、出荷量、主要消費地市況、価格動向 
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（５）各種統計資料による経済動向の情報収集と分析提供継続（拡充実施） 

各種統計資料（国勢調査、経済センサス（商業統計含む）、家計調査、工業統計、農

業センサス、観光入込客数調査報告書等）を専門家と共に定期的に分析し、人口動

向、及び商業・工業・観光業動向をこれまで以上に精確に把握していきます。更に

結果について、商工会のホームページ、商工会報、巡回チラシ、市広報周での周知

を図ります。前回計画後の取組時には分析結果を商工会報に掲示したのみに終わり

（2 回）具体的な情報提供を行うため、巡回時の情報ダイジェスト版に記載して配

布します。小規模事業者等への情報提供と具体的な活用方法の提案についても、経

営指導員・支援員間の【支援ミーティング】（３ヶ月に１回実施）時に提示して研究

し内容を拡充して取り組みます。【指針③】【指針②】 

データの共有化（新規） 

調査・収集・分析したデータは商工会のファイルサーバにてデータベース化を図り、

職員が共有することで有効に活用します。 

 

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、商品情報、 

販売動向、今後の課題・見通し等 

 

(目 標) 

前回計画後は要約版を 1 回作製したのみでしたので、今回は調査を年 1 回以上、

分析は、毎年１回は実施するものとし、調査報告書及び要約版を作成し、対象業

種である小規模事業者を初め関係事業所･機関に配布するとともに、同頻度で商工

会ＨＰ上にも公開します。 

  

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 ＜第 1 期における取組と成果＞ 

 期間中に実施した経営計画作成先 61 事業所、その他 22 事業所計 83 事業所の経営分

内容 
事業

分類 
現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

小規模事業景気動向調査分析回数 
（1） 

1 4 4 4 4 4 

小規模事業景気動向調査提供回数 1 4 4 4 4 7 

県内景況・企業業況調査分析回数 
（2） 

1 2 2 2 2 2 

県内景況・企業業況調査提供回数 1 2 2 2 2 2 

消費者動向調査結果分析回数 
（3） 

提供 1 1 1 1 1 

消費者動向調査結果周知回数  4 4 4 4 4 

一次産品作況調査回数 
（4） 

1 １ １ １ １ １ 

一次産品作況調査提供回数 1 2 2 2 2 2 

各種統計資料分析 
（5） 

1 4 4 4 4 4 

各種統計資料分析結果提供回数 1 4 4 4 4 4 

調査結果報告書作成及び配布回数  1 2 2 2 2 2 

調査結果ＨＰ公開回数   2 2 2 2 2 
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析を実施しました。講習会は 29回 325名が受講しました。これらにより分析結果の

集積と事業者情報の収集は一定程度できました、但し外部専門家からは対象事業者の

業種分野が限定的（6 業種）であり、全小規模事業者への実施とは言い難いとの指摘

を受けており今後は業種分野の拡張と実施内容の充実を両立させる必要があると考

えます。 

＜今後の申請における取組の方向性＞ 

前述の反省を踏まえ、事業年度当初に、年間の支援対象業種分野と対象事業者の絞

り込み、実施成果目標を設定し、半期に一度、半期実績検討会議（新規）を実施し

確認を行います。 

（課題と実施目的） 

 経営情報の分析は、従来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

活用されるためには実施の頻度や、即時性で不十分でした。真に必要なタイミングで

分析結果を導き出し、小規模事業者等の経営判断やリスク回避に即時で役たててもら

い事業者の規模拡大・継続性の確保に資することを目的とします。 

 また、結果については、経営指導員の巡回・窓口指導、各種セミナー等を通じ小規 

模事業者への事業計画策定へ反映させます。専門的な課題等については、鹿児島県、

（財）かごしま産業支援センター、ミラサポ、（独）中小企業基盤整備機構南九州事

務所、鹿児島県商工会連合会の専門家、コーディネーター等と連携し、小規模事業者

が抱える経営課題解決について丁寧にサポートする体制を構築します。 

 

（事業内容） 

（１）【巡回指導時】継続 

支援対象事業者を地域別あるいは事業別に分担し計画された時期に定期的に訪問

事業者への巡回訪問（四半期に 1 回以上）し、小規模事業者の経営課題や需要動

向等のヒアリングを基に、 

①、地域経済動向調査情報にて得られた売上高、現在の状況、来期の見通等の分

析結果も考慮し、財務諸表等により個社単位での経営状況や経営課題について

分析を行うほか、個社の収益性･安全性・生産性・活動性・成長性分析を行い、

数字による経営状態を分析します。 

②対象事業者の持続的発展に向け、後継者の確保、保有する技術やノウハウ、設

備等の経営資源についても分析を行います。 

【窓口相談時】 

経営指導員が随時対応するものとし、経営指導員が不在の場合は他の職員が対応

し、それに基づき経営指導員が巡回指導します。 

データの共有化（新規） 

前回実施時に職員間の情報共有が不十分であったことから、調査・収集・分析し

たデータは商工会のファイルサーバにてデータベース化を図り、職員が共有する

ことで有効に活用します。 

【指針①】【既存事業】 
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（２）支援対象事業者を対象とした講習会・セミナーを定期的に開催し事業者への巡回

訪問（年 1 回以上）、需要動向、販売・技術ノウハウ等についての最新情報を提

供するとともにヒアリング調査により出席事業者の情報を収集します。 

 

   項目 支援ニーズ、投資計画、資金計画、新分野展開ニーズ 

 

講習会・セミナーは、連携する支援機関からの専門家・コーディネーター及び先

進企業の経営者などの実務者を講師として招聘し効果的なセミナーを目指しま

す。【指針①】【既存事業】 

（３）上記（1）、（2）から特に個別指導がふさわしいと【支援ミーティング】時に選定

された事業者に対し個別指導として 

  ①財務診断を行い、巡回指導時にヒアリングした定性項目のデータと併せて経営分

析を行います。財務診断では実数分析・比率分析により、当該企業の収益性、安

全性、成長性、資金繰り等を分析し、専門知識を有する税理士、中小企業診断士

等と連携し、販売管理、顧客管理、財務管理等の項目を併せて総体的な経営分析

を行います。 

②対象事業者の持続的発展を目的とし後継者の有無、保有する技術やノウハウ、設

備等の経営資源等の強み・弱みの把握を実施し、安定的な経営基盤構築のための

具体策を策定するとともに、必要に応じて後継者マッチングやＭ＆Ａ等の機会・

情報提供を行う。 

当該事業者に情報提供するとともに、経営指導員・支援員間の【支援ミーティング】

（３ヶ月に１回実施）時に提示して情報共有と蓄積します。【指針①】【既存事業】

継続 

データの共有化（新規） 

調査・収集・分析したデータは商工会のファイルサーバにてデータベース化を図り、

職員が共有することで有効に活用します。【指針①】【既存事業】 

   

 

（４）このような活動により収集した支援対象事業者の経営状況、商品・サービス等の 

需要動向など総体的な情報等を、経営指導員を中心とした分析チームを編成、整理

分析し、データベースを構築し、事業者からの相談に応じて必要な情報を提供しま

す。分析チーム会議は、原則として毎月１回実施し、データベースの更新を行いま

す。継続【指針③】【継続事業】 

 

（５）以上の巡回・窓口指導、セミナー開催、経営分析、情報分析事業によって得られ 

た結果をもとに支援対象事業者の経営課題、問題点を抽出・整理し、定期的にレポ

ートを作成、経営カルテと合わせ、経営計画策定等の基礎資料として活用します。

継続【指針①】【継続事業】 

 

（目 標） 

  巡回訪問件数、セミナー開催、経営分析、ミラサポ・中小機構等の専門家招聘件数 
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について下記のとおり設定し実施を進めます。 

 

項  目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

巡回訪問件数 285 300 300 300 300 300 

セミナー受講人数 181 200 210 220 230 230 

経営分析件数 51 50 50 50 50 50 

ミラサポ・中小機構

等専門家支援件数 
68 70 70 75 75 80 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 ＜第 1 期における取組と成果＞ 

 期間中に実施した経営計画作成先は 61事業所、年度あたり 30件と計画を若干上回る

実績でした。当初補助金申請や、金融斡旋という直接的経緯で計画策定に至った後、

事業承継の際に再度活用する事例 3 件、投資計画の策定に活用 6 件、新規事業取組 2

件・転換に活用する事例各 1件等、計画策定が端緒となり事業者の環境変化に対応し

た対策を打つ支援を行う事が出来た。但し外部専門家からは対象事業者の業種分野が

限定的（6 業種）であり、全小規模事業者への実施とは言い難いとの指摘を受けてお

り、また補助金申請等の為の事業計画策定という状況を改善できませんでした。今後

は業種分野の拡張と実施目的の明確化を両立させる必要があると考えます。 

 ＜今後の申請における取組の方向性＞ 

前述の反省を踏まえ、事業年度当初に、年間の支援対象業種分野と対象事業者の絞り

込み、実施成果目標を設定し、半期に一度、半期実績検討会議（新規）を実施し確認

を行います。また調査・収集・分析したデータは商工会のファイルサーバにてデータ

ベース化を図り、職員が共有することで有効に活用します。 

（課題と実施目的） 

  当地域の小規模事業者の置かれた現状は、高齢化社会が急速に進み、人口減少や事

業所数・商店数の減少等により経営環境が激変していることに加え、その変化に対

応し自らのビジネスモデルを再構築するための顧客ニーズや自社の経営分析など

経営課題の解決に繋がる糸口を掴めていない状態です。また事業計画を策定する必

要性や有効性の理解が行き届いていないことも大きな課題です。 

このため、巡回指導やセミナー等への参加を通して、地域経済動向調査や消費者

需要動向調査等の分析結果に基づいた的確な事業計画策定の重要性を認識させるこ

とが急務です。これらの機会を通じて事業者自身が主体的能動的に計画策定に取り

組む必要性に気づき、当商工会としては策定する効果、メリットを示しながら専門

家の支援を加え、計画策定により小規模事業者等の収益力向上に資することを目的

とします。 

（事業内容） 

前回の反省を踏まえ、事業年度当初に、年間の支援対象業種分野と対象事業者の

絞り込み、実施成果目標を設定します。 

□セミナー・相談会開催による事業計画策定支援継続 

年度当初に絞り込みを行った支援対象事業者事業を対象とした事業計画策定等に関

するセミナー、個別相談会を開催し事業計画の重要性、計画策定のノウハウ等につ
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いての理解・認識を深めてもらいます。 また、事業計画策定を目指す小規模事業

者の発掘を進めるとともに、連携する支援機関からの専門家・コーディネーターを

講師として効果的な講習会・セミナーを開催します。【指針②】【既存事業】 

 

□積極的な巡回・窓口指導による事業計画策定支援継続 

巡回訪問・指導時に年度当初に絞り込みを行った支援対象事業者事業者の事業計

画策定の状況等について確認し、未策定の場合は、策定のメリット、補助金制度

等の支援メニューを例示し、計画策定の働きかけを行います。また事業計画策定

時には、専門家派遣等により事業者の自主的策定を物理的に支援します。【指針②】

【既存事業】 

 

□金融税務相談等による事業計画策定支援継続 

金融、税務などの経営相談の際に、それらの相談と併せて事業計画策定に係る相 

談・支援について説明し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行い 

半期に一度実施する半期実績検討会議（新規）において支援対象者の洗い替えを 

行います。【指針②】【既存事業】 

 

□各種補助金申請支援による事業計画策定支援継続 

国や地方自治体が実施する補助金制度等の申請時に、事業者に求められる事業計画

策定について、地域経済動向調査や経営分析等で蓄積した情報を活用しながら事業

計画の策定支援を行います。【指針②】【既存事業】 

 

□創業・第二創業者に対する創業計画策定支援継続 

  平成 27 年 1 月に産業競争力強化法に伴う創業支援ネットワークが鹿屋市に設置さ

れ、参加団体からの情報提供や案件検討依頼が多くなっています。今後は、定期的

に国及び市が実施する創業支援事業・空店舗対策事業等の情報について、ホームペ

ージ・メール配信などを活用し広く周知しながら、創業・第二創業の掘り起しと、

専門家・外部機関と連携した創業計画の策定支援を行うことにより、創業者の増加

を図ります。【指針②】【新規事業】 

 

□特産品開発・販路拡大事業参画者対する事業計画策定支援継続 

 平成 27～28年度全国連の【全国展開支援事業】に取り組み、特産品開発、販路開 

拓実施し、吾平地区のエゴマの産地化商品化に一定の成果が見られました。今後は、

参画事業者が事業成果を販路拡大等で商業段階に移行する際の事業計画策定を支援

し、全国展開支援事業の事業効果を最大化するとともに、参画事業者の利益向上に

繋げていきます。【指針②】【新規事業】 

 

（目 標） 

   事業計画の策定に関するセミナー・相談会を開催し、事業計画を策定する重要

性・必要性・有用性について認識・理解を深め、個別相談会を併せて実施すること

で、事業計画等の策定対象事業者の掘り起こしを行います。 
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また、事業計画の策定を目指す小規模事業者については、金融相談やものづくり補

助金、小規模事業者持続化補助金等の具体的な支援策の活用をテーマにセミナーを

実施し、計画性のある経営のあり方を目標としてもらうための事業計画策定支援を

行います。小規模事業者を対象とした事業計画策定等に関するセミナー、個別相談

会、事後指導、フォローアップ、ミラサポなどの専門家活用を図ります。また小規

模事業者経営発達支援融資制度の利用について下記のような目標に向けて実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー・個別相談会

開催件数 
集団１回 

個別 2件 

集団 2回 

個別 3件 

集団 2回 

個別 4件 

集団 3回 

個別 5件 

集団 3回 

個別 6件 

集団 3回 

個別 7件 

事業計画策定事業者

数 
23件 25件 30件 35件 40件 45件 

創業・第二創業者事業

計画策定事業者数 2件 5件 8件 10件 10件 10件 

特産品開発・販路拡大

事業参画者事業計画

策定事業者数 
0件 5件 8件 8件 9件 10件 

事業計画策定事業者数 

合計 
25件 35件 46件 53件 59件 65 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
＜第 1期における取組と成果＞ 

 期間中に実施した経営計画作成先 61事業所については、商工会の共有サーバー上に情

報データベースを構築し計画策定後の、巡回頻度、訪問頻度を継続的に記載管理する

仕組みを構築しました。結果、当初策定時以降、計画を基に他の事業展開時に活用で

きた事例が 10事業所ありましたが、外部専門家から成果数が限定的であるとの指摘を

受けました。 

（課題と実施目的） 
既存の取り組みでは、小規模事業者等が事業計画を策定しても、契機となった補助金申

請や、金融支援要請時に活用されて以降、実施状況や進捗状況について、定期的、定量

的・客観的に管理することがなされておらず、また計画に関わる利害関係者間で情報共

有がなされない状況が散見されました。今後は、前述３において支援を実施した全計画

策定事業者を対象に小規模事業者等の計画策定のあらゆる契機を把握し、作成された事

業計画書経営計画情報を集約管理するしくみを構築し、定期的、定量的、客観的に進捗

状況について把握しながら、国や地方公共団体、関係機関の実施支援策を活用して、伴

走形のフォローアップ支援を実施します 
＜今後の申請における取組の方向性＞ 

前述の反省を踏まえ、事業年度当初に、前述３において支援を実施した全計画策定事業

者を対象に年間の支援実施成果目標を設定し、半期に一度、半期実績検討会議（新規）

を実施し確認を行います。 
（事業内容） 
前述３において支援を実施した全計画策定事業者を対象に経営指導員等が対象事業者

への巡回指導（四半期に一回以上）や窓口指導（随時）での支援内容を経営指導員・

支援員間の【支援ミーティング】（3ヶ月に 1回）の場で情報共有し、その結果を履歴

管理システムに入力します。全体の進捗状況、支援の偏り等を事務局長が半期に一度

管理し、支援漏れ、遅れ等を防止します。 

 

□各種セミナー、巡回・窓口相談を契機とする計画策定事業者に対する実施支援継続 

 国・県市各種団体等が行う支援及び公的資金の利情報等 及び公的資金の利情報等 

及び公的資金の利情報等 について商工会のホームページ、商工会報、巡回チラシの

他に、クラウドコンピューティングによる対象事業者をメンバーとするグル―ウェ

ア上や、ＳＮＳを活用して情報提供していきます。 

 

□金融相談・経営課題解決相談を契機とする計画策定事業者に対する実施支援継続 

関係する民間金融機関・日本政策金融公庫等と情報交換の場（半期に１回以上）を設

け相互の持つ情報交換、支援方針の確認等を実施します。また必要に応じて、専門家

派遣制度を活用して、事業者に不足する経営資源等を外部から支援し、計画進捗を確

実なものとしていきます。また金融機関との協議の場に支援した専門家をワンテーブ

ルミーティング（年一回以上）も実施します。 
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  □創業・第二創業相談を契機とする計画策定事業者に対する実施支援継続 

創業者に不足しがちな、販路や顧客等の外的要因を補完すべく、商品力向上・営業力

強化、製品開発力強化を軸に経営指導員、専門家派遣を実施して支援します。また事

業計画自体に一定の定量評価基準：付加価値額(営業利益＋人件費＋減価償却費)年

3％以上、経常利益年 1％以上の向上を設け、達成度合いを巡回指導（四半期に一回

以上）や窓口指導（随時）での支援内容を経営指導員・支援員間の【支援ミーティン

グ】（3ヶ月に 1回）の場で確認し支援内容の最適化をはかっていきます。【指針②】

【新規事業】 

 □特産品開発・販路拡大事業参画を契機とする計画策定事業者に対する実施支援継続 

  当商工会が取り組む特産品開発事業において、特産品開発、販路開拓に取り組む参

画事業者については、同事業の実行委員会と連携し、市場調査、商品開発、商品化、

販路開拓、販売開始の各段階ごとの事業の進捗と、当該事業者の策定計画との整合

性、到達度合いを事業段階に合わせて確認（年二回程度）実施します。その際【全

国展開支援事業】自体の成果達成に配慮しつつ、参画事業者の個々の事業計画達成、

収益力向上に資する共通課題を分析しながら、同事業との相乗が図れるシナジーを

見出すための支援を実施します。 

（ 目 標 ） 
事業計画を策定した小規模事業者に対して、セミナー等への参加や個別相談、専門

家と連携した取り組みなど、策定した事業（創業）計画の点検・改善を多面的体系の

もとに支援を行います。 
また、事業計画策定後も四半期に１回は進捗状況を確認し必要に応じた支援・指導を

行い、フォローアップ支援及び創業後支援、後継者育成支援などを伴走して行うこと

で小規模事業者及び新規創業者等の持続的発展に繋げていくことが目標です。 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
＜第 1期における取組と成果＞ 

  前回期間中に、各種統計調査、情報誌分析、商品券発行に伴うアンケート実施、専 
門家に依頼して地域特産品についての市場性調査を実施し、報告書にまとめて関係 
機関等に供覧した。（１回）また、本年度地方公共団体連携型商談会事業に取り組み、

福岡県で商談会・販売会を実施した。ただし地域経済循環の大きな部分を占める一次

産業者への巡回情報収集は実施できなかった。 

  項 目 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定事業者フォ

ローアップ延べ件数 
23件 100 件 120 件 140 件 160 件 180 件 

創業・第二創業者事業計画

策定事業者フォローアッ

プ延べ件数 

2件 20件 32件 40件 40件 40件 

特産品開発・販路拡大事業

参画者事業計画策定事業

者フォローアップ延べ件数 
0件 20件 32件 32件 36件 40件 

フォローアップ延べ件数

合 計 
25件 140 件 184 件 212 件 236 件 260 件 



１７ 
 

＜今後の申請における取組の方向性＞ 

  前回同様の調査を行うとともに、実施できなかった一次産業者への巡回、情報収集

に関して、今回新たに連携協定先地元ＪＡの営農指導部門の協力を得て、共同で実

施する計画とし、実効性を高めます。さら本年度実施した商談会実施ノウハウを活

用し、商談会開催時のバイヤー・流通関係者からのフォードバック情報を集約する

仕組みを作ります。また成果の周知広報手段が、限定的であるとの指摘があり、巡

回時の情報リーフレット、ＨＰ上での公表を実施し、地域経済循環を構成する幅広

い層に周知出来る体制にします。 
 （課題及び実施目的） 

現在の高度に高度化・情報化・細分化された市場経済では、既存の商圏や消費者動向

の捉え方、分析・判断では、真のニーズに到達し、商行為を通じて収益を上げていく

ことが厳しくなっています。特に当商工会のように一次産品からの資金流入で経済循

環を構築している地域では、経済循環内部の需要動向に加え、遠く離れた都市部での

一次産品の消費動向や、市場優位性等にもアンテナを張り、経済循環の源泉を最大化

させることが経済循環を構成する小規模事業者等に求められます。 
そのため経済循環内部の地域とともに一次産品で関連付けられる大消費地の需要動

向をも、目的に応じて調査・分析する必要があります。その結果潜在的な消費ニーズ

や、未開拓・未発露のニーズを先行取得し、最適化した役務を、最適なタイミングで

提供するしくみをつくり、一次産業を基軸に裾野のように商業者と連携する体制を整

備し、地域経済循環の規模拡大と、個々の事業者の利益の最大化を図ります。 
 

（事業内容） 
 

（１）【鹿屋市プレミアム商品券」事業におけるアンケート調査の実施継続 

地域内で取り組む事業者が多い、一次産品の加工品。特に「さつまいも加工品（7

事業所）、黒牛・黒豚加工品（8事業所）、えごま加工品（5事業所）」について鹿屋

市で実施されるプレミアム商品券発行事業に併せ、購入者に実施されるアンケート

の中で消費者の商品力評価、購買ニーズ、改善点について調査を実施（4品目各 30

サンプル 計 120サンプル程度）し、民間調査会社などの専門家を交えて分析を行

い、データを集約しＢｔｏＣの観点で需要動向を分析するとともに対象事業者への

巡回時や個別指導時に提供し、商品開発や改良、販路開拓の基礎資料として還元し

ます。 

調査項目 

品質・価格・ラベル等商品力 

購入シーン・購入ニーズ 

改善・改良要素 

 

（２）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（流通業、卸売業）に対し、地域内で取

り組む事業者が多い、一次産品の加工品。特に「さつまいも加工品（7事業所）、黒

牛・黒豚加工品（8事業所）、えごま加工品（5事業所）」について、商品力や市場

性、競合優位性、改善点についてアンケート調査を実施（4品目各 50サンプル 計
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200サンプル程度）し民間調査会社などの専門家を交えて分析を行い、データを集

約しＢｔｏＢの観点で需要動向を分析するとともに対象事業者への巡回時や個別

指導時に提供し、商品開発や改良、販路開拓の基礎資料として還元します。 

調査項目 

品質・価格・ラベル等商品力 

競合状況・市場性・優位性 

販路確保の可能性 

改善・改良要素 
 

(目 標) 

（需要動向調査対象事業者数） 
事業分類 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

さつまいも関連事業者 7 9 10 10 12 

畜産関連事業者 8 8 10 12 12 

えごま関連事業者 5 5 6 10 10 

 
 
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】 
＜第 1期における取組と成果＞ 

 実施期間中に、県商工会連合会アンテナショップにおける鹿屋市フェアを計 5 回延 6

日間実施し、延 10 事業者 12 品目の販路開拓支援を実施。また周辺地域と共同した特

産品販売会『大隅まるごと特産品フェア』を計 3 回延 9 日間開催し延 9 事業者の販路

開拓支援を実施した。また本年度は地方公共団体連携型商談会事業に取り組み、福岡

県で商談会・販売会を実施。25 事業者の販路開拓に取り組んだ。但し専門家からはリ

アル店舗での販売会商談会のみであり、ＩＴ活用によるネット空間の活用も課題であ

るとの指摘を受けました。 
＜今後の申請における取組の方向性＞ 

 前回同様の取り組みを継続するとともに、場所や期間を限定しない需要掘り起こしの

場としてＩＴを活用した販売促進策を新たに設定し、小規模事業者の事業参画への障

壁を少なくすることに配慮します。 

（課題及び実施目的） 

これまでの販路開拓は、地域経済循環内の限られた需要には積極的な働きかけとなら

ず、需要の大きさが想定される地域外の大消費地を志向した活動が大半でした。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ました。 

今後は経営発達支援の具体策として取組む、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・未露見のニーズを想定し最適化した役務を提供するしくみつ

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、利益拡大を図ります。 
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（事業内容） 
事業計画書の作成支援時に構築したデータベースを基に、 
①事業者の販路開拓ニーズや取組状況も属性情報としてデータベース化 
②データベースに基づき経営指導員等が対象事業者への巡回指導（四半期に一回以上）

や窓口指導（随時）でのヒアリングを通じて支援ニーズを収集 
③ ②で収集した支援ニーズをデータ化、需要動向調査で得られた分析結果を加味した

上で分析 
④経営指導員・支援員間の【支援ミーティング】（3 ヶ月に 1 回）の場で情報共有し、

販路開拓支援メニューの検討を行います。 
⑤個々の事業者に最適化された販路開拓支援メニューを提案し、また当商工会独自の支

援メニューの組成にも反映させます。 
 
（１）広域的な商圏を目指す販路開拓支援継続  
県、鹿屋市、鹿屋商工会議所、九州圏域の各団体、民間事業者の主催する各種商談会・

求評会・販路拡大のための各種取組等への小規模事業者の出品参加を促進します。参加

事業者には事前準備としてのＦＣＰシート作成や陳列方法、セールス・商談手法等につ

いて、また事後のフォローアプローチの実施内容検証等の具体的手法について専門家を

交え支援を実施し、事業者が既存商圏を越えた九州圏域・全国域（全国規模の流通事業

者）の広域的な商圏への販路拡大を図ります。 
商談会名 開催趣旨 入場者数 出店者数 
九州食の展示商談会 九州全体の６次産業化・農商工連携、

農林水産物・食品の販路拡大を目的 
10,000名 約 200 事業者 

そうしん大隅食＆アグリ

マッチングフェア 
地元金融機関が首都圏の金融機関取

引先を招待しマッチングを図る 
1,300 名 約 50 事業者 

イオン九州「鹿児島うまい

ものフェア合同商談会」 
イオン九州全店舗で実施するフェア

を契機とした新商品開拓商談会 
100名 約 80 事業者 

 
   （２）周辺商圏を目指す販路開拓支援事業継続 

   周辺商圏である鹿児島市において開催される、農畜産物・加工品に特化した展示会・

物産展等に向けて、鹿屋市、鹿屋市特産品協会と連携し、小規模事業者に対して 

・出展情報の提供 

・出店展示内容の専門家指導（ＦＣＰシート作成や陳列方法、セールス・商談手法

に事後のフォローアプローチの実施方法・検証方法等） 

・出店経費の助成等 

の出展支援を行うとともに、大隅地域商工会等の共催により展示会・商談会を開催

し、当商工会地域の「農畜産物、農畜産物加工品」の販路拡大と認知度の向上を図

ります。【指針④】【既存事業】 
商談会名 開催趣旨 入場者数 出店者数 
おおすみアグリフード商

談会 
鹿屋市並びに大隅地域の農畜水産

物・加工品を中心とした対象事業者

の方々の更なる販路拡大・販売促進

を支援する 

2,000 名 約 50 事業者 
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かごしまの逸品商談会 鹿児島の農林水産物やその加工品、

菓子、飲料等の食品を県内のバイヤ

ーに紹介し販路拡大を支援する 

1,500 名 約 100 事業者 

イオン九州「鹿児島うまい

ものフェア合同商談会」 
イオン九州全店舗で実施するフェア

を契機とした新商品開拓商談会 
100名 約 80 事業者 

 
（３）特産品開発・販路拡大事業に係る販路開拓支援事継続 

 当商工会が取り組む全国連の【全国展開支援事業】において、特産品開発、販路開 

拓に取り組む参画事業者については、同事業の実行委員会と連携し、市場調査、商品 

開発、商品化等の事業進捗を踏まえ、来年度以降、想定される消費地において独自の 

展示会、商談会を実施し成果が導き出されるまで持続的な支援を実施します。 

【指針④】【継続事業】 

事業実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ＩＴ活用による支援（新規事業・拡大拡充） 

地域資源を活用した特産品の販路拡大のための情報発信は、小規模事業者の自助 

努力だけでは不十分であり、本発達支援計画を通して開発した新商品・新サービ 

スについて、ＷＥＢ通販を志向した形で以下の支援を実施する 

・ＷＥＢ特化型の商品力向上・商品改良 

・商材写真等の発信手段の工夫 

・受発注方法・入金管理等のシステム導入 

・ロジスティックの堅確なシステム構築 

上記支援とともに商工会のＨＰやＳＮＳ等を活用した広告宣伝・販売促進を実施

し、外部専門家を活用して即効性の高い販路開拓を実現できるサイト構築又は掲載

連携を実現し、場所や時間に拘束されない販路開拓支援メニューとして、幅広い小

規模事業者の参画を促します。 

（目標） 
実施内容  ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 
広域的な商圏を目指す販路開

拓支援 
支援対象先数 20 20 24 24 26 
成約数 7 7 8 8 9 
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周辺商圏を目指す販路開拓支

援 
支援対象先数 20 20 24 24 26 
成約数 8 8 9 9 10 

特産品開発・販路拡大事業に

係る販路開拓支援 
支援対象先数 6 8 10 10 10 
売上額 100 万円 200 万円 250 万円 250 万円 250 万円 

ＩＴ活用通販サイト参加事業 事業者数 10 10 15 15 15 
売上額 120 万円 150 万円 220 万円 240 万円 240 万円 

 
Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

Ⅰ．地域活性化事業 

＜第 1期における取組と成果＞ 

実施期間中に、地域経済循環の新たな担い手創出策として創業塾開催 1 回（10 回シリ

ーズ 参加員数 11名）を行い、創業ニーズの掘り起こしを行った。また鹿屋市等と創

業応援ネットワークを実施し、期間中 11回の協議を行い、地域内の創業ニーズに関す

る情報共有、相互連携の上での事業者支援を実施。また商工会議所、日本政策金融公

庫と連携し、毎月 1回創業相談会を実施。これらにより期間中に 11先の創業者支援を

実施し創業にこぎ着けました。また吾平地域内で生産が緒に就いた一次産品【えごま】

を地域内の事業者が特産品として加工販売する際、加工技術、製造技術に関し専門家

による指導を実施するとともに、販路の確保、拡大にも取り組み、2年目の今年、製品

化と販路確保が実現できました。これらについては外部専門家からも一定の評価をい

ただきました。 

＜今後の申請における取組の方向性＞ 

 前回同様の取り組みを継続するとともに、創業ニーズの更なる掘り起しを実施しま

す。また前回実施した吾平町の特産品開発支援をモデルに、域内の他地域での特産品

開発に対象を拡大させ、当会管轄の 3 地域で 3 品目以上の特産品開発を実施し、小規

模事業者の収益機会と雇用機会の確保を支援します。また支援ニーズの広がりをうけ、

人的資源の最適化の観点から、地域振興イベントの見直しを実施します。 

（現状と事業目的） 

 一次産品をそのまま首都圏をはじめとした大消費地へ出荷するだけにとどまる現在の

環境では、地域内における経済的メリットは最小限にとどまり、結果としてそこから

派生する地域経済循環が発生しにくい循環サイクル未成の状態にあります。また市場

ニーズからかい離が著しい当商工会地域の旧弊化した経済循環を再生するためには新

たな経営環境に対応し、積極的に地域での事業展開を志向する新たな構成事業者の参

入が不可欠です。 

 

（事業内容） 

（１）創業・事業承継支援による地域経済循環の継続性確保継続  

  国・県・鹿屋市・鹿児島県商工会連合会・肝属地区広域指導センターと連携して創

業・事業承継に関する勉強会を開催し、起業・創業・事業承継による第二創業支援

を行います。また、鹿屋市・鹿屋商工会議所・かのや市商工会・日本政策金融公庫

鹿屋支店による【鹿屋市創業応援ネットワーク】による創業希望者への支援体制強

化を図ります。具体的には当本所で毎月相談会を実施し、創業者のワンストップ支

援を実施します。また創業後も経営指導員による巡回指導等を通じ新商品開発・販



２２ 
 

路開拓などの指導・助言を行うことにより、創業者数を増加させ、地域経済の活性

化を目指します。 

 

(２) 一次産品の特産品による「かのやブランド」の構築による地域経済活性化継続 

一次産品一大供給基地として産業構造を整備してきた当地では一次産品の加工関連

事業者の育成や、素材や、加工方法ごとに関連付けた特産品開発・販路開拓への取り

組みは脆弱であった。今後は商工会が原料確保から製品化、販路開拓にまでこぎ着け

た吾平エゴマ産特産品化事業のノウハウを他地域の特産品開発にも応用し、特産品の

高付加価値化に向けた販売戦略を構築し、連携協定先の地元ＪＡと関連産業との連携

による「個性豊かな地域ブランドの確立」により地域経済の活性化を図ります。 

①開発を予定する加工特産品 

・レトルト商品（2種類）・ドレッシング商品（2種類）・ドリンク（2種類） 

②小規模事業者の商品化支援 

・鹿屋市が計画する、「加工特産品製造施設建設計画」や県大隅加工技術開発センター

と連携し、小規模事業者の初期投資を軽減し、受託加工生産による体制を構築し特

産品開発、商品化支援を実施します。 

  （目 標） 
 支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
創業相談会開催回数 8 回 9 回 12 回 12 回 12 回 12 回 
創業支援者数 11 人 7 人 8 人 9 人 9 人 9 人 
第二創業（経営革新） 
支援者数 3 人 20 人 22 人 24 人 24 人 24 人 

ミラサポ・中小機構等 
専門家支援件数 12 件 15 件 20 件 25 件 25 件 25 件 

 

（３）地域イベントによる地域経済活性継続 

（目的） 

  地域内経済循環の拡大に資する外的要因として、域外購買者の導入、域外消費者へ

の情報発信、交流拡大を実施し、域内への外部資金の導入を図るとともに、地域活性 

 化を図ります。但し前回実施時に他の地域活性化事業（創業者支援・特産品開発）が

成果を上げる反面、支援を行う人的資源が限られる中、地域イベントについては市町

村合併 10年を超えた現在、整理統合を議論する段階にあり、その環境西部を今回は実

施します。 

（事業内容） 

 （１）串良二十三や市、吾平木市、輝北畜産祭りでの地域特産品等販売 PRコーナー 

の運営、吾平夏祭り、串良夏祭り、輝北祭りでの地域特産品の販売 PRを行い、

商店街活性化のための売出の抽選会等を行います。鹿屋市、農協と連携し串良

黒土祭り、吾平畜産祭りへ地域商工業者の出展を促進し地域の特産品、農畜産

物・加工品のＰＲ，販売を行い、地産地消、消費の拡大を図ります。また競合

するイベント、開催時期が近接するイベントについては開催方法の再検討を実

施し、全体としての整理統合の土壌づくりを実施します。 
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□串良二十三や市 

 ・かのや市商工会串良本所主催。昭和３０年代に復活。毎年、1月の第 4土・日曜日 

に開催されます。花木・陶器・刃物・地域特産品を販売する市。300店舗が出展し 2

日間で約 75,000人の人出で賑わいます。 

□吾平木市 

・かのや市商工会吾平支所共催。平成２年から開催。毎年、1月の第２土・日曜日に 

開催されます。花木・陶器・刃物・地域特産品を販売する市。100店舗が出展し 2日

間で約 8,000人の人出で賑わいます。 

□輝北畜産祭り 

 ・かのや市商工輝北支所主催。昭和 52年から開催。毎年、4月の第 2日曜日に開催さ 

れます。地域の特産品を販売する。20店舗が出展し約 1,500 人の人出で賑わいます。 

□吾平夏祭り 

・かのや市商工会吾平支所共催。昭和 35年から開催。毎年、8月の第 1日曜日に開催 

されます。神輿パレード、花火大会。30 店舗が出展し約 5,000 人の人出で賑わいま

す。。 

□串良夏祭り 

・かのや市商工会串良本所主催。平成 20年から開催。毎年、7月の第 4土曜日に開催 

されます。総踊りコンテスト・花火大会。10 店舗が出展し約 4,000 人の人出で賑わ

います。 

□輝北祭り 

・かのや市商工会輝北支所共催。昭和 50年から開催。毎年、11月の文化の日に開催 

されます。ステージイベント。30店舗が出展し約 5,000人の人出で賑わいます。 

□黒土祭り 

・かのや市商工会串良本所共催。昭和 40年代から開催。毎年、11月の勤労感謝の日 

に開催されます。農畜産物の販売。50店舗が出展し約 10,000人の人出で賑わいます。 

□吾平畜産祭り 

・かのや市商工会吾平支所共催。昭和 53年代から開催。毎年、11月の第 2日曜日に 

開催されます。農畜産物の販売。25店舗が出展し約 8,000人の人出で賑わいます。 

 （目標） 

 項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

開催回数 7回 7回 6回 6回 5回 5回 

出展者数 43人 45人 40人 40人 35人 35人 

来場者数 8万人 8.1万人 6.5万人 6.5万人 5.5万人 5.5万人 

 

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み。 

＜第 1期における取組と成果＞ 

実施期間中に、市役所、県、ＪＡ等との関係機関のワンテーブルミーティングを 2回、

個別協議を計 18回実施しました。また法定研修、講習会の他に、販売会、商談会の自

主開催を行いＯＪＴとして、開催ノウハウ、出展者支援ノウハウを職員間共有するこ

とができました。但し、システムとして構築したデータベースへの情報蓄積活用が上

手くはかられませんでした。 
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＜今後の申請における取組の方向性＞ 

前回の取り組み以降、人口減少の顕在化、産業構造を越えた経済活動の輻輳化、高度

化が進展しており、これまで関連の薄かった分野や、団体とも既成の垣根を越えて連

携し地域経済循環の強化による小規模事業者支援の実効性を向上させます。 

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 

□ステークホルダーの観点 

経営発達支援事業の推進について、鹿児島県、鹿屋市、鹿児島県商工課連合会、大隅

よろず相談窓口、ミラサポ、（独）中小企業基盤整備機構南九州事務所など定期的（年

一回以上）ワンテーブルミーティングを実施し、推進上の課題、懸案事項、要望等に

ついて実例を低減し検討協議します。 

  □広域での観点 

県域の支援機関を対象とする「経営指導員等支援者研修会」や地区の経営指導員、 

経営支援員が集まる「肝属地域広域指導協議会」においてにおいて、支援の現状、支 

援の動向などについて先行事例優良事例の収集を行い、当商工会地域での活用方法を 

指導員・支援員の【支援ミーティング】（3ヶ月に 1回で検討し積極的に実行します。 

  □情報共有の観点 

事業計画書の作成支援時に構築したデータベースに並行する形で、上記取り組みで 

得られた、支援改善策、優良事例等も類型化してデータベース化（随時）します。 

それらのニーズとシーズのマッチングを図る検討会を半期に一度、半期実績検討会議 

（新規）として実施し情報の集約、編纂を実施し、個々の事業者の支援を最適化する

取組を検討し、実効性の向上を図ります。 

□地域内経済循環の観点 

同じ行政区域にある鹿屋商工会議所も、経営発達支援事業実施機関であることから 

支援実施上の共通課題や、地域特性に起因する阻害要因等について協議す 

る機会を設け（年二回以上）本事業実施による本地域全体の経済循環の質的向上を図 

ります。また今回連係協定を結んだ地元ＪＡとも地域経済循環の担い手としての立場 

から、共通の検討課題、事業の協業化についてミーティングを実施していきます。（年 

回以上） 

  

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

＜第 1期における取組と成果＞ 

 前回の取り組み以降、計画に基づいた研修制度の受講等を実施してきました。但し

職員の人事異動に伴い、蓄積した支援スキルの継承方法について各立しておらず、支

援が後戻りする懸念が発生しました。この点は外部専門家からも懸念が示されました。 

＜今後の申請における取組の方向性＞ 

 前述の結果を受け、支援担当者を指導員と支援員 2名をペアとして構成し、人事異動 

 になった際、支援の継続が可能となる体制とします。またデータベースへの支援ノウ 

ハウの集積を容易にするための情報入力シートを作成し、支援職員のノウハウの集約

共有化を図ります。 

・全国商工会連合会、鹿児島県商工会連合会が主催する研修会の参加に加え、鹿児島県 

が主催する「経営革新セミナー」や中小企業大学校の主催する研修に経営指導員が年

間１回以上参加することで、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を
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図る。 

・専門的、高度な経営課題解決の知識を習得する目的で中小企業大学の業種別、課題別

などの研修に参加し、各指導員それぞれの専門的、得意分野を習得する。 

・支援職員のペア化に伴い、支援データベースの集積方法を改良し、ペア間で共通のシ

ート入力が可能となるように変更します。 

・現場研修（ＯＪＴ）による経営指導員の資質向上について 

平成２８年度より、鹿児島県商工会連合会ではベテランの経営指導員、もしくは経営指

導員経歴を持つ方を「シニアアドバイザー」として迎え、入職５年未満の若手指導員を

中心に小規模事業者を同行訪問することで経営支援・指導を現場研修することとしてい

ます。当所はアドバイザーの設置拠点になっておりこれをフル活用し、現場でのＯＪＴ

による経営指導員の資質向上を図るほか、広域指導センターの広域経営指導員による同

行訪問や、協働しての経営革新、各種補助金申請を実施することでノウハウを体得して

いきます。 

（目標） 
  項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
セミナー・個別相談

会開催件数 
集団 2 回 
個別 5 件 

集団 2 回 
個別 4 件 

集団 2 回 
個別 4 件 

集団 3 回 
個別 6 件 

集団 3 回 
個別 6 件 

集団 3 回 
個別 7 件 

経営改善等事業計画

策定事業者数 30 件 35 件 35 件 40 件 40 件 45 件 

周知によるフォロー

アップ件数 60 件 75 件 90 件 105 件 120 件 135 件 

ミラサポ・中小機構

等専門家支援巡回訪

問件数 
11 件 20 件 30 件 40 件 50 件 60 件 

経営発達支援融資制

度斡旋件数 2 件 3 件 5 件 6 件 7 件 8 件 

 
  
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 
＜第 1期における取組と成果＞ 

 前回の取り組み以降、計画に基づいた外部検討会議を 4回実施しました。ただし指 

摘いただいた内容の修正は行うものの、抜本的に見直す機会は今回の計画再申請時ま

で持てない現状にありました。また今後は一次産業関連の事業者との連携も不可欠で

あり、外部専門家の見直しも必要と感じます。 

＜今後の申請における取組の方向性＞ 

 計画実施期間中でも大幅な組織内容の再検討も可能な修正機会を得るために、2 年に

一回中間修正会議（新設）を開催し、それまでの提言への改善状況を確認することと

します。 
毎年度、本事業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鹿屋市農林商工部長、日本政策金融公庫鹿屋支店長、ＪＡ等の有識者により、事 

業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を行う。（年 2 回） 
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  ②かのや市商工会理事会において、評価、見直しの方針を決定する。（年 3 回） 
  ③中間修正会議（2 年に一回）を開催し提言に関する改善状況の確認を行う。 
  ③事業の成果、評価、見直しの結果については、総代会を通じ会員へ報告し、承認 

を受ける。 
  ④事業の成果、評価、見直しの結果をかのや市商工会のホームページで計画期間中

公表する。 
   ホームページアドレス（http://kushira.kashoren.or.jp/） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kushira.kashoren.or.jp/
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（別表２） 

1. 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 

日高　美千代 鍋山　百合子 渡邊　真美

記帳指導員
森田　瑛

経営支援員 記帳指導員
森　恵美子 二間瀬　真由美

経営支援員
平田　ゑつ

岡村　昭司 入江　誠 濱嶋　春樹

経営支援員 経営指援員 経営支援員

串良本所 吾平支所

小　山　　宏

経営指導員 経営指導員 経営指導員

会　　長

監査会（2名） 正副会長会（3名）

理事会
（28名）

青年部（25名） 商工会融資あっせん協議委員会

女性部（64名） 商工貯蓄共済融資あっせん協議委員会

商業サービス部会 小規模事業者経営改善資金審査委員会

工業部会 商工貯蓄共済推進委員会

事務局長

輝北支所

 
  

 

 ■経営発達支援事業の実施配置人数 

   ・串良本所・・・経営指導員 1人、経営支援員 3人、記帳指導員 1人  

  ・輝北支所・・・経営指導員１人、経営支援員 1人  

  ・吾平支所・・・経営指導員 1人、経営支援員 1人 記帳指導員 1人  

   （合計 10人） 
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■経営発達支援事業の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

     ■かのや市商工会串良本所    

   ・住  所：〒893-1603 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎 2062番地  

   ・電話番号：0994-63-3032 

     ・FAX番号：0994-31-4170 

     ・URL     :http//kushira.kashoren.or.jp 

   ■かのや市商工会輝北支所 

・住  所：〒893-0201 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引 3841番地 16号  

   ・電話番号：099-486-1171 

     ・FAX番号：099-486-1172 

■かのや市商工会吾平支所 

・住  所：〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓 3384番地 1号  

   ・電話番号：0994-58-6020 

     ・FAX番号：0994-58-6649 

 

 

 

 

 

小規模事業者 
・潜在的な顧客層 
 に向けた商品の 
 販売方法の変更 
等、ビジネスモ 
デルの再構築 

 
・経営課題の解決 

関係機関 

●鹿屋市 
●鹿児島県 
●鹿児島県商工

会連合会 
●日本政策金融

公庫鹿屋支店 
●鹿児島銀行他

金融機関 
●鹿屋市産業支 
援センター 

●大隅よろず相 
 談窓口 
●中小機構南九 
州事務所 

●他の支援機関 
●鹿屋体育大学 
●ＪＡ鹿児島き

もつきなど 
 

かのや市商工会 
・串良本所・輝北支所 
・吾平支所（３ヶ所） 
・経営指導員 3 人 
・経営支援員 5 人 
・記帳指導員 2 人 
 
＜経営発達支援事業＞ 
■経営状況の分析 
■事業計画の策定・実施 
■需要動向の情報提供 
■需要開拓に寄与する

事業 
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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 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

 

経営発達支援事

業費 

 

1.経済動向調 

 査事業 

2.経営分析・需

要動向調査事

業 

3.事業計画の策

定・実施事業 

4.創業・第二創

業支援事業 

5.販路開拓支援

事業 

地域活性化事業 

 

支援力向上事業 

 

1.支援データベ

ース整備拡充 

2.職員資質向上 

4,000 

 

 

1,000 

 

800 

 

 

700 

 

500 

 

1,000 

 

6,500 

 

1,500 

 

1,000 

 

500 

4,000 

 

 

1,000 

 

800 

 

 

700 

 

500 

 

1,000 

 

6,500 

 

1,500 

 

1,000 

 

500 

4,000 

 

 

1,000 

 

800 

 

 

700 

 

500 

 

1,000 

 

6,500 

 

1,500 

 

1,000 

 

500 

4,000 

 

 

1,000 

 

800 

 

 

700 

 

500 

 

1,000 

 

6,500 

 

1,500 

 

1,000 

 

500 

4,000 

 

 

1,000 

 

800 

 

 

700 

 

500 

 

1,000 

 

6,500 

 

1,500 

 

1,000 

 

500 

（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 

1.経済動向調査事業 

 ・調査結果の資料作成費であり会費収入により調達する。 

2.経営分析・需要動向調査事業 

 ・業種別セミナー開催費（講師謝金等）が主なものであり事業受託費にて調達する。 

3.事業計画の策定・実施事業 

 ・経営計画策定セミナー・説明会の費用（講師謝金など）であり、国補助金・事業受 

託費にて調達する。 

4.創業・第二創業支援事業 

 ・創業塾の開催費（講師謝金・広報費）であり、受託事業費にて調達する。 

5.販路開拓支援事業 

 ・展示会・商談会の講師謝金・旅費が主なものであり、事業受託費、会費にて調達す 

る。 
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6.地域活性化事業 

 ・地域の祭り・イベント費用であり、会費収入、事業収入、市補助金にて調達する。 

（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事業 

 ■鹿児島県商工会連合会小規模事業者景況調査（4半期に 1回） 

  ・商工会地域の経済動向を把握する資料。政府の中小企業対策として活用される。 

 ■日本政策金融公庫鹿児島支店全国中小企業動向調査（4半期に 1回） 

  ・県内の中小企業・小規模事業者の経営動向を把握する資料。 

 ■鹿児島銀行県内企業景況調査（4半期に 1回） 

  ・県内の企業活動状況を把握する資料。 

 ■鹿児島県消費者購買動向調査（4年に 1回） 

  ・県内（離島を含む）の消費者の購買動向を知る資料。商圏、購買力の流出・流入 

   知る資料。 

 ■連携先のＪＡ鹿児島きもつき農協との連携会議（年 3回予定） 

  ・作柄、作況指数、経営支援先の情報共有 

 ■その他、鹿児島県信用保証協会（保証月報）かごしま産業支援センター（情報 KISC） 

などを活用する。 

 

2.経営分析・需要動向調査事業 

 ■鹿児島県商工会連合会 

  ・エキスパートバンク事業の専門家による経営支援 

 ■ミラサポ 

  ・全国ネットで各地の専門家による経営支援 

■（独）中小企業基盤整備機構南九州事務所 

 ・専門コーディネーターによる経営支援 

■大隅よろず相談窓口 

 ・専門家による経営支援 

■鹿屋市産業支援センター 

 ・専門家による経営支援 

 

3.事業計画の策定・実施支援事業 

■鹿児島県商工会連合会 

  ・エキスパートバンク事業の専門家による経営支援 

 ■ミラサポ 

  ・全国ネットで各地の専門家による経営支援 

■（独）中小企業基盤整備機構南九州事務所 

 ・専門コーディネーターによる経営支援 

■大隅よろず相談窓口 

 ・専門家による経営支援 

■鹿屋市産業支援センター 



３２ 
 

 ・専門家による経営支 

 

4.創業・事業承継支援事業 

■鹿児島県商工会連合会 

  ・エキスパートバンク事業の専門家による経営支援 

 ■ミラサポ 

  ・全国ネットで各地の専門家による経営支援 

■（独）中小企業基盤整備機構南九州事務所 

 ・専門コーディネーターによる経営支援 

■大隅よろず相談窓口 

 ・専門家による経営支援 

■鹿屋市産業支援センター 

 ・専門家による経営支援 

 

5.小規模事業者販路開拓事業 

 ■鹿児島銀行、鹿児島相互信用金庫など 

  ・金融機関主催の商談会・展示会・即売会の開催 

 ■鹿屋市 

  ・鹿児島商工会議所において開催される商談会 

 

 

連携者及びその役割 

 

＜連携者及びその役割＞ 

■名 称 ：鹿児島県商工政策課・経営金融課 

  代表者 ：知事 三反田 訓 

  住 所 ：鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10番 1号 

  電話番号：099-286-2925 

  役 割 ：県内の小規模事業者に関する各種調査、経営革新、特産品の開発・販路 

       開拓など経営全般にわたり支援。 

 ■名 称 ：鹿児島県商工会連合会経営支援課 

  代表者 ：会長 森 義久 

  住 所 ：鹿児島県鹿児島市名山町 9番 1 産業会館 6F 

  電 話 ：099-226-3773 

    役 割 ：県内の商工会が実施する経営発達計画についてエキスパートバンク事業 

       により専門家派遣を行う。 

■名 称 ：日本政策金融公庫鹿屋支店  

  代表者 ：支店長 前田 浩志 

  住 所 ：鹿児島県鹿屋市大手町 2-19 

  電 話 ：0994-42-5141 

    役 割 ：小規模事業者の金融関係において大隅地域を管轄する。経営動向調査や 
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       資金調達などを行う。 

■名 称 ：鹿屋市産業支援センター 

  代表者 ：鹿屋市産業振興課 課長 郷原 竜児 

  住 所 ：鹿児島県鹿屋市北田町 3番 3-23号 

  電話番号：099-440-7890 

  役 割 ：鹿屋市の小規模事業者に関する各種調査、経営革新、特産品の開発・販 

       路開拓など経営全般にわたり支援。 

 ■名 称 ：大隅よろず相談室 

  代表者 ：専門相談員 時村 敏弘 

  住 所 ：鹿児島県鹿屋市北田町 3番 3-23号 

  電 話 ：099-440-7890 

    役 割 ：よろず相談拠点の鹿屋相談室として機能する。地域に密着した専門家派 

遣を行う。 

■名 称 ：（独）中小企業基盤整備機構南九州事務所 

代表者 ：所長 野沢 俊幸  

  住 所 ：鹿児島県鹿児島市東千石町 1-38 

  電 話 ：099-219-7882 

    役 割 ：小規模事業者の経営課題全般にわたり中小機構のコーディネーターを派 

遣し課題解決を行う。 

■名 称 ：鹿屋体育大学 

代表者 ：学長 松下 雅雄 

  住 所 ：鹿児島県鹿屋市白水町 1 

  電 話 ：099-446-4869 

    役 割 ：全国で唯一の国立の体育大学でスポーツに関連する食育や合宿などに関 

連する小規模事業者の支援を行う。 
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連携体制図等 

 

1.地域の経済動向調査事業 

          

 
         情報提供             調査資料 

           

 

 

 

 

 

2.経営分析・需要動向調査事業 

           

 

 
          発達支援           派遣依頼  

 
                       専門家派遣 

                         

 

 

3.事業計画の策定・実施支援事業 

         

 

 
          発達支援           派遣依頼  

 
                       専門家派遣 

                         

 

4.創業・事業承継支援事業 

 

 

 
          発達支援           派遣依頼  

 
                       専門家派遣 

           

 

 

 

 
小規模事業者      
 
（経営課題の抽出） 

 
かのや市商工会 
 
（経営発達支援事業） 

経営指導員 3 名 

経営支援員 5 名 

連携先 
①鹿児島県商工会連合会 
②日本政策金融公庫鹿屋

支店 
③ＪＡ鹿児島きもつき 
④鹿児島銀行など 
⑤鹿児島県 

            
小規模事業者      
 
（経営分析・需要動

向の把握） 

 
かのや市商工会 
 
（経営発達支援事業） 

経営指導員 3 名 

経営支援員 5 名 

連携先 
①鹿屋市産業支援センター 
②ミラサポ 
③ＪＡ鹿児島きもつき 
④大隅よろず相談窓口 
⑤中小機構南九州事務所 

            
小規模事業者      
 
（事業計画策定・実

施支援） 

 
かのや市商工会 
 
（経営発達支援事業） 

経営指導員 3 名 

経営支援員 5 名 

連携先 
①鹿屋市産業支援センター 
②ミラサポ 
③ＪＡ鹿児島きもつき 
④大隅よろず相談窓口 
⑤中小機構南九州事務所 

            
起業・創業・第

二創業者      
 
（創業計画策定・事

業承継計画策定） 

 
かのや市商工会 
 
（経営発達支援事業） 

経営指導員 3 名 
経営支援員 5 名 

連携先 
①鹿屋市産業支援センター 
②ミラサポ 
③ＪＡ鹿児島きもつき 
④大隅よろず相談窓口 
⑤中小機構南九州事務所 
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5.小規模事業者販路開拓事業 

        

 

 
          出展案内           出展依頼  

 
          出展申込み          出展 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
小規模事業者      
 
（商品開発・販路開

拓） 

 
かのや市商工会 
 
（経営発達支援事業） 

経営指導員 3 名 

経営支援員 5 名 

連携先 
①鹿屋市（商工会議所） 
②鹿児島銀行 
③ＪＡ鹿児島きもつき 
④鹿児島相互信用金庫 
⑤鹿児島県商工会連合会 

（アンテナショップ） 
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経営発達支援計画の概要 

実施者名  かのや市商工会（法人番号 9340005007691） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

当商工会は、全国でも有数規模の一次産業集積地に存在する小規模事業者支援機関・総

合経済団体として、地域の強み、課題を踏まえながら 

①一次産業から派生する経済効果を域内経済循環拡大につなげ、構成員である小規模

事業者をはじめとする個別企業の経営力向上、収益力向上を図る。 

②地域コミュニティの重要な構成員である小規模事業者の事業継続を支援すること

で地域経済循環の持続を図り、個別事業者の経営環境の維持を図る。 

上記実現のため、 
１．6次産業化の推進を図り小規模事業者のビジネス機会を創出します 

２.小規模事業者の経営環境把握を支援し、的確な経営判断と環境対応を可能にします 

３.小規模事業者の事業計画策定を支援し、所得向上に繋げます 

４.地域経済圏内の他団体との連携により経済循環の永続化・規模拡大を支援し、小規模事業

者の事業持続化を図ります 

５. 経営支援体制の強化を図ります。 

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 

当商工会が独自に地域の経済動向について調査・整理・分析・提供します。 

２．経営状況の分析に関すること 

他機関との連携や巡回等で小規模事業者のニーズや経営情報を収集し経営状況を

分析・提供します。 

３．事業計画策定支援に関すること 

あらゆる経営支援の機会を活用し、小規模事業者の経営分析による経営課題を把握

し課題改善に向けた事業計画書等の策定支援を行います。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定後も進捗状況をデータベース上で確認し必要に応じた支援・指導を行

い、フォローアップやブラッシュアップを伴走型支援で行います。 

５．需要動向調査に関すること 

市場調査による調査結果を分析し個社へ提供します。また、当商工会が独自に地域 

内の需要動向調査について調査・整理・分析・提供します。 

６．新たな需要の動向調査に関すること 

当商工会及び関係機関が開催する物産展・商談会・展示会等への積極的な参加支援 

やＩＴを活用した情報発信支援を行います。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

前回の取り組みを継続するとともに、創業ニーズの更なる掘り起しを実施します。ま

た前回実施した吾平町の特産品開発支援をモデルに、域内の他地域での特産品開発に

対象を拡大させ、当小規模事業者の収益機会と雇用機会の確保を支援します。 

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り組み 

人口減少の顕在化、産業構造を越えた経済活動の輻輳化、高度化が進展しており、こ

れまで関連の薄かった分野や、団体とも既成の垣根を越えて連携し支援ノウハウの情

報交換を積極的に行っていくほか、実際に支援に携わる商工会職員の資質向上に努め

各年度に実施した事業の評価・検証・見直しを適宜実施していくことで計画履行のＰ

ＤＣＡサイクルを着実に実行します。 

連絡先 

■かのや市商工会串良本所    

 ・住  所：〒893-1603 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎 2062番地  

 ・電話番号：0994-63-3032    ・FAX 番号：0994-31-4170 

  ・URL     :http//kushira.kashoren.or.jp 
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