
経営発達支援計画の概要 

実施者名 菜の花商工会 （法人番号：９３４０００５００４１６０） 
実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

 菜の花商工会では、３つの取り組みを推進し、地域の潜在能力を引き出すこと

で、小規模事業者の継続的発展と地域活性化を目指す支援を継続して行っていく。 
①．小規模事業者や創業者の円滑な事業実施に向け、連携する各支援機関ととも

に、経営状況分析や経営計画策定・策定後の支援を徹底して行う。 
②．地域の経済・需要動向調査を積極的に行い、その情報を専門家と共に分析し

て、これらの情報を活用した指導を目指す。 
③．管内の観光地の魅力を磨くため、指宿市・指宿市観光協会や各団体と連携

し、地域振興に寄与するイベント等を通して、交流人口の増加へ向けた取り

組みの活性化を図る。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 
 経済動向に関する各種調査及び収集した情報の整理、支援機関者を交えた分析

を通して、事業計画策定や販路開拓に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 
 独自の調査用紙を活用し、小規模事業者の経営分析を行い、情報を蓄積・活用す

る。経営相談会を開催する。 

３．事業計画策定支援に関すること 
 セミナーや経営相談会を通じて事業計画策定支援を行い、経営方針や事業戦略

を明確にし、新商品開発、販路開拓といった地域産業振興事業に盛り込んだ内容を

実現させるための各種情報や分析データをもとに小規模事業者の持続的発展へと

つながる支援を実施する。 

４．事業計画策定後の支援に関すること 
 定期的にフォローアップできる体制を職員間で構築し、事業計画策定者に対し

て定期的な巡回を行い、進捗状況を把握し、計画の達成へ向けて各関係機関と連携

した伴走型のきめ細やかな支援を実施する。 

５．需要動向調査に関すること 
 各支援機関と連携して、既存商品や特産品、土産品の需要動向の調査を実施す

る。巡回訪問を通した需要動向調査の実施。これらの調査を通して既存商品のブラ

ッシュアップや新商品の開発につなげ、売れる商品づくりを支援する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 各支援機関が実施する物産フェアの案内と出展支援を促進し、出展により得た

情報をもとにＰＤＣＡサイクルを活用して商品のブラッシュアップを行う。また、

マスメディア等を通じて、県内外に商品の魅力を伝える活動を支援する。 

Ⅱ、地域経済の活性化に資する取組 
管内の祭りにおいて小規模事業者の振興につながる環境を作り、商品の知名度

向上に寄与し、地元高校との連携で地域ブランド化のＰＲ事業に取り組む。 

連絡先 

◯菜の花商工会山川本所 
・郵便番号 ８９１－０５１１  
住  所 鹿児島県指宿市山川福元６７１１番地７ 

・電話番号 ０９９３－３４－１１４１ 
・FAX 番号 ０９９３－３４－１１４３ 
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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 

《指宿市の概況》  
指宿市は平成 18 年 1 月、旧指宿市・旧山川町・旧開

聞町の 1 市 2 町が合併して誕生した都市である。2 町に

存在した山川町商工会及び開聞町商工会は、平成 20 年

4 月 1 日に合併し、市花である「菜の花」を冠し、菜の

花商工会へ移行した。旧指宿市にあたる地区には指宿商

工会議所がある。 

指宿市は薩摩半島の南東部、県都鹿児島市から南に 50
㎞に位置し、面積 148.84 ㎢のまちである。市の南は東シ

ナ海、東は鹿児島湾、西は南九州市、北は鹿児島市にそ

れぞれ面している。市の全域を火山脈が縦断しているこ

とから、温泉が豊富に湧出する南九州地域の観光地とし

て有名である。市の基幹産業は、生産量日本一のオクラ

やソラマメをはじめとした農業、国内生産シェアの 7 割

を占める鰹本枯節を代表とした水産業 との 2 本柱であ

る。 

 
《指宿市の人口推移》 

本市の人口は 40,040 人(平成 30 年 4 月時点)であり、

1950 年（昭和 25 年）にピーク(約 69,000 人)を迎えた後は、「出生・死亡数」の差である自然減

と「転入・転出数」の差である社会減により減少を続け、2040 年（平成 52 年）には約 3 万人にな

ると推計されている。 また、1990 年（平成 2 年）に老年人口が年少人口を上回る状況となってお

り、高齢化率が増加している。今後、高齢者すら減り始め、転出による社会減は今後も続くと予測

されるため、更なる人口減少社会に突入すると考えられている(指宿市版 地方人口ビジョンより)。 

 

＜指宿市の人口推移>出典：指宿市版 地方人口ビジョン(平成 27 年版) 
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《山川地域の現状》 

指宿市街地の南に位置する山川地域は、藩政時代には貿易港とし 

て栄え、現在は地場産業を支える山川漁港がある。山川漁港の取扱 

高で最も多い魚類は、「鰹」であり、次に鮪が続く。平成 25 年に、無

線検疫港(※)に指定されたことを受け、これまで輸入魚を鹿児島市

内にある港を経て輸送していた外国船が直接入港できるようにな

り、輸入コスト削減につながった。しかし、加工用の原魚は、世界的

な食糧需給の逼迫や水産資源の減少から不足傾向にあり、楽観視はで 

きない状態である。 

水揚げされた鰹は、外港の一体に集積している加工場へ輸送され、

鰹節へと加工された後、多くが県外へ出荷される。山川は平成 29 年

8,388 トンの鰹節を生産し、生産量全国 2 位の産地である。その中

で、鰹節の最高級品である「本枯節」は、山川での生産が国内シェア 《指宿鰹節ロゴマーク》 

の 7 割を占め、高いブランド力を保有する。また、平成 29 年に『指

宿鰹節』という新たな鰹節のブランド名を掲げたロゴマークは「山

川」の二文字が円の中に収まったもので、山川港が昔「鶴の港」と

呼ばれていたことにより、「山」の部分が羽ばたく鶴のような形状に

なっている。また、漁港近辺にある「道の駅山川港活お街道」には、

鰹節のみならず、干物やすり身、地元で収穫された青果等が並び、

連日多くの人で賑わっている。最近では市の企業誘致計画に基づき、

鰹のタタキを製造する工場の設置計画も進められ、地場産業の更な

る可能性に挑戦している。 

 

※無線検疫港…関税法上は不開港のままだが、外国船の入港を書類     《本枯節》 

審査で検疫手続きをした上で認める制度のこと。 

 

＜平成 29 年主要 3 地区の鰹節生産量＞(単位:トン)出典：さつま鰹節協会 

枕崎 山川 焼津 合計 

13,695 8,388 7,108 29,191 
 
 
また、農業が盛んに行われている土地でもあり、中でもオクラは平成 26 年 3,923 トン、そらまめ

は 2,834 トンと生産量日本一を誇る。 

  

 
《オクラ》         《そらまめ》 

 
このように、山川では水産加工業と農業が地域の産業と雇用を担っている。 

 
 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1540962342/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90Zy11Y2hpLmpwL3RvcGljcy80ODU4/RS=%5EADBpywByhc28yH4cKrFYvk04sxxK4Q-;_ylt=A2RCL5ql5tdbjUQA_AyU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1540962387/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NhaWVuLm9iZW5yaS5jb20vX2ZpZWxkX2JlYW4vaW5kZXguaHRtbA--/RS=%5EADBAEcLb1x1FoGKiJvAi3YEfpJTBCM-;_ylt=A2RCCzLS5tdbFg8ARiKU3uV7
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《開聞地域の現状》 

指宿市街地の南西には薩摩富士と称される開聞岳の眼下に広大な畑作地帯が広がっている。指宿

市開聞は温暖な気候に加え、九州一の面積を誇る湖、池田湖を水源とした畑地灌漑も相まって農業

が盛んに行われている。露地栽培による四季折々な畑作野菜、葉タバコ、マンゴーに代表される熱

帯果樹、花卉、観葉植物のハウスや畜産の様子から開聞地域の農業が多彩であることを示している。 

開聞地域の小規模事業者はこのような農業従事者を対象にした飲食店や小売業、特産品を手掛ける

食品製造業、サービス業や建設業等が中心になる。農業従事者及び新商品開発や商談会の参加に積

極的な企業、建設業が雇用の受け皿になっている。特産品は地元の土産店や道の駅に並び、旅行者

の手にわたっていく。 

農業を取り巻く情勢は、ＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)合意を受け、これから新時代へ

突入していくといっても過言ではない。今後は、農林水産省が発表する対策案の下、市、ＪＡいぶ

すき、開聞地域で農業振興を担ういぶすき農業支援センターを中核に各関係機関による支援体制が

強化され、開聞地域の特性を活かした営農体制を盤石にしていく動きが活発化することが予想され

る。 

 

《菜の花商工会管内の観光地・祭り》 
指宿市観光戦略ビジョン(平成 25 年 3 月制定)の中に記載されている豊かな自然景観地点は、その

大部分を商工会管轄地域である山川・開聞地域が有している。それぞれの主要な観光地・祭りを以

下に記載する。 

 
(１)山川町の観光地・祭り 
 

①ＪＲ西大山駅… 

ＪＲの日本最南端に位置する小さな無人駅。一面に広がる田園風

景の中にひっそりとたたずみ、目の前には「薩摩富士」と称され

る開聞岳がそびえている。また、幸せを運ぶ黄色いポストには実

際に投函することが可能。 

 

 

②ヘルシーランド露天風呂「たまて箱温泉」… 

人気口コミサイトの「行ってよかった日帰り温泉＆スパ」部門

で 4 年連続 5 回目の 1 位に輝いた絶景露天風呂。露天風呂は、

開聞岳を望む和風露天風呂と、竹山(通称：スヌーピー山)と海が

絶景の洋風露天風呂がある。 2 つの露天風呂は男女日替わりで、

どちらも雄大で美しい大自然のパノラマを楽しめる。 晴れた日

には、海を越え、屋久島や、竹島、硫黄島も見える。 

 
 
③山川みなと祭り… 

港の繁栄と航海の安全を祈願して開催される祭り。山川漁港に

て毎年 6 月第 1 土・日曜日に開催され、初日には約 2,000 発の

花火が港町を彩り、本祭では勇壮な漁船団パレードや街頭パレ

ードなどが行われる。花火大会には約 7 千人、本祭には約 1 万

人が例年訪れる。 
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④ふるさと歳の市… 

年末に「山川町漁業協同組合水揚げ場会場」と「活お海道会場」

の 2 会場で開催される歳の市。山川の新鮮な魚や野菜、花、漬

物、水産加工品など産地直送、格安で展示販売する。そのほか、

クロマグロの解体ショーや山川ツマベニ少年太鼓の演奏なども

行われる。 
 

 

⑤長崎鼻… 

薩摩半島の最南端に位置し、浦島太郎が竜宮へ旅立った岬と言い伝えられている。敷地内に鎮座す

る竜宮神社は、竜宮伝説発祥の地である長崎鼻にある豊玉姫(乙姫様)を祀った神社で、海の守り神

と浦島太郎と乙姫様が出会った縁結びの神様として大切にされていている。 

  

⑥鰻池… 

明治維新の立役者、西郷隆盛が１ヶ月滞在した温泉地がある。鰻地区では吹き出る火山性天然蒸気

をカマドに利用した蒸料理・スメ料理が体験できる。 

 

⑦山川製塩工場跡… 

昭和 18 年頃から約 20 年間、海岸一帯の温泉熱を利用した製塩事業が行われていた場所。山川製塩

工場跡のように、当時の塩田跡と泉源が現存している場所は稀で、時代変遷を伝える価値の高い産

業遺構といえる。また、眼下に広がる伏目海岸の砂浜には高温の噴気があり、湯煙が上がっている。 
 
⑧フラワーパークかごしま… 

開聞岳を背景にした花広場や,錦江湾を一望できる展望回廊,ウインドスルー形式の屋内庭園などが

あり,温室では世界最大の花が咲くショクダイオオコンニャクや,色鮮やかなヒメショウジョウヤシ

などの熱帯植物が楽しめる、36.5 ヘクタールもの広大な敷地を有する植物公園。 

 

 

(２)開聞町の観光地・祭り 
 
①開聞岳… 

薩摩半島の最南端に位置し、標高が 924ｍで日本百名山の一

つ。別名薩摩富士とも呼ばれる。ゆるやかならせん状の登山

道は、老若男女を問わず親しみやすく、登山シーズンには多

くの人が集まる。 

 

 

 

②かいもん夏祭り… 

開聞岳の麓の公園で毎年 8 月 11 日（山の日）に開催される、毎

年約 1 万人が訪れるお祭り。地元の地域神輿が祭り会場を練り歩

き、ステージイベントも開催される。祭りの最後には開聞岳をバ

ックに約 3,000 発の花火が打ち上げられる。 
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③唐船峡… 

回転式そうめん流しの発祥の地で、「平成の名泉 100 選」に認

定した京田湧水を有する。年間約 20 万の人々が訪れる。 
 
④花瀬望比公園… 
開聞岳噴火の溶岩でできた景勝の地にある公園には,第二次世

界大戦中、フィリピン方面で戦死された山下大将ら 47 万 6 千

有余の霊が鎮められている。毎年、3 月 27 日には戦没者慰霊

祭が行われる。 
 
⑤枚聞神社… 
薩摩一の宮といわれるように島津藩主の崇敬も厚く、本殿は県の重要文化財にも指定されている。

優雅なたたずまいの朱塗りの社殿は、周囲の木々の緑に映えて見事な景観である。玉手筥あるいは

あけずの箱と呼ばれる「松梅蒔絵櫛笥」は国の重要文化財に指定されている。 
 
市が観光産業の振興を推進するため、総合的・体系的な計画として策定した「指宿市観光戦略ビジ

ョン」(平成25年度～平成30年度)によると、コンセプトに「砂蒸しだけじゃない!！美来型湯治場

(みらいがたとうじば)いぶすき」を目指すとなっている。その中で温暖な気候と色濃い自然を生か

した景観整備や観光地整備や体験メニューづくり、日本一の生産量を誇るオクラ、ソラマメ、かつ

お本枯れ節の指宿ブランドの構築とそれらを生かした当地グルメの開発を行い、観光客が楽しめる

環境づくりに努めるとなっており、今後は豊かな自然景観を活かした滞在型観光の充実を図るとし

ている。この方針が定められた背景には、平成23年の九州新幹線全線開通に伴い、鹿児島中央駅

から指宿までの特急列車「いぶたま」を配備したことで、鹿児島市内に宿泊し、日帰りで往復する

形態が定着化したことが１つの要因として挙げられる。また、隣接する南九州市の知覧が知名度の

高い観光地であるため、旧指宿市内に宿泊した団体ツアー客が、山川・開聞地域を短時間の間に通

過して、知覧へ向かうコースが定番になってしまっている。観光地で土産物を扱う事業所などから

は、滞在時間があまりに短く、旅行客は増えているが購買に至らない、或いは客単価の低さが課題

であると指摘する声が聞かれる。 
 

   <指宿市の年別入込観光客数の推移> 出典：指宿市観光課    単位：千人 

 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 伸び率％ 
(対前年比) 

宿  泊 764 753 683 645 646 100.2% 

指宿地域 736 727 659 625 621 99.3% 

山川地域 17 15 12 10 14 137.1% 

開聞地域 11 11 12 9 11 116.4% 

日  帰 3,166 3,185 3,144 3,048 3,176 104.2% 

指宿地区 1,266 1,245 1,164 1,077 1,081 100.4% 

山川地域 973 1,302 1,138 1,130 1,208 106.9% 

開聞地域 926 908 841 841 887 105.4% 

計 3,930 3,938 3,827 3,693 3,822 103.5% 
伸び率％ 

(対前年比)  100.2% 97.2% 96.5％ 103.5％  
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《第二次指宿市総合振興計画における指宿市の産業経済の方針》 

指宿市は第二次指宿市総合振興計画(平成 28 年度～平成 37 年度)において、『豊かな資源が

織りなす 食と健幸のまち』というビジョンを掲げており、産業経済の基本方針を次のよう

に示している。 
 
【基本方針】 

豊かな自然環境や食文化等を満喫できる体験型の推進に努めるとともに、温泉等の多彩な

地域資源を生かした国際的な保養観光地づくりを進めます。また、活気ある商業活動・地場産

業の振興を図ります。基幹産業である農林水産業については、担い手の育成・確保を図るとと

もに、安心・安全といった消費者ニーズに適切に対応しながら、温暖な気候や温泉熱等を生か

した付加価値の高い農林水産業の展開を図ります。また、観光業や商業、農林水産業などの各

産業相互間の多様な連携の推進に努めます。 
 
《商工業の現状と課題》 
【商工業の現状】 
管内において山川・開聞地区にそれぞれ小規模な商店街があるのみで、商業は地域の過疎化や事

業主の高齢化・後継者不足の影響により廃業に至る例が多くなっている。また、小売業については

近年、大型スーパーやドラッグストア、コンビニエンスストアの管内進出による影響を受け、慢性

的な経営不振に陥っている。 
また、基幹産業である水産業と農業は「慢性的な労働者不足」という共通の問題を抱えており、

不足している労働力を外国人技能実習生で補っている。外国人技能実習生の管理団体へ実習生の生

活について聴取すると、外国人労働者は母国への仕送りを行うため、消費を極力抑え、貯蓄に回し

ているという回答が得られた。今後どのようにして地域の人が基幹産業に従事する環境づくりを実

現していくか、各支援機関と関連団体と協議をしていかなければならない。 
地域経済を牽引する食品製造業は、各種イベントでの販売や都市部での商談会に積極的に出店し

ている。鰹節、練り製品、漬物、果物加工品、調味料、飲料といった地域資源を活用した特産品を

製造する事業所は、市や各支援機関と連携して意欲的に販路開拓を進めている。 
 
平成 30 年 4 月現在の管内の商工業者数は 534 社、うち小規模事業者数 424 社、会員数 325 社で

ある。管内の小規模事業者の業種別内訳(平成 30 年 4 月 1 日現在)は以下のとおりである。 
 

《菜の花商工会管内の小規模事業者の業種別内訳の推移》 出典：商工会実態調査 
 平成 20 年 平成 25 年 平成 30 年 

建設業 90 76 66 
製造業 101 90 86 
卸売業 26 24 25 
小売業 205 175 148 

飲食・宿泊業 63 49 41 
サービス業 158 138 137 
その他 34 30 31 

合    計 677 582 534 
 
【商工業の課題】 
管内における過疎化・高齢化の進行を見据えながら、地域に密着したサービスの展開をはじめ、

地域外への販路開拓を促進していく必要があることを踏まえ、下記のような課題がある。 
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①時代変化に即した事業活動の促進 
地元商店ならではの販売や地域に密着した商品・サービスの提供、イベントの実施などを行い、

厳しい経営環境を踏まえた経営の安定化を促す必要がある。 
②既存企業の活性化と創業の促進 
 経営革新や後継者の育成、技術力の向上、製品の高付加価値などを促進して、経営の安定化を

促す必要がある。さらに、関係機関との連携のもと、相談・支援体制を強化し、新規参入者や

U ターン者の起業や新産業の開発を促進する必要がある。 
③地域特産品の改良と周知の促進 
地域の特産品を県内外の消費者に広く知ってもらい、販路拡大・開拓のために時代に即した商

品改良(味・パッケージなど)を行う必要がある。 
 
≪小規模事業者支援の課題≫ 

当商工会管内の現状及び小規模事業者の現状を踏まえて下記のような課題があると捉えている。 
 
【 ①小規模事業者支援に関する課題 】 
（１）金融、税務、労務、記帳などの直面する問題に対して一過性の支援が多く、経営状況の分析

から事業計画策定まで至っていないことが多い。今後は、事業計画に基づく経営に切り替えてもら

い、一歩踏み込んだ提案型の支援を行う為にも、小規模事業者の実態把握ができる仕組み作りが必

要である。 
 
（２）小規模事業者自らが問題意識を持って経営改善に取り組んでいるが、克服し得ない問題によ

り、事業計画を立てても途中で断念するケースが多く、持続的に経営できるよう支援することが課

題である。 
 
（３）商談会・展示会に参加しているが、小規模事業者の売上増加や継続的な利益の確保に直結す

ることが少なかった。また、商工会に企業の商品・技術について様々な照会があるが、職員が個別

で知っている情報を提供していた。これを踏まえ、組織で統一された情報を元に需要の開拓に寄与

する支援ツールの作成が必要である。 
 
【 ②各種データの調査整備と活用に関する課題 】 

地域経済動向調査の各種データが経営支援に十分に活用されていないのが現状であり、組織とし

て情報を共有して支援に活かせるものにするかが課題である。 
 
【 ③地域振興活性化のための課題 】 

山川・開聞地域は食と観光が一体化した観光地としての実情があるにも関わらず、域外にそのイ

メージを伝えきれていない。管内での消費活動を増やし、地域産業の振興を図るために、観光地と

してのイメージを定着させ交流人口を増やす取り組みが必要である 
 
≪地域における小規模事業者支援の中長期的な振興のあり方≫ 

当商工会管内の小規模事業者の現状を踏まえて、当商工会地域における小規模事業者支援の中長

期的な振興のあり方について、下記のように考える。 
 

①10 年程度の期間を見据えて 
管内の小規模事業者は、人口減少・少子高齢化などの問題により、経営状況は今後より一層厳し

くなっていくことが想定される。また、経営者自身の高齢化に伴う廃業による管内の小規模事業者

数の減少といった課題もある。これらを踏まえ、10 年後の経営ビジョンを見据えて、個社それぞれ

に適した事業計画を策定し、これからの厳しい状況に生き残るための支援を行う必要がある。また、
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併せて、事業承継・後継者育成を促進し事業廃業を防ぐことにより、管内小規模事業者数の維持と

雇用機会の喪失を未然に防ぐ必要がある。 
 

②第二次指宿市総合振興計画との連動性・整合性 
 前述した基本方針『豊かな資源が織りなす 食と健幸のまち』の中で、地域特産品の販売促

進を目標に掲げている。菜の花商工会としては、指宿市や他関係機関と互恵関係な立場で小

規模事業者の持続的発展に取り組むために、管内小規模事業者に対して、県内外の物産展へ

の出店を促進し、地域特産品のＰＲ、販路拡大・開拓への支援を行う必要がある。さらに、管

内の交流人口の増加を目的とし、菜の花商工会主催のイベントを各団体と連携を取り活性化

を図る。 
 
③菜の花商工会としての役割 

これまでは経営、金融、労働、税務や記帳指導を中心とした役割（経営改善普及事業の取組み）

であったが、今後は特に事業計画に基づく経営の推進、新たな販路開拓・拡大に向けた支援に重点

をおき、管内の事業者に対して課題解決を図り、中長期的な小規模事業者の売上げや利益を確保す

る等の振興を図る。小規模事業者支援機関として、商工業者に対して一番の強みとするワンストッ

プ機能の充実を図る。その為にも課題克服及び支援力向上に向けた他の連携者や支援機関と情報交

換や、記帳指導・税務指導といった従来の経営指導に必要な能力向上に加え、小規模事業者の事業

の持続化のための支援ノウハウ習得を行い、小規模事業者の持続的な発展のために寄与する。併せ

て、小規模事業者の経営状況をより深く把握・分析するために、商工会として支援体制の見直しを

行う。 
 
≪経営発達支援事業の具体的目標及び達成に向けた方針≫ 

地域における小規模事業者を取り巻く現状と課題、及び、小規模事業者支援の中長期的な振興の

あり方を踏まえ、経営発達支援計画の具体的目標を次のとおりとする。 
 
【 ①小規模事業者支援に関する目標】 
（１）小規模事業者や創業者の円滑な事業実施に向け、巡回・窓口指導による実態把握を行い、専

門的な課題等については、それぞれの連携者とともに、より丁寧にサポートすることを目指す。ま

た、日々の巡回により得た情報から経営分析を行い、さらに事業計画策定セミナーを開催し広く周

知することにより、経営計画策定への意識啓発を図り、事業計画策定支援を実施し、各支援機関と

連携し、小規模事業者に沿った伴走型且つ提案型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続

的発展を図ることを目指す。 
 
（２）事業計画策定後も引き続き支援するため、チーム制による支援と巡回訪問によるフォローア

ップの実施を目指す。また、起業支援にあたっては、金融支援に留まらず、専門家と連携し、販売

促進・労務など面的な指導を伴走型で行うとともに、事業計画の遂行状況を逐次把握しフォローし

ていく。 
 
（３）製造業を営んでいる小規模事業者に、県内外の物産展・特産品フェア・商談会への出店促

進・支援を行い、そこで得た情報を経営指導員と専門家による経営分析をし、ブラッシュアップを

繰り返すことにより、ＰＤＣＡサイクルを活用した販路開拓・拡大に寄与することを目指す。 
 
【 ②各種データの調査整備と活用の目標 】 

地域の経済動向と需要動向に関する情報を積極的に収集・調査し、その情報を専門家と共に分析

する。分析結果により判明した企業の現状・商品の特徴を踏まえ、ビジネスチャンスの発掘と既存

製品の改良、新商品開発に繋げ、販路開拓・拡大を目指し、最終的には、小規模事業者自らがＰＤ

ＣＡサイクルを回して事業安定化を図ることを目標に支援を行う。 
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【 ③地域振興活性化のための目標 】 

菜の花商工会管内の観光地としての魅力・地域特産品の魅力を磨くため、指宿市・指宿市観光協

会や各団体と連携し、地域振興に寄与するイベント等を通して、交流人口の増加へ向けた取り組み

の活性化を図る。裾野の広い観光業だから成せる経済的な波及効果によって、低迷する需要の喚起

及び小規模事業者への経済振興、併せて活気のある地域作りを目指す。 
 

上記３つの目標を達成する為に、実施内容を計画して事業の遂行を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 / 28 
 

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 31 年 4 月 1 日～平成 36 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】 
 
（１）現状と課題  

地域経済の実態把握については、巡回訪問時の金融相談、記帳・税務相談などのヒアリングなど

で収集し、またその結果を小規模事業者に口頭で伝達する程度であったため、経営の基礎資料とし

て十分に活用がされていないのが現状であった。今後はいかに組織として情報を共有し、小規模事

業所が活用できるものに整理して支援するかが課題である。  
 
（２）事業内容 

巡回訪問の際に、ヒアリングによる「小規模事業者景況調査」を行うことにより、管内の小規模

事業者の実態・動向・ニーズ・課題等を把握する。さらに各種統計機関の発行する統計資料、地域

経済分析システム RESAS（リーサス）等を活用することにより、管内や近隣の情報収集も行う。収

集した情報から、地域経済が抱える問題の整理分析を行う。整理分析した結果は、事業者の経営分

析を行う基礎資料とする。また、巡回指導時、商工会報や当会ホームページの中で広く小規模事業

者へ情報提供を行う。主な取組は、下記のとおりである。 
  
①独自の小規模事業者景況調査の実施 

経営指導員等による巡回訪問や金融相談、記帳・税務相談などの際に、当会独自の「小規模事業

者景況調査」の実施を行う。管内事業者の実態を調査・分析・情報提供することにより、経営指導

員からの指導や各事業者における経営計画策定の参考とする。 
 
【調査対象事業者】《菜の花商工会管内の小規模事業者の業種別内訳の推移》に示す割合を考慮し

て製造業・卸売業・小売業・飲食宿泊業・サービス業のうちから選定した30
社に年2回実施する。 

【調査項目】①景況感、②資金繰り、③経営上の障害、④ニーズ、⑤雇用の見込み など 
【調査方法】事業所ごとに担当職員を決め、巡回訪問や金融相談、記帳・税務相談などの際に、選

定した対象事業者に聴き取りの上、調査票へ記入する。 
【分析手段】調査結果は担当職員が集計し、管内事業者が理解しやすいように調査項目ごとに分け

た整理・分析を行う。 
【分析結果の活用】分析結果は、巡回指導時における事業者との話題作りのきっかけや事業計画策

定に活用する。また、商工会報や当会ホームページにて広く管内の小規模事業

者へ情報提供を行う。 
 

【数値目標】 
 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

小規模事業者景況 調査 0回 2回 2回 2回 2回 2回 
調査対象事業者数 0社 30社 30社 30社 30社 30社 

情報提供回数(ホームぺ

―ジにて) 0回 2回 2回 2回 2回 2回 
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②各種統計資料による経済動向調査 
鹿児島県や指宿市が発行する最新の統計、金融機関の調査月報やリサーチセンター等の統計資料

及び地域経済分析システムRESAS（リーサス）(※)等を活用し、管内全体・近隣における経済動

向の情報収集を行う（年2回実施）。特に、地域経済分析システムRESAS（リーサス）を活用する

ことにより、観光マップメニューの From－to 分析(滞在人口)・滞在人口率・メッシュ分析(流動

人口)・目的地分析にて指宿市に滞在した人が「どこ」から来たか、「いつ」滞在人口が多いか(増
えるか)、「人気」の観光スポット、観光施設の「人気度(注目度)」を把握し、情報収集を行いこれ

らの情報を踏まえ、地域経済が抱える問題の整理分析を行う。整理分析した結果は、事業者の経営

分析を行う基礎資料とする。また、巡回指導時、商工会報や当会ホームページの中で、広く管内の

小規模事業者へ情報提供を行う。 
 

【数値目標】 
 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

各種統計資料・地域経済分析

システム等による情報収集 0回 2回 2回 2回 2回 2回 
分析結果資料作成 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

 
※地域経済分析システムRESAS(リーサス)…地域経済に関する様々なビッグデータ（産業の強

み、人の流れ、人口動態など）を、地図やグラフで分

かりやすく「見える化（可視化）」したシステム。 
 

 
《地域経済分析システムRESAS（リーサス）を活用した把握できることのイメージ図》 

 
 
２. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
 
(１)現状と課題 

小規模事業者のマル経資金等の融資斡旋時や小規模事業者持続化補助金申請者に対して、一時的

な経営分析による支援は実施してきたが、個々に専門的な課題を多く抱えており、小規模事業者の

持続的発展という視点からの支援は不十分であった。 
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(２)今後の取組みと活用方法等 
小規模事業者の持続的発展に向けて、巡回・窓口指導により得た情報から財務・非財務分析を行

い、小規模事業者の実態把握を行う。そのためにも、経営指導員等の巡回訪問・窓口相談を中心と

し、小規模事業者の提供している商品・サービス、経営ノウハウや財務内容などの強み・弱みの現

状把握に努め、中長期的な経営計画策定の基礎資料とする。また、専門的な課題に関しては、鹿児

島県、地域金融機関、商工会連合会や中小企業基盤整備機構のコーディネーター等と連携し、小規

模事業者の抱える経営上の悩みに対して丁寧にサポートする。主な取組は、下記のとおりである。 
 
①徹底した巡回による経営分析 

支援対象事業者ごとに担当職員を振り分け、巡回訪問や窓口相談などの際に得た情報から財務分

析・非財務分析の実施を行う。また月に一度、本所・支所の経営指導員と経営支援員がそれぞれペ

アを組んで巡回し、より多面的な視点から情報を収集し分析に活用する。 
 
【調査対象事業者】《菜の花商工会管内の小規模事業者の業種別内訳の推移》に示す割合を考慮し

て製造業・卸売業・小売業・飲食宿泊業・サービス業のうちから選定した30
社と、ペア巡回時に分析が必要と感じられたその他の事業者。また、自ら経営

分析を希望してきた事業者を対象とする。 
【分析項目】ローカルベンチマーク(※)活用による売上増加率(売上持続)・営業利益率(収益性)・労 
      働生産性(生産性)・ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率(効率性)・営業運転資本回転期間(健 
      全性)・自己資本比率(安全性)などの財務分析。 

ＳＷＯＴ分析(※)による、各事業所の持つ「強み・弱み・脅威・機会」などの非財務分 
析。 
その他、4Ｐ分析(※)、3Ｃ分析(※)などの分析。 

【手段】事業者ごとに担当職員を決め、複数年度の決算書類を参考に財務分析を行い、また、巡回 
により事業所の状況を確認し、非財務分析を行う。さらにペア巡回を行うことにより、一 
人では発見できなかった事業所の魅力・改善点を抽出し、分析の参考にする。 

【分析結果の活用】分析結果は、支援対象とする小規模事業者のビジネスモデル分析・強みの見え

る化・経営課題の抽出及び経営課題の解決に向けた方策を探ることを可能とす

る。これにより、従来の金融相談、記帳・税務相談だけでなく、作成した支援

対象とする小規模事業者向け財務・非財務分析資料を基にした適切なアドバイ

スを実施することが出来る。各事業者の経営状況の把握とビジネスチャンスの

発掘に繋げ、それぞれの今後の方向性を定める基礎資料とするとともに、対象

事業者へ事業計画の策定を促す。なお、創業希望者・第二創業（経営革新）を

考えている小規模事業者に対しては、財務・非財務の中でも特にビジネスモデ

ルの分析・検証を綿密に行う。 
 

【数値目標】 
支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ペア巡回訪問回数/年間 0社 72社 72社 72社 72社 72社 
経営分析件数 0社 34社 34社 36社 38社 40社 

 
※ローカルベンチマーク…経済産業省と金融庁が推奨している企業の経営状態の把握、「健康診断」

を行うツール（道具）として、財務分析診断結果の提供が可能。中小企

業・小規模事業者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。 
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《ローカルベンチマークによる財務分析のイメージ図》 

 
※ＳＷＯＴ分析…組織が有する内部環境(強み(Strengths)と弱み(Weaknesses))と組織を取り巻く

外部環境(機会(Opportunities)と脅威(Threats))という2つの側面から現状を把握

し、今後の戦略方針や改善策などを立案するために行う診断手法。 
 

  
《ＳＷＯＴ分析による非財務分析のイメージ図》 

 
※4Ｐ分析…天候などコントロール不可能なものを除き、人為的にコントロール可能なもので、販売

に影響を与える代表的な4つの要因(「Product（製品・サービス）」「Price（価格）」「Place
（立地・流通・販路）」「Promotion（販促・広告）」)について競合と比較し、いかに商品

やサービスを販売していくかを考える手法。 
 
※3Ｃ分析…3つの観点(「Customer（市場、顧客）」「Competitor（競合）」「Company（自社)」)に

沿って分析をし、そこから成功要因を見つけ出し、自社の強みと弱みを特定するための

手法。 
 
②専門家と連携した経営分析《拡充》 
 
【現状】実績は少ない。 
【今後】日頃の相談業務や経営状況分析シートにより経営指導員が経営分析を行い、専門的な課題

や業種に特化した、より支援が必要な小規模事業者をピックアップし、経営状況を把握し

て、ミラサポ、よろず支援拠点の利用、エキスパートバンクなどの専門知識を有する専門

家と連携して支援を行う。また専門家との連携支援を行うことにより、経営指導員の能力

向上にも寄与する。 
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【数値目標】 
内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

専門家と連携した経営分析 0社 4社 6社 7社 8社 10社 
 
【期待できる効果】個社の立ち位置、課題などを明確にし、小規模事業者の事業計画策定に向けた

意識啓発に繋がる。また、事業計画の策定ができるように支援が出来る。 
 
③事業計画を目指す小規模事業者の掘り起しによる経営分析《拡充》 
 
【現状】事業計画策定について積極的なアプローチがされていなかったことや、事業者の意識啓発

がはかられていなかったことから、小規模事業者の掘り起しには至らずにいた。 
【今後】窓口相談、巡回訪問において地域内の動向調査などの基礎データの活用やSWOT分析を取

り入れ、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、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。 
・事業計画策定必要性の説明強化 
・事業者が取り組みたいことに対する積極的なアプローチ 

 
【数値目標】 

内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
事業者の掘り起しによる

経営分析 0社 3社 5社 5社 7社 10社 

 
【期待できる効果】各相談時にこれまで以上に事業計画策定を目指す小規模事業者の増加が期待で

き、事業の健全化に向けた取り組み数の増加が見込める。 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 
(１)現状と課題 

金融、税務、労務などのその場限りの応急的な支援が中心で、事業計画策定まで至っていないの

が現状であり、今後は、小規模事業者に自らのビジネスモデルを再構築してもらうため、顧客ニー

ズや自らの強み・弱みを踏まえた事業計画に基づく経営に踏み込んだ提案型を支援に切り替えてい

くことが課題である。 
 
(２)支援に対する考え方 

事業計画策定については、地域の経済動向調査や管内事業者の経営状況の分析結果等を踏まえ、

需要を見据えた事業計画を策定する。特に事業計画を初めて作る小規模事業者や経営計画を作成し

ても軌道に乗らなかった事業者を対象に、事業計画策定の必要性を説明し、積極的なアプローチを

図り事業者の気持ちを奮い立たせながら、掘り起しを行う。 
 
(３)事業内容 

経営計画策定への意識啓発を図り、事業計画策定支援を実施し、各支援機関(日本政策金融公庫・

よろず支援拠点等)とも連携し、各事業計画策定セミナーを開催し、小規模事業者に沿った伴走型で

なおかつ提案型の支援・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。主な取組は、下記

のとおりである。 
 
①事業計画策定セミナーの開催《新規》 
 
【現状】事業計画策定セミナーは単独では実施していない。 
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【今後】経営分析を行った事業所を主な対象とし、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、経営分析の際のＳＷＯＴ分析などで把握した事業所の強みを活かし、戦略

を練り事業計画の策定支援をする。さらに、巡回訪問により事業計画策定の必要性を感じ

た事業所に対してもセミナーの参加を促す。 
 

①事業計画セミナーを年2回開催し、今後のビジネスモデルの構築支援を行う。 
②事業承継相談会を年1回開催し、事業のスムーズな承継支援を行う。 
③創業支援セミナーを年1回開催し、創業希望者（創業後5 年以下等を含む）の知識向上

を図り、事業計画策定支援を行う。 
    

【数値目標】 
内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①事業計画セミナー 0回 2回 2回 2回 2回 2回 
①-1事業計画策定事業者

数 
0社 6社 8社 12社 16社 22社 

②事業承継個別相談会 0回 1回 1回 1回 1回 1回 
②-1事業承継計画策定事

業者数 0社 2社 2社 2社 2社 2社 

③創業支援セミナー 0回 1回 1回 1回 1回 1回 
③-1創業計画策定事業者

数 0社 1社 1社 2社 2社 2社 

事業計画策定事業者総数 
(①②③合計) 0社 9社 11社 16社 20社 26社 

 

【期待できる効果】小規模事業者の事業の将来を見据えて経営改善につながる。また、事業承継に

関する不安の取り除き・新たな創業者の支援によって、管内の商業者数の維持

(廃業防止)・開業率の上昇、延いては地域の雇用拡大にも繋げていくことがで

きる。 
 
②事業計画策定支援《既存＋拡充》 
 
【現状】事業計画の策定は、融資に係る書類作成や補助金申請時の場合がほとんどである。 
【今後】経営分析を行った事業所・上記事業計画セミナー参加者を主な対象とし、金融相談、各種

補助金(持続化補助金等）の申請時の他、事業計画策定を目指せるように意識啓発を行

い、小規模事業者に策定支援を行う。併せてフォローアップ計画シート及びスケジュール

を作成して、後述する事業計画策定後の実施支援に活用する。 
 

【数値目標】 
支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定事業者数 0社 9社 11社 16社 20社 26社 
 
【期待できる効果】事業計画を策定することで、経営者自身が考えていることが具体化され、実現

に向けた行動が可能になることや、小規模事業者の資金繰りが数字で見えて理

解しやすくなる。ＳＷＯＴ分析などの視点からの事業計画を策定することで、

普段見えていない課題を可視化し、事業計画策定の必要性を再認識させること

ができる。また、洗い出された課題を共有し問題解決のフォローアップができ

る。 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

（１）現状と課題 
事業計画を立てても、自助努力だけでは克服しえない問題により途中で断念する小規模事業者が

多いので、持続的に経営できるよう支援することが課題である。 
 
（２）事業内容 

事業計画策定後も引き続き支援するため、フォローアップに関する計画書とスケジュールを元に

チーム制による支援と巡回訪問によるフォローアップを実施する。主な内容は下記のとおりであ

る。 
 
①巡回等によるフォローアップ《拡充》 
 
【現状】現在、景況確認や融資の際の現地調査などを目的とした巡回が主で、事業者に真に迫った

フォローができていたとは言えない。 
【今後】事業計画策定後は、事業計画を策定した全ての事業者を対象に、フォローアップ計画書に

よる定期的な巡回訪問で進捗状況の確認を行うと共に、必要な指導・助言を行う。巡回訪

問については1ヶ月に１回程度を目安に行うが、進捗状況により適宜巡回を増やしてい

く。また、創業後の小規模事業者には、異業種の経営者との意見交換会参加を促し、チー

ム（本所・支所の経営指導員と経営支援員のペア）による個別フォローアップや事業計画

実行について重点的に伴走支援する。さらに鹿児島県商工会連合会や金融機関による面的

支援を実施する。 
 
【数値目標】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
フォローアップ事業者数 0社 9社 11社 16社 20社 26社 
頻度(年間延数) 0回 108回 132回 192回 240回 312回 

 
【期待できる効果】巡回及び窓口にて状況確認をすることにより、事業計画の進捗状況を細やかに

把握できる。次の発展に向けた計画に結び付けることができることや、早期の

修正対応も可能となり、途中で断念する割合を極小に留めることができる。 
 
②チーム制導入による支援とフォローアップ会議の実施《新規》 
 
【現状】現在、事業者に対して１人で支援するケースが多く、担当者との繋がりは強くなるもの

の、デメリットとしては、担当者がいないと分からないというケースや人事異動があると

「相談しにくい」というように個人に事業所がつくということが多く見られる。また、現

在フォローアップ会議は特に実施していない。 
【今後】各事業所に対して経営指導員を中心としたチーム制で支援することにより、一人では気付

けなかったことにも気づくことができ、長期に渡ってきめ細やかで多面的な支援が可能と

なる。事業計画策定後、どのような支援を実施するか商工会内で共有するため、フォロー

アップ会議を月2回実施し、支援内容を確認する。会議の回数については事業所の状況に

応じて回数を増やすこととする。 
【期待できる効果】チーム制による支援を行うことで、事業計画後の支援もスムーズになり、事業

所にとっても、商工会と職員が身近に感じられる存在になり帰属意識も高ま

り、商工会価値の上昇に繋がる。またフォローアップ会議により、事業者に対

して具体的にどのようなフォローしていくか、支援者としても計画を立て共有
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することができる。 
 

【数値目標】 
内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

フォローアップ会議

開催数(年間) 0 回 24 回 24 回 24 回 24 回 24 回 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 
(１)現状と課題 

需要動向調査は、各事業所の自助努力に留まり、商工会としての経営指導上においては、相談時

にそれぞれがそれぞれの入手方法により対応してきた。 
 
(２)事業内容 

特産品を活用した新商品開発や既存商品改良のため、かごしま特産品市場や管内観光地で試食及

びアンケート調査を実施し、調査結果を個社にフィードバックすることで、新商品開発や既存商品

改良に寄与し、売り上げの増加と販路拡大・開拓につながる支援を行う。主な取組は、下記の通り

である。 
 
①アンテナショップ「かご市」を活用した需要動向調査《新規》 
【現状】管内からは 19 事業者・49 品目、そのうち小規模事業者が 12 事業者・24 品目の出品を行

っているが、アンテナショップでの需要動向調査は現在実施していない。 
【今後】県内の商品が一同に集まる特産品市場で、既存の出店事業者から 3 社を選定し、様々な商

品との比較アンケートを行い、消費者ニーズを把握し「売れる商品」作りの重要な意見と

する。 
【サンプル】来場者 100 名 
【調査方法・手段】半期に 1 回(年 2 回)、鹿児島県下の特産品を販売するアンテナショップの「か

ごしま特産品市場(通称：かご市)」(※)に出品されている商品を店頭で試食して

もらい、各事業者と経営指導員が聴き取りの上、アンケート票へ記入する。 
【分析手段・手法】調査結果は、エキスパートバンク等の専門家に意見を聴き、経営指導員が分析

を行う。 
【調査項目】①性別、②味、③魅力、④量、⑤価格、⑥見た目、⑦パッケージなど 
【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員が当該事業所に合った分析を行い、直接説明する形で

フィードバックし、既存商品の改良や販路開拓の見直しの参考材料として活用

する。 
 
【数値目標】 
 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 
調査回数/年 0 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 
調査対象事業所 0 社 3 社 3 社 4 社 4 社 4 社 
調査アンケート数
（１回 1 事業者のサ

ンプル数） 
0 人 100 人 100 人 100 人 100 人 100 人 

 
※かご市…鹿児島県商工会連合会が運営する、県内の特産品を一同に集めたアンテナショップ。県

都「鹿児島市」の中でも特に交流人口の多い「天文館」に構え、一日の平均来場者数は

約 400 人。 
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②管内での需要動向調査《新規》 
【現状】実施していない。 
【今後】食品製造業から 5 社を選定し、地域住民や観光客がどのような商品を求めているかのニー

ズを把握する為、需要動向調査を行う。 
【サンプル数】各来場者 100 名ずつ 計 200 名 
【調査方法・手段】半期に 1 回(年 2 回)、管内において観光客の多く集まる「道の駅山川港活お街

道」「ＪＲ西大山駅前売店 中園久太郎商店」で、来場客に開発中の商品や既存

商品を店頭で試食してもらい、各事業者と経営指導員が聴き取りの上、アンケ

ート票へ記入する。 
【分析手段・手法】調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聴き、経営指導員

が分析を行う。 

【調査項目】①性別、②味、③魅力、④量、⑤価格、⑥見た目、⑦パッケージなど 
【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員が当該事業所に合った分析を行い、直接説明する形で

フィードバックし、既存商品の改良や販路開拓の見直しの参考材料として活用

する。 
 

【数値目標】 
 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

調査回数/年 0 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 
調査対象事業所 0 社 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 
調査アンケート数
（１回 1 事業者のサ

ンプル数） 
0 人 200 人 200 人 200 人 200 人 200 人 

 

  
       《道の駅山川港活お街道》 《ＪＲ西大山駅前売店中園久太郎商店》 

 
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)現状と課題 

今まで小規模事業者自らが販路開拓を行う際、小規模ゆえに単独での販路開拓策を行うことが難

しく、思うような効果が得られていなかった。また、商工会に企業・商品・技術について様々な照

会があっても、職員個々の経験によるデータ・情報の提供にとどまっていた。 
 
（２）支援に対する考え方 

新たな需要の開拓に寄与するために、管内においては有名だが、域外ではまだまだ周知されてい

ない製品を周知させるべく、県内外で開催される展示会・商談会に積極的に出店・またその支援を

行う。また、機会を与えるだけにとどまらず、各事業者の経営分析を行った結果を踏まえ、事業計

画に基づいた販路開拓目標・売上目標を定め、事業者自らがＰＤＣＡサイクルを回して事業安定化

を図ることを目標に支援を行う必要がある。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1540452326/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lvLWthaWRvLmNvbS8-/RS=%5EADBlruqccR5uZ1xEzQ28G6nlXKhwpk-;_ylt=A2RivbdmHtBbJV4AOQaU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1540452256/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50dWtlLW1vbm8uY29tL29yaWdpbmFsMy5odG1s/RS=%5EADBIZt_fv0JO8fat8FQNrQssm4hKWw-;_ylt=A2RivQAgHtBboGgAximU3uV7
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（３）事業内容 

販路開拓の意思のある小規模事業者にその機会を提供し、またその場で結果を活かした分析を行

い、新たな需要の開拓に付与していく。また、新たにマスメディアやインターネットを活用した販

路開拓を行う。主な取組みは、以下のとおりである。 
 
①各支援機関主催の物産展・特産品フェア・商談会への参加《拡充》 
 
【現状】現在、商談会等への参加は、常連の事業所に限った参加であり、販路開拓・拡大の支援が

充分なものではなかった。 
 
【今後】①県連合会が運営を行っている、鹿児島県下の特産品を販売するアンテナショップ「かご

市」への管内からの出展事業者を増やすために各事業者と連携をとり、小規模事業者の

販路拡大に寄与する。また、長年県内大手スーパーの店長を経験し、販路開拓の有識者

であるかご市支配人からの意見やお客様へのアンケートによるフィードバックを出店事

業所へ実施し、商品改良・新商品開発につなげ、更なる売上アップを目指す。 
【参考】平均来場者…約 400 人/日 

②九州新幹線が開通しているＪＲ鹿児島中央駅で3日間開催される「商工会まるごと特産

品フェア」に向けて、出店事業者に対し、出店の事前・事後における支援を行う。他の

商工会との出展数の関係で出店事業者数は多くは出せないが、県中央部での販売支援、

それに伴って需要動向調査を行える機会を活かし、新たな販路開拓に繋げることを目的

とする。基本的にはＢtoＣの特産品フェアではあるが、より大きな商圏での販路開拓と

商品認知度の向上に繋がる可能性もあるため、専門家等の協力を得て商品のブラッシュ

アップを行い、出店終了後にはＰＤＣＡサイクルによる検証を行う。 
【参考】昨年来場者実績…20,411人/3日間 

③もうかる指宿クラスター協議会(※)と関東指宿会が共同で主催する東京での商談会「薫

るいぶすき商談会」に向けて、事業所への支援を行う。東京での商談会はＢtoＢ取引の

商談になることから、商工会のエキスパートバンク事業による事前支援（レイアウトや

積極指導など）と商談後のブラッシュアップの指導を行う。 
【参考】昨年参加バイヤー実績数…333 人 
 

※もうかる指宿クラスター協議会…指宿市・菜の花商工会・指宿商工会議所の 3 団体をもって組織

され、指宿市内で生産販売された地域産品の国内外における販

路開拓・拡大を推進し、事業者の売上向上及び雇用拡大など産

業振興に資する事業を実施することを目的とする会。 
 

【数値目標】 
 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

①かごしま特産品市場

出店事業者数 19 社 22 社 24 社 26 社 28 社 30 社 

年間売上額(全社計) 700 万 750 万 800 万 900 万 950 万 1,000 万 
②商工会まるごと特産

品フェア出展事業者数 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 

売上額/社 ※ 10 万 10 万 10 万 10 万 10 万 
③いぶすき薫る商談会

出展事業者数 8 社 10 社 12 社 15 社 15 社 15 社 

成約数/社 ※ 2 社 2 社 3 社 3 社 4 社 
   ※②について、30 年度は 1 月 12～15 日開催予定、③について、30 年度は 11 月 19 日開催予
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定。②③ともに出店事業者数（予定）のみ記載。 
 
【期待できる効果】①～③の実施期間中は、出展中の商品レイアウトやＰＯＰなどによる販促支援・

ブースでの接客指導などを行い、売上アップ・商品の認知度向上に寄与する。

さらに、出展した結果を踏まえて、経営指導員や専門家による分析とＰＤＣＡ

サイクルによる検証を行い、各事業所へフィードバックすることにより、販路

開拓や商品改良・事業計画の見直しに役立つ。 
 

   
《かご市》     《商工会まるごと特産品フェア》   《いぶすき薫る商談会》 

 
②ふるさと納税制度活用による販路拡大支援《新規》 
 
【現状】指宿市は平成 27 年度から返礼品事業を開始して多くの寄付が集まるようになったが、管

内事業者の出店件数は 16 件、そのうち小規模事業者は 7 件と多くない。 
【今後】自社の製品を県内外に対して大きくPRできる機会なので、小規模事業者に対して積極的

に情報を提供し返礼品目として採択されるよう巡回訪問や会報、ホームページで周知し、

申請勧奨支援と販路拡大支援を行う。この支援により、低迷する地域経済への活性化に繋

げ、地域の特産品への注目による知名度上昇と需要が発生して、地元の多種多様な製造業

が活性化することを目的とする。 
  

【数値目標】 
 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

ふるさと納税出品

事業所 
7 社 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

年間売上目標額 － 300 万 300 万 300 万 300 万 300 万 
 
③マスメディアを活用した商品・サービス情報の広報活動支援《新規》 
 
【現状】特に実施していない。 
【今後】管内において新規事業を始めた事業者や熱意のある事業者を、随時、商工会がピックアッ

プする。そして、地元ローカルテレビ局やラジオ局、また南日本新聞社などに対して、事

業所の持つ商品やサービスについての情報をリアルタイムで提供し、番組や記事で広く周

知してもらえるように支援する。また、反響があった際の対応や新たな取引の対応につい

ても支援を行い、販路拡大・開拓に寄与する。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 
（１）現状と課題 

山川には山川漁港周辺と成川・小川地区に小規模な商店街が形成されているが、地域住民の購買

行動が旧指宿市内の大型スーパーや家電量販店へ流出し、また、事業主の高齢化や地域人口の減少

も重なり、かつての活気が失われている。開聞地域には若い経営者が営む飲食店や小売店が複数点

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%B5%8C%E6%B8%88
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在しているものの、開聞の南に位置する川尻商店街は、国民宿舎の撤退、経営者の高齢化や地域人

口の減少で、事業主の事業意欲は低下し、空き店舗が増加し、山川地域同様、活気が失われている。 
上述の通り、厳しい環境にある管内地域だが、菜の花商工会では毎年 6 月に「山川みなと祭り」、

8 月に「かいもん夏祭り」、9 月に旧指宿市内で開催される「指宿温泉祭り」、12 月に「いぶすき産

業まつり」「山川ふるさと歳の市」を開催・後援し、地域の各支援機関や実施団体と協力を図りなが

ら、地域観光振興、特産品の PR、伝統の継承、賑わいの創出に携わっている。6 月に開催される「山

川みなと祭り」と 12 月開催の「山川ふるさと歳の市」に関しては、商工会が事務局を担当し、地域

の出展業者に呼びかけるなどして、地域事業者の振興になるよう活気ある祭りの開催に努めている。 
今後の課題として、山川及び開聞地域には西郷隆盛が逗留し、その温泉を愛したと伝えられる鰻

地区、薩摩半島が一望できるビュースポットの長崎鼻、ＪＲ最南端駅の西大山駅、日本百名山の開

聞岳、薩摩一ノ宮である枚聞神社、そうめん流し発祥の唐船峡等、自然豊かで由緒ある史跡名所の

魅力を高めるため、各支援機関や地域団体との連携を更に深め、戦略的な情報発信をして、旧指宿

市内に滞留する観光客に管内まで足を運んでもらえる仕組み作りの達成へ向けた取り組みを着実に

推進していかなければならない。 
 

（２）事業内容 
①地域イベント実施による地域事業者効果検証事業《既存＋拡充》 
 
【現状】当商工会が事務局を担い開催している「みなと祭り」と「ふるさと歳の市」について、こ 

れまでは、既存の取組みやイベント内容を踏襲し、開催することが目的化されていた。 
【今後】①商工会、指宿市、山川漁業協同組合、山川水産加工業協同組合、町内会で構成している

「山川みなと祭り実行委員会」で、地域小規模事業者の振興につながると考えられるイ

ベントの構想、集客目標、地域の小規模事業者が出展可能な環境作り、効果的な PR の

手法等を検討し、開催する。 
イベント開催後は、出展事業者の売上高、売れ筋商品、イベントの来場者数、イベント

内容、事業決算について実行委員会で事業効果を検証し、出展小規模事業者の課題を抽

出し、次のイベントに向けて小規模事業者の振興になるイベントに反映させる PDCA サ

イクルを確立する。 
    ②「ふるさと歳の市」は、同様に実行委員会に地域の小規模事業者を加え、イベントの構 

想、集客数の目標、地域の小規模事業者が出展可能な環境作り、効果的なＰＲ手法、予 
算配分等を実行委員会で検討する。イベント開催後は、集客数、決算内容の精査を実行 
委員会で検証し、みなと祭り同様、地域小規模事業者に検証した内容を踏まえて抽出し 
た課題を克服するため、次のイベントが小規模事業者の振興になるようにＰＤＣＡサイ 
クルを確立する。その他、地域ブランド確立により、地域小規模事業者のイメージ向上 
が事業振興に繋がるという観点から、地元、山川高校と農産物販売で連携し地域ブラン 
ド化のＰＲ事業に取組む。 

 
【実施する事業】 

  ・来場者数調査    
  ・来場者アンケート  

【調査項目】 ①性別 ②居住地 ③家族構成 ④購入品目 ③購入金額 
④気になった商品 ⑤交通手段 ⑥情報の収集方法 等 

  ・山川高校と農産物販売による連携  
 

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 
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【基本方針】 
地域の小規模事業者支援のために必要なスキルの向上・ノウハウの取得のために、地域の経済動

向や事業計画策定に関して他の支援機関との連携・情報交換を密にすることで支援力の向上に努め

る。主な取組は、下記の通りである。 
 
（１）（財）かごしま産業支援センターの実施する「中小企業支援に携わる行政会議」や金融機関及

び各支援機関を対象とする「中小企業支援機関連携推進会議」に年１回出席し、小規模事業

者の経営状況や適切な支援内容、支援ノウハウなどについて情報収集・意見交換を行う。 
 
（２）南九州市商工会が幹事商工会である南薩地域広域指導協議会が主催する「小規模事業者経営

支援研究会」において、菜の花商工会管内の小規模事業者の経営状況や他地区の経営指導員

の支援ノウハウや事業計画、販路開拓等の事例について意見交換を年 1 回実施する。 
 
（３）もうかる指宿クラスター協議会(指宿市・菜の花商工会・指宿商工会議所)において、事業の共

同実施や各団体における先進事例や販促事例、支援ノウハウの共有化を目的とした意見交換

会を年 1 回実施する。 
 
（４）経済や金融、消費トレンド、管内以外の景気の情報等の入手に、（独）中小企業基盤整備機構

南九州事務所、よろず支援拠点、県商工会連合会、金融機関と意見交換を進め、情報の蓄積

や支援能力の向上を図る。 
 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 
 
《基本方針》 
 今日の多様化した社会・経済環境に迅速に的確に対応した経営指導を行うには、経営指導員の個々

の知識や指導能力の向上が必要である。具体的には、最新の経済情報・業界情報・経営環境等の把

握。小規模事業者の経営の問題や課題の把握。そして、その問題や課題を解決する指導能力が必要

である。また、商工会職員全体としての指導能力の向上も必要である。そこで、（独）中小企業基盤

整備機構（中小企業大学校）が実施する研修への参加に加え、鹿児島県や鹿児島県商工会連合会が

専門家を招いて行う経営支援セミナー等に参加して研鑽に励む。経験の浅い指導員には経験の豊富

な経営指導員によるサポートを通して、現場において必要となる指導や適切な助言方法、情報収集

の手法を実践的に学ぶ形で資質向上に取り組む。また、経営指導において有効な資格を取得し資質

を向上させる。 
 
（１）（独）中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）、全国商工会連合会、鹿児島県、鹿児島県商

工会連合会等の機関誌や支援事例集、支援テキスト等から経済情報・業界情報等を収集し、個々

の企業の経営の問題や課題の把握その解決策の支援ノウハウ等の情報をカテゴリーごとに情報

を支援カードにまとめ、職員が同一の情報を共有することで、同レベルでの経営支援に役立て

ることが出来る。また、経験の豊富な経営指導員が経験の浅い指導員に指導と助言を与え、職

務のフォローアップを義務化する。経営支援員についても、情報を共有することで、経営指導

員不在の時などの小規模事業者からの問い合わせ等について、支援カードを利用し、指導に役

立てる。 
 
（２）新商品開発や農産加工など日々の活動の中で、関わることが希薄な分野であったため、経営

発達支援事業を進める中で必要な知識の不足がある。今後、計画した経営発達支援事業に取り

組んでいくためには、新商品開発や農産加工に関する知識と能力の向上が必要不可欠である。
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そこで、経営発達支援事業を進めるに当たり最新の情報の収集や商品開発手法を学ぶことが大

切なことから、中小企業大学校が主催する各種研修のうち、新商品開発、農産加工、販路開拓

に関するものには年に 1 回以上は参加して、知識を涵養し、経営発達支援計画の円滑な実施の

ため、経営指導員の更なる能力の引き上げを行う。また、支援事業の事例や各種研修において

の研修内容等は、職員の誰でもがいつでも閲覧できるように、1 つのファイルに項目ごとに分

類して紙ベースで綴り書棚に保管しておく。また、サーバーにデータも保存しておく。これら

2 つの事を行って情報の共有体制を整え、異動によって情報の共有が途絶えることを防ぎ、経

営指導に役立てることができる。 
 

（３）専門家派遣の際には、必ず経営指導員が随行し、専門家の実施する経営支援の手法を学ぶ。 
  その時の指導データの共有は、ファイルに紙での保存とサーバーにデータ保存し、必要に応じ

て、職員がいつでも閲覧でき、経営指導に役立てる体制にする。 
 
（４）小規模事業者支援に役立つ簿記・会計ソフト実務能力・ファイナンシャルプランナー・経営 

支援マネージャーなど公的資格の取得を促し、キャリアアップ支援や早期合格へ向けた環境を 
整備し、有資格者を増やす努力をする。その一つとして資格取得合格者には検定料の一部を助 
成する制度を設ける。資格取得検定試験情報はファイルに紙での保存とサーバーにデータ保存 
し、いつでも閲覧可能の状況で職員の間で共有する。 

 
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 
 
《基本方針》 
 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。 
 
【実施内容】 

(1)外部機関として、指宿市商工水産課、県商工会連合会の専門経営指導員、外部有識者として中

小企業診断士等に事業の実施状況、事業の成果、連携効果を説明し、年一回必ず、計画の見直

しや修正案の提示を行う。 
(2)事業の成果・評価・見直しの結果については、商工会理事会へ報告し、承認を受ける。 
(3) 事 業 の 成 果 ・ 評 価 ・ 見 直 し の 結 果 を 菜 の 花 商 工 会 ホ ー ム ペ ー ジ

(http://nanohana.kashoren.or.jp/)及び本商工会報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 
（３０年１０月現在） 

（１）組織体制 
会長 

          監事              正副会長会 
    
 商業部会                                 小規模事業経営改善 

資金審査委員会 
理事会（２５名） 

 建設工業部会                         商工貯蓄共済 
                               融資斡旋協議委員会 
 水産加工部会 
 
 観光サービス部会                事務局長 
 
 青年部・女性部            山川本所              開聞支所 
 
                      経営指導員             経営指導員 
       広域経営指導員 
                  経営支援員         経営支援員 
 

記帳指導員 
(２)実施体制 

職種 人数 役割 
事務局長 １ 各種連絡調整、環境整備 
広域指導員 １ 連携による経営発達支援計画の支援 
経営指導員 ２ 経営発達支援計画の実施 
経営支援員 ２ 経営発達支援計画の補助 
記帳指導員 １ 経営発達支援事業に付随する各種事業の補助 

 
（２）連絡先 
   ◯菜の花商工会山川本所 
   ・郵便番号  ８９１－０５１１ 鹿児島県指宿市山川福元６７１１－７ 
   ・電話番号  ０９９３－３４－１１４１  ・FAX 番号 ０９９３－３４－１１４３ 
      ◯菜の花商工会開聞支所 
   ・郵便番号  ８９１－０６０３ 鹿児島県指宿市開聞十町２８６７ 
   ・電話番号  ０９９３－３２－４７８０   ・FAX 番号 ０９９３－３２－４７８１ 

URL：http://nanohana.kashoren.or.jp/ 
 

http://nanohana.kashoren.or.jp/
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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） 

 
31 年度 

 
32 年度 

 
33 年度 34 年度 35 年度 

 

必要な資金の額 2,357 2,555 2,844 2,848 2,856 

 

・地域の経済動向調査 
・経営状況の分析 
・事業計画策定支援 
・事業計画策定後の支援 
・需要動向調査 
・新たな需要の開拓に寄与する

こと 
・地域経済の活性化に資する取

組 
・経営指導員の資質向上に関す

ること 
・事業の評価及び見直しをする

ための仕組み 

112 
260 
284 

0 
140 

1,180 
 

106 
 

240 
 

35 

112 
268 
284 

0 
140 

1,370 
 

106 
 

240 
 

35 

112 
272 
284 

0 
140 

1,655 
 

106 
 

240 
 

35 

112 
276 
284 

0 
140 

1,655 
 

106 
 

240 
 

35 

112 
284 
284 

0 
140 

1,655 
 

106 
 

240 
 

35 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国補助金・県補助金・市補助金・会費・手数料・事務受託料収入・各種使用料等 

 

 

（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・需要動向調査の情報収集及び課題解決へ向けた取り組み。 

②専門家を介した経営状況の分析及び需要動向調査分析。 

③専門家を介した事業計画の策定及び策定後のフォローアップにおける指導・助言。 

④新たな需要の開拓支援における出展等の案内及び支援。 

⑤地域経済活性化に資する取組における経済的及び物理的な事業支援。 

⑥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支援。 

連携者及びその役割 

①鹿児島県 
 代表者：知事 三反園 訓 
 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町１０-１ ℡099-286-2111 
 役割：経営改善普及事業を実施するにあたり、各種補助金の助成や経営革新等の申請

に対する助言。県内の観光動向調査をはじめとした情報資料の提供。 
 
②指宿市 
 代表者：市長 豊留 悦男 
 〒891-0497 指宿市十町２４２４ ℡0993-22-2221 
 役割：経営発達支援計画実施の支援。地域経済の活性化に結び付く各種イベントに費

用面及び人的面での支援。各種会議における協議、イベントや販路開拓等の支

援。 
 
③全国商工会連合会 
 代表者：会長 森 義久 
 〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目７－１ 
       有明町電気事業ビル北館１９階 ℡03-6268-0088 
 役割：小規模事業所に対する商談会や展示会等の開催、アンテナショップの運営によ

る販路開拓支援。専門家派遣事業の実施、指導員の資質向上に対する支援。 
 
④鹿児島県商工会連合会 
 代表者：会長 森 義久 
 〒892-0821 鹿児島市名山町９－１ 産業会館６階 ℡099-226-3773 
 役割：経営発達支援計画実施に関して、適切な指導及び助言。地域の経済動向の調査

と情報の提供、事業計画策定に関する専門家派遣事業、特産品フェアや出展の

支援。 
 
⑤日本政策金融公庫鹿児島支店 国民生活事業 
 代表者：事業統轄 山田浩示 
 〒892-8626 鹿児島市名山町１－２６ ℡099-224-1241 
 役割：経営発達支援計画の実施における各種統計情報の分析と提供。小規模事業者経
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営発達支援融資制度の活用。金融における事業計画策定後のフォローアップ。 
 
⑥独立行政法人中小企業基盤整備機構 
 代表者：理事長 高田 担史 
 〒105-8453 東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル ℡03-5470-1509 
 役割：小規模事業者の経営力向上に資する研修の実施。支援機関の職員の資質向上に

資する研修の実施。 
 
⑦（公財）かごしま産業支援センター 
 代表者：理事長 古川 仲二 
 〒892-0821 鹿児島市名山町９－１ 産業会館２階 ℡099-219-1272 
 役割： 小規模事業者の円滑な取引の支援。販路開拓に関連する各種支援。専門家派

遣事業。各種助成金の案内を含む経営相談等。 
 
⑧鹿児島県よろず支援拠点 
 代表者：コーディネーター 加藤 剛 
 〒892-0821 鹿児島市名山町９－１ 産業会館１階 ℡099-219-1272 
 役割：小規模事業者の経営力向上に資する各種支援。 
 
⑨山川町漁業協同組合 
代表者：代表理事 河野 勝人 
〒891-0511 指宿市山川福元６７１７ ℡0993-34-0111 
役割：山川地域の水産業の振興。水産業に関する情報の提供。山川地域における各種

イベントの実施。 
 

⑩山川水産加工業協同組合 
〒891-0501 指宿市山川新栄町９ ℡0993-34-0155 
代表者：代表理事 地島 幸平 
役割：山川地域の水産業の振興。水産加工業に関する情報の提供。新商品開発と販路

開拓の支援。山川地域における各種イベントの実施。 
 
⑪ＪＡいぶすき 
 〒891-0516 指宿市山川成川 3830 ℡0993-35-3411 
 代表者：代表理事組合長 福吉 秀一 
役割：山川及び開聞地域の農業の振興。農業に関する情報の提供。新商品開発と販路

開拓の支援。山川及び開聞地域における各種イベントの実施。 
 

⑫（公財）指宿市観光協会 
〒891-0405 指宿市湊５丁目２丁目５－３３ ℡0993-32-2352 
代表者：中村 勝信 
役割：観光ＰＲ。観光メニューの開発。地域イベントの実施。 
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連携体制図等 

 
                        菜の花商工会管内 小規模事業者 

 

   

 

鹿児島県 

指宿市                                   
各支援機関                   菜の花商工会 理事会 

漁業協同組合                  建設・商業・観光・水産加工部会 

水産加工組合 

ＪＡいぶすき                                      

金融機関                    

中小企業基盤整備機構  

                          鹿児島県よろず支援拠点  
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