
 

経営発達支援計画の概要 

実施

者名 

薩摩川内市商工会 

(法人番号)6340005003958 

実施

期間 
平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目  

標 

〇小規模事業者の売上・利益拡大支援の徹底 

薩摩川内市商工会は重点的に事業計画策定支援を行い、管内小規模事業者の 

売上・利益拡大支援を行う。 

〇新たな観光プランの策定・特産品開発による観光関連産業の支援 

薩摩川内市は魅力的な地域資源を有しており、魅力的な地域資源を活用した 

新たな観光プランの策定や薩摩川内市産の原材料を使用した特産品開発等に 

より観光関連産業を重点的に支援を行い、地域活性化を図る。 

事 

業 

内 

容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

○中小企業景況調査を実施する。 

〇各種機関の公表資料に基づく経済動向調査の収集・集約を実施する。 

○小規模事業者経済動向アンケート調査を実施する。 

 ○行政懇談会を実施する。 

２．経営状況の分析に関すること 

○記帳代行先企業の経営指標算出を実施する。 

〇巡回指導・セミナー開催による経営状況情報の収集を実施する。 

○分析チームを編成し、経営分析会議を開催する。 

○経営分析が必要な事業所を選定し、経営分析を実施する。 

 ○経営分析レポートを作成する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

○事業計画策定事業者の掘り起しを実施する。 

〇事業計画策定セミナー・個別相談会を開催する。 

〇事業計画の策定支援(個別支援)を実施する。 

（創業・第二創業者についても同様とする） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

○事業計画策定事業所を四半期に 1回巡回訪問し、フォローアップする。 

（創業・第二創業者についても同様とする） 

５．需要動向調査に関すること 

〇消費者(利用者)アンケート調査を実施する。 

○各種統計資料及び情報誌等による情報の収集・提供を実施する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

○物産展の開催及び参加支援を実施する。 

○マスメディア等の広報支援を実施する。 

○ホームページ等ＩＴ活用支援を実施する。 

連 

絡 

先 

 
薩摩川内市商工会 入来本所 
 住所 ：〒895－1401 鹿児島県薩摩川内市入来町副田 5950－27 
 TEL  ：0996－44－2045  
FAX  ：0996－44－4474 
 Email：satsumasendai-s@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 

１．薩摩川内市の概要 

 薩摩川内市は、鹿児島県薩摩半島の北西部に位置し、 

南は「鹿児島市」と「いちき串木野市」、北は「阿久根 

市」と「さつま町」に隣接する本土区域と甑島区域(上 

甑島・中甑島・下甑島)で構成された、総面積 682 ㎢を 

誇る鹿児島県で最も範囲の広い行政区である。 

 平成の大合併により、平成１６年に川内市、樋脇町、 

入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村、 

鹿島村の１市４町４村が合併し、薩摩川内市が誕生した。 

 薩摩川内市商工会は、市町村合併後、旧川内市を除く 

７つの町村地区商工会と高城商工会(旧川内市の会議所 

併存商工会)が合併し、平成１９年４月１日に設立された。 (薩摩川内市の位置) 

 

２．薩摩川内市の交通網 

 鉄道については、従来からのＪＲ鹿児島本線に加え、新たに平成２３年３月に九州新

幹線が全線開通し、川内駅から最短で鹿児島中央駅に１３分、博多駅には７４分で行く

ことが出来るようになった。また、新幹線開業に伴い、旧ＪＲ鹿児島本線の川内・西方

間は分離された「肥薩おれんじ鉄道」が運行している。また、川内駅は１日平均４，１

５３人の乗降客数であり、鹿児島県の駅で９番目に多い乗降客数である。自動車道では、

鹿児島市から延びる国道３号線が主要幹線であったが、南九州西回り自動車の高速交通

網も整備が進められており、平成２５年３月には薩摩川内水引ＩＣ～薩摩川内高江ＩＣ

(延長３．５km)が開通するなど、交通運輸の要衝となっている。 

 さらにアジア諸国への貿易・流通拡大に向けた拠点である川内港を有している。甑島

への渡航手段として、隣接市の「いちき串木野市」からフェリーが運航し、平成２６年

からは川内港発着の「高速船甑島」がそれぞれ１日２往復ずつ運行している。 

※以前は、甑島航路は、串木野港発着となっていた。             

 
     (高速船甑島)        (肥薩おれんじ鉄道) 

 

３．人口の推移 

薩摩川内市は、中心部に商工会議所があり、その周りを商工会が管轄している併存地

区である。また、商工会地区の人口は年々減少傾向にある。 

 また、年少人口・生産年齢人口が減少する一方で、６５歳以上の老年人口は一貫して

増加し、平成３７年には、ほぼ３人に１人となると予想されており、さらに少子・高齢
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化の進行が予想されている。なお、商工会地区は、離島地区も含めて、人口の減少が旧

川内市に比べて大きい。 

                                 (単位：人) 

調査年月日 
旧川内市 

(会議所) 

本土地区

(商工会)

甑島地区

(商工会)

薩摩川内市

全体合計 

商工会地区 

合計 

商工会地区

割合 

平成 17 年 1月 1 日 67,635 30,857 6,650 105,142 37,507 35.70% 

平成 23 年 1月 1 日 67,490 27,749 5,697 100,936 33,446 33.10% 

平成 27 年 1月 1 日 67,447 25,862 5,038 98,347 30,900 31.40% 

(薩摩川内市人口推移) 

 

  
旧樋脇

町 

旧入来

町 

旧東郷

町 

旧祁答

院町 
旧里村 

旧上甑

村 

旧下甑

村 

旧鹿島

村 

平成２１

年 
33.30% 34.10% 32.60% 37.10% 42.80% 51.50% 38.20% 47.80%

平成２４

年 
34.00% 35.10% 32.90% 37.40% 44.10% 49.50% 38.20% 48.80%

平成２７

年 
37.10% 38.50% 34.50% 40.10% 47.20% 51.70% 42.70% 50.30%

             (管内の６５歳以上の老齢人口割合) 

 

  
旧樋脇

町 

旧入来

町 

旧東郷

町 

旧祁答

院町 
旧里村 

旧上甑

村 

旧下甑

村 

旧鹿島

村 

平成２１

年 
12.30% 10.70% 13.50% 12.30% 10.60% 6.90% 12.40% 7.10%

平成２４

年 
11.90% 10.20% 13.80% 11.80% 10.10% 6.80% 11.40% 5.80%

平成２７

年 
11.60% 10.50% 13.50% 11.20% 10.80% 7.10% 10.80% 7.00%

             (管内の１４歳以下の年少人口割合) 

 

４．消費購買力の状況 

 「鹿児島県消費者購買動向調査」によると人口減・高齢化の進む薩摩川内市商工会地

域における消費者の購買動向をみると、地区によりバラツキは見られるものの地元での

購買率は、平均４８．８９％と半分以下であり、他地区(主に旧川内市や鹿児島市)への

消費者流出が多く、商業・サービス業を中心とした地域小規模事業者の経営環境は厳し

いものがある。 
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地区 地元 流出 通信販売 移動訪問販売 合計 

    
旧川内

市 

旧鹿児島

市 

その他市町

村 
  

 
  

旧樋脇町 73.2% 13% 9.5% 0.9% 2.8% 0.7% 100% 

旧入来町 48.8% 26.1% 9.3% 11.2% 3.9% 0.7% 100% 

旧東郷町 38.7% 49.3% 7.8% 2.2% 1.6% 0.4% 100% 

旧祁答院

町 
71.7% 4.2% 11.6% 8.6% 3.6% 0.3% 100% 

旧里村 38.2% 6.5% 36.9% 6.5% 10.6% 1.3% 100% 

旧上甑村 49.3% 3.5% 35% 4.8% 6.6% 0.8% 100% 

旧下甑村 36.5% 3% 43.1% 4.9% 11% 1.5% 100% 

旧鹿島村 34.7% 2.9% 34.4% 13.9% 12.1% 2% 100% 

(薩摩川内市の消費者購買動向) 

５．薩摩川内市の観光資源 

 「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき、

特定されている地域資源は、市比野温泉・川内高城温泉・入来武家屋敷群・甑島・ 

藺牟田池(ラムサール条約登録地) 等である。中でも、甑島は平成２７年３月に国定公

園に指定され、また、釣りの人気スポットであり、今後の知名度の向上による交流人口

の拡大など観光振興への寄与が期待される。これらの観光資源を活用して薩摩川内市の

観光関連産業の経済活性化を図る。 

 

 
   川内高城温泉     甑島(長目の浜)      藺牟田池  

 

 
入来武家屋敷群(増田邸)   甑島(ナポレオン岩) 

 

６．農業・畜産業の状況 

 「薩摩川内市農業・農村振興基本計画」によると、薩摩川内市の農業産出額は、平成

２３年において、１３２億４千万円であり、平成１８年と比べると増加傾向にある。 
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 (単位：千万円) 

  
平成１８年 平成２３年 

産出額 構成比 産出額 構成比 

米 227 21.3% 229 17.3% 

いも類 6 0.6% 1 0.1% 

野菜 119 11.1% 88 6.7% 

果実 59 5.5% 48 3.6% 

花き 17 1.6% 11 0.8% 

茶・たば

こ 
22 2.1% 32 2.4% 

肉用牛 249 23.3% 518 39.1% 

乳用牛 7 0.7% 8 0.6% 

養豚 84 7.9% 39 2.9% 

養鶏 278 26% 350 26.4% 

計 1,068 100% 1,324 100% 

      (主な農業産出額及び構成比の推移) 

 

また、園芸作物としては、お茶・ぶどう・きんかん 等の生産が盛んで、これらの農産

物・畜産物は、地域内外で多くの加工食品の原材料に活用され、観光土産品や飲食店メ

ニュー等として地域内外において幅広く販売提供されている。 

 

品目 作付面積(ha) 生産量(t) 販売額(千円) 

お茶 116 366 305,054 

ぶどう 24 230 183,920 

きんかん 13 219 166,983 

(お茶・ぶどう・きんかんの作付面積・生産量・販売額) 

 

７．地域内商工業者数等の推移 

 商工会地区の商工業者数等は、年々減少傾向で推移している。小規模事業者は、大半

が家族経営で高齢化も進行している。売上はどの業種も減少傾向にあり、後継者がいな

いところも多い。また、創業・第二創業は、年間数十件程度である。人口減少に併せて

空き店舗が目立ち、経済面や景観面からも空き店舗対策は、行政とともに取り組まなけ

ればならない課題となっている。小規模事業者を業種別にみると、卸売業・小売業・建

設業・宿泊業・飲食サービス業が多数を占めている。 

             

                          (単位：企業) 

区分 平成１９年 平成２３年 平成２７年 

商工業者数 1,244 1,184 1,158 

小規模事業者数 1,158 1,093 1,069 

会員数 871 797 735 

(管内商工業者数等の推移) 
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                           (単位：企業) 

業種 商工業者 小規模事業者 

農林漁業 20 19 

鉱業・採石業 1 1 

建設業 187 178 

製造業 129 111 

電気・ガス供給業 4 3 

情報通信業 2 2 

運輸業・郵便業 29 26 

卸売業・小売業 356 331 

金融業・保険業 12 9 

不動産業 11 9 

専門技術サービス業 22 21 

宿泊業・飲食業 149 143 

生活関連サービス業 140 134 

教育学習支援業 9 9 

医療・福祉 12 12 

複合サービス業 17 8 

サービス業 58 53 

合計 1,158 1,069 

             (業種別事業者数 (平成２７年)) 

 

８．これまでに薩摩川内市商工会が取り組んできた事業 

  当商工会では、特色ある地域資源を活用し、これまでも特産品開発や観光振興・特

産品販路開拓に寄与する事業を行ってきた。これまでに実施した主な事業を下記に列

挙する。 

 〇平成２１年度 

  ・地域資源∞全国展開プロジェクト事業 

   「宝の島 体験型観光 海の幸 開発事業」 

 〇平成２２年度 

  ・地域資源∞全国展開プロジェクト事業 

   「甑島を満喫できる観光の開発事業」 

   「キビナゴなど海産物を活用した特産品開発事業」 

  ・プレミアム商品券発行事業 

 〇平成２３年度 

  ・小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業 

   「かごしまブランド産品きんかんを使用した特産品開発事業」 

  ・プレミアム商品券発行事業 

  ・海幸山幸事業(ギフトカタログによる特産品販路開拓支援事業１年目) 

 〇平成２４年度 

  ・小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業 

   「薩摩川内ブランド(海幸山幸)を創り出す！特産品開発事業」 

  ・海幸山幸事業(ギフトカタログによる特産品販路開拓支援事業２年目) 

 〇平成２５年度 

  ・海外展開総合支援事業ＪＡＰＡＮブランド戦略策定支援事業 

  ・海幸山幸事業(ギフトカタログによる特産品販路開拓支援事業３年目) 
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 〇平成２６年度 

  ・海外展開総合支援事業ＪＡＰＡＮブランド確立支援事業１年目 

  ・海幸山幸事業(ギフトカタログによる特産品販路開拓支援事業４年目) 

  ・地域内資金循環等新事業開発検討事業 

 〇平成２７年度 

  ・海外展開総合支援事業ＪＡＰＡＮブランド確立支援事業２年目 

  ・海幸山幸事業(ギフトカタログによる特産品販路開拓支援事業５年目) 

 

  上述のような様々な事業に取り組んできたノウハウを活用し、今後の経営発達支援

事業に取り組んでいく。 

 

【地域の現状・分析】 

 【強み】 

  ①魅力的な観光資源が豊富である。(甑島国定公園・温泉 等) 

  ②農畜産物の生産量が豊富で、これらは多く、加工食品の原材料に活用され、観光

土産品や飲食店メニュー等として市内外において幅広く販売提供されて

いる。 

 

 【弱み】 

  ①地元購買率は、平均４８．８９％と半分以下である。 

   (旧川内市や鹿児島市へ購買力が流出) 

  ②管内の商工業者・小規模事業者が９２．３％を占めており、小規模事業者単独で

   販路開拓を図ることが困難な事業所がほとんどである。 

 

 【機会】 

  (１)交通アクセス(利便性)の向上 

  ①平成２３年３月に九州新幹線が全線開通し、川内駅から最短で鹿児島中央駅に 

   １３分、博多駅には７４分で行くことが可能となっている。 

  ②平成２６年４月から「高速船甑島」が甑島へ１日２往復ずつ運行している。 

   (以前は、串木野港発着) 

  ③高速交通網(南九州西回り自動車道)の整備が進められている。 

  (２)観光客の増加・観光関連産業の進展が見込まれる。 

  ①平成２７年３月に甑島地区が国定公園に指定された。 

 

 【脅威】 

  (１)少子高齢化の進行 

  ①年少人口・生産年齢人口の割合が減少する一方で、６５歳以上の老年人口の割合

   は一貫して増加している。平成３７年には、ほぼ３人に１人となり、さらに少子

高齢化が進行していくことが予想される。 

 

 【課題】 

  (１)市街地への購買流出が大きい 

  (２)小規模事業者の減少・高齢化の進行・後継者不足 

  (３)魅力的な観光資源の知名度が低い 

  (４)豊富な地域資源が活用されておらず売上に結びついていない 
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２．経営発達支援事業の目標 

  上記の地域の現状・分析課題を踏まえて、以下の目標を設定し、管内小規模事業者

への持続的な発達支援を目指す。 

 

 【中長期的な振興の在り方】 

 

 (１)小規模事業者の持続的経営の確立 

  小規模事業者の地域購買力の流出による売上減少に対応するためには、消費者のニ

ーズを的確に捉え、その消費者ニーズ・需要動向に対応した商品・サービスにより、

 新たな販路開拓・売上拡大を図っていかなければならない。また、創業支援・６次産

業化支援策の実施により、小規模事業者の増加を図り、あわせて後継者育成支援等に

より小規模事業者の減少に歯止めをかける。 

 

 (２)観光資源の知名度向上及び薩摩川内ブランドの確立による地域活性化 

  管内地区は、魅力的な観光資源が多く、都市部との交通アクセスが向上しつつある

ことから今後も更なる観光客の増加が見込まれる。中長期的には、この強みと機会を

活用した観光関連事業の振興が特に重要である。また、現在、各企業で個別に行われ

ている地域資源を活用した商品販売及び開発については、既存商品のブラッシュアッ

プ及び新商品開発における統一ロゴマークやパッケージの使用等により薩摩川内市

産としてのブランド力を強化し、様々な販路開拓支援にて薩摩川内市ブランドイメー

ジの浸透を図る。 

 

 【本計画の目標】 

 上記の中長期的な振興の在り方を踏まえ、以下の目標を設定し、経営支援を行う。 

  

(１)小規模事業者の売上・利益拡大支援の徹底 

  上記の中長期的な振興の在り方の(１)の根幹となるには、しっかりとした事業計画

の策定にある。そのため、薩摩川内市商工会としては重点的に事業計画策定支援を行

い、管内小規模事業者の売上・利益拡大支援を行う。 

 

 (２)新たな観光プランの策定・特産品開発による観光関連産業の支援 

  上記の中長期的な振興の在り方の(２)については、薩摩川内市は魅力的な地域資源

を有しており、魅力的な地域資源を活用した新たな観光プランの策定や薩摩川内市産

の原材料を使用した特産品開発等により観光関連産業を重点的に支援を行い、地域活

性化を図る。 

 

 【目標達成方針】 

 〇薩摩川内市商工会は、小規模事業者の立場に立った伴走型の事業計画策定支援を行

い、管内小規模事業者の売上・利益拡大に向けた支援を実施する。 

  ・売上高・利益を上げる仕組みづくり(事業の持続化)の推進 

  ・新商品・新サービスの開発支援 

  ・販路開拓支援 

 

 〇薩摩川内市商工会は、地域観光資源のブラッシュアップと新たな観光資源の掘り起

し・創出を図り、観光客のニーズに沿った新たな観光プランの策定等により観光関連
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事業の振興を、地域全体で一体的に図る。また、豊富な地域資源を活用した特産品開

発や６次産業化の推進を図り、継続的な販売体制を構築し、管内小規模事業者の持続

的発展を支援する。 

 

 〇全職員が小規模事業者の事業計画策定等を確実に支援できる能力を身につけるた

めに、資質向上(従来の経営指導に必要な能力の向上に加え、小規模事業者の売上・

利益拡大に資する支援ノウハウの習得)を図っていく。なお、その支援ノウハウは、 

 職員全員が共有し、組織内で活用できる仕組みを構築して実施する。 

 

 〇経営発達支援事業は、常に、事業の実施方法等が効果的なものになっているかを検

 証しながら実施する。特に事業の評価及び見直しについては、ＰＤＣＡサイクルの仕

組みを構築して実施する。 

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２９年４月１日～平成３４年３月３１日） 

  

（２）経営発達支援事業の内容 

 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 １．地域の経済動向調査に関すること(指針③) 

 (課題と対応策) 

  現状は、各経営指導員が入手した経済動向調査を経営指導の際に、小規模事業者に

 提供し、経営指導に活用してきているが、地域経済動向調査に基づく経営指導は実施

されていなかった。経営発達支援事業の事業計画策定支援においては、地域の経済動

向を見通した事業計画を策定しなければ、その事業計画が地域の経済動向と大きくか

け離れるものとなり、実効性を持たないものとなりかねない。 

  経営発達支援事業では、地域の経済動向調査として、下記の調査を実施し、調査結

果を小規模事業者(非会員を含む)の事業計画策定支援はもとより、巡回・窓口相談等

の参考データとして経営支援に活用する。 

 (１)中小企業景況調査 

 (２)各種機関の公表資料に基づく経済動向調査の収集・集約 

 (３)地域内小規模事業者を対象とする経済動向アンケート調査【新規事業】 

 (４)行政懇談会の実施 

 

(事業内容)  

(１)中小企業景況調査 

 中小企業景況調査(全国商工会連合会が実施)は、４半期ごとに中小企業景況調査報

告書(全国約 8,000 件)が発表される。 

 報告書は、九州地区などブロック別の景況調査結果も記載されており、マクロ景気

動向及びブロック経済動向と地域内経済動向の比較資料として、事業計画策定支援等

の参考データとして活用する。 

【調査項目】 
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 ①売上の実績と今後の見込み 

 ②資金繰りや業況等前年同期と比較した経営状況と来期の見通し 

 ③今期及び来期の新規設備投資状況 

 ④今期直面している経営上の課題 

 ⑤業況判断の背景について 

 

(２)各種機関の公表資料に基づく経済動向調査の収集・集約 

 各種機関が公表している経済動向調査データをインターネット等により収集・集約

し、事業計画策定等の参考データとして活用する。 

【収集する調査データ】 

 ①鹿児島県内景況(鹿児島銀行・毎月末に公表) 

  調査項目：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 

 ②業況調査結果(鹿児島銀行・毎年３、６、９、１２月に実施) 

  調査項目：業況・売上高・販売/仕入価格の動向・損益・資金繰り・設備投資 

 ③全国小企業月次動向調査(日本政策金融公庫・毎月公表) 

  調査項目：売上・採算・価格(全国小企業を対象) 

  

(３)地域内小規模事業者(非会員含む)を対象とする経済動向アンケート調査 

                               【新規事業】 

商工会独自の調査事業として、小規模事業者を対象として、毎年、経済動向調査を

実施する。アンケート結果は、業種別に整理分析し、地域の経済動向を見据えた事

業計画策定の支援等に活用する。 

 当初は、以下の項目をアンケート項目とするが、経営指導員会議で協議し、効果的

な調査内容になるよう随時変更できるものとする。 

 また、事業計画策定等の参考データとして活用するとともに、商工会広報誌への掲

載、ホームページでの情報公開等により、小規模事業者への情報共有を図る。 

【調査項目】 

 ①昨年同時期と比較した自社の景況と今後の見通し 

 ②県内業界の景況と今後の見通し 

 ③域内業界の景況と今後の見通し 

 ④自社の経営課題 

 ⑤実施してほしい支援策 

 

(４)行政懇談会の実施 

  薩摩川内市商工担当課と薩摩川内市商工会役職員による行政懇談会を年に１回開

催し、管内経済動向等についてお互いの情報交換と意見交換を実施する。なお企業

進出・新たな産業育成支援策等の小規模事業者に影響のある情報や動向については、

連携を密にして情報交換を図り、経済動向を見据えた事業計画策定等に活用する。

 

(目標) 

 (１)調査結果は、データとして蓄積し、巡回指導や事業計画策定に活用する。また

ホームページや会報等を通じて、小規模事業者に広く周知を図る。 

 (２)調査数等について、以下の目標を設定し、確実に実施する。 
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支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

中小企業景況調査分析 4 回  4 回  4 回  4 回  4 回  4 回 

各機関の公表資料に基づく調査 - １2 回 １2 回 １2 回 １2 回 １2 回 

地域経済動向アンケート調査回数 未実施  １回  １回  １回  １回  １回 

地域経済動向アンケート対象企業数 113 社 120 社 130 社 140 社 150 社 160 社 

行政懇談会（意見交換会）の実施 1 回  １回  １回  １回  １回  １回 

 

※地域経済動向アンケート調査の対象企業は、初年度は商工会の総代とし、１００％

のアンケート回収率を目標とする。初年度以降、毎年５月に巡回・窓口相談時にア

ンケート調査数を増加し、調査内容の精度を高める。 

 

２．経営状況の分析に関すること(指針①) 

(課題と対応策) 

  経営状況の分析については、今まで補助金・助成金申請・金融斡旋・金融円滑化

相談・経営革新計画作成等で必要となる場合に対応してきているが、小規模事業者

の売上減少等の経営課題解決に必要となる経営状況の分析に基づいた支援は、十分

対応してきていない状況である。 

  今後、小規模事業者の経営が、計画的かつ持続的に発展していくためには、経営

状況の分析(目標の位置づけとのギャップを認識するうえで重要となる)に基づいた

事業計画策定等の支援が重要であり、経営発達支援事業においては、必ず小規模事

業者の経営状況分析に基づく事業計画策定支援を実施するものとする。 

  なお、その実施方法として、小規模事業者(非会員含む)に対する巡回・窓口相談・

各種セミナー等において、経営状況の情報を収集し、併せて記帳代行先の経営指標

算出により、経営状況の分析を必要とする事業所をピックアップし、経営状況の分

析を実施する。 

  また、経営分析結果に基づき、事業計画策定が必要と判断される小規模事業者に

対しては、事業計画策定の重要性の理解を求め、事業計画策定を積極的に推進する。

 

(事業内容) 

(１)記帳代行先企業の経営指標算出【新規事業】 

  記帳代行先企業(９４件)の経営指標を算出し、整理・分析をすることにより、実

数値に基づいた経営状況をデータベース化し、職員が共有(閲覧・利用)できるもの

とし、巡回指導や地域の実情に応じた事業計画策定支援の資料として活用する。 

(調査内容)  

 ①経営資本対栄表利益率(収益性) 

 ②経営資本回転率(収益性) 

 ③売上高対営業利益率(収益性) 

 ④売上高対総利益率(収益性) 

 ⑤従業員１人当たり月平均人件費(生産性) 

 ⑥従業員１人当たり年間売上高(生産性) 

 ⑦売上高対人件費(生産性) 

 ⑧従業員１人当たり年間総利益高(生産性) 

 

(２)巡回指導・セミナー開催による経営状況情報の収集  

 各経営指導員が巡回指導時に、経営状況(売上・利益の状況、経済動向、需要動向、
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経営課題、新商品・新サービス等の実施)のヒアリングを実施し、経営状況情報を収集

する。特に、事業計画を策定し、課題解決が必要と思われる小規模事業者に対しては、

再度詳細なヒアリングを実施する。 

 また、各種経営セミナー等の開催時に、参加者に対して経営課題や需要動向等のア

ンケート調査・ヒアリング調査を実施し、巡回指導時と同様な経営情報を収集する。

 なお、収集した経営情報は、データベース化し、経営分析会議に提出する。 

 

(３)経営分析チームの編成及び経営分析会議の開催 

 調査収集した小規模事業者の経営状況の情報(定量項目・定性項目)を整理するため

に、経営指導員を中心とした経営分析チーム(３名)を編成する。 

 分析チームは、毎月１回、経営分析会議を開催し、データベースの構築及び更新並

びに経営課題を抽出し、経営課題を抱える小規模事業者をピックアップする。 

 

(４)経営分析の実施(事業計画策定支援に活用) 

 経営分析会議で経営分析が必要と認められた事業者は、経営分析(定量分析及び定性

分析)を実施する。 

 定量分析(財務診断)は、Ｐ/ＬやＢ/Ｓに基づいた実数分析・比率分析により、当該

企業の収益性・安全性・成長性・資金繰り等を分析する。 

 定性分析については、今までのフレームワークとしてＳＷＯＴ分析を基本としてい

たが、事業所の経営課題の実情に応じて、下記の分析手法も用いて実施する。 

１．ＡＢＣ分析(顧客分析・製商品分析・売上・粗利・占有率データ集計でＡＢＣ優性分類) 

２．ＰＰＭ分析(製商品成長度分析) 

３．ＳＷＯＴ分析(外部環境と内部環境のクロス分析により戦略方針決定) 

４．ＢＳＣ分析(経営資源【人材⇒業務⇒顧客⇒財務バランス分析】のボトルネック解決) 

【定量分析項目】 

  〇収益性：売上総利益率・営業利益率 

  〇安全性：流動比率・固定比率・固定長期適合率 

  〇成長性；成長率 

【定性分析項目】 

  〇経営状況：商品別売上高・利益・顧客数(推移も含む) 

  〇経営資源状況：保有するサービス・技術・ノウハウ 

  〇外部環境：自社の商圏・顧客・競合他社・地域経済動向 

 また、必要に応じて連携する支援機関の専門知識を有する税理士・中小企業診断士

等を招聘し、販売管理・顧客管理・財務管理等の総合的な経営分析を実施し、経営改

善・経営発達(持続的発達)の取り組みに向けた事業計画策定につなげる。 

 

(５)経営分析レポートの作成・活用  

 経営分析結果をもとに、小規模事業者の経営課題を抽出・整理し、経営分析レポー

トを作成する。 

 経営分析レポートは、事業計画策定等の基礎資料として活用するとともに、経営分

析対象先の小規模事業者に掲示・説明するとともに、他の管内小規模事業者の経営相

談時にも指導データとして活用する。 

 さらに、経営分析の情報は、データファイル化し、すべての職員が共有(閲覧・利用

可能)できるものとする。 
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(目標) 

 以下の目標を設定し、目標数の経営状況の分析を実施し、経営発達支援を目的とし

た事業計画作成件数を確保することを目標とする。 

 

【数値目標】 

実施内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

記帳代行先の経営指標算出 -   94  100  100  100  100 

経営分析情報収集目的の巡回件数 -   120  120  120  120  120 

上記巡回の経営分析情報収集件数 -    72   72   72   72   72 

セミナー開催回数 -    3   3    3    3    3 

セミナー参加者の情報収集件数 -   15   15   15   15   15 

経営分析会議回数(月１回) -   12   12   12   12   12 

経営分析実施件数 -    24    30    36    42    48 

事業計画策定数  -   18   24    30    36   42 

※経営分析実施件数は、初年度(地区指導員数６名×４件)とし、毎年各指導員１件増とする 

 

３．事業計画策定支援に関すること(指針②) 

(課題と対応策) 

 今までは、経営革新支援・創業支援・補助金活用・金融支援等の事業計画書を必要

とする場合には事業計画策定支援を実施しているのが現状である。 

 小規模事業者を取り巻く経営環境は、常に変化しており、今後、持続可能な経営を

実行するためには、自社の現状(経営状況・商品力・サービス力・技術力等)を把握し、

併せて経済動向・市場動向等の外部環境を研究して、事業の進むべき方向性と目標を

持った実行可能な事業計画書の策定が必要不可欠である。 

 今後、小規模事業者(非会員を含む)に実施する事業計画策定支援は、持続可能な経

営発展を支援することを目的とし、実施にあたっては、セミナー・個別相談会への参

加を促進し、事業計画策定の重要性の理解を深めるように努める。 

 また、巡回指導等においても、常に小規模事業者に対して事業計画策定の重要性を

説明し、理解と認識を深めるように努め、事業計画策定支援事業者数の増加を図って

いく。 

 

(事業内容) 

(１)事業計画策定事業者の掘り起し 

 巡回・窓口指導時に、必要な指導と併せて事業計画策定の重要性を説明し、事業計

画を策定する事業者の掘り起しを実施する。 

 また、必ず、相談者に対しての事業計画策定状況等について確認し、未策定の場合

は、事業計画策定セミナー・個別相談会への参加と事業計画策定に向けた支援実施を

促進する。 

 

(２)事業計画策定セミナー・個別相談会の開催 

 事業計画策定セミナー・個別相談会を開催し、受講者に事業計画策定の重要性・計

画策定のノウハウ等についての理解・認識を深めるとともに、事業計画策定の取り組

みの機運を高める。なお、セミナーは、連携支援機関の専門家・コーディネーターを

講師として招聘し、分かりやすい説明と効果の高いセミナーの開催に努める。 
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(３)事業計画の策定支援(個別支援) 

 事業計画を策定する事業者に対しては、個別支援を実施する。個別支援にあたって

は、経営状況分析や需要動向の情報提供等を実施し、支援対象事業者と一体となって

確実に事業継続と実行可能な事業計画の策定支援を行う。 

 なお、専門的な支援が必要な場合は、関係支援機関と連携して支援を実施し、事業

計画に資金繰り対策等の支援が必要な場合は、各金融機関と連携して支援を実施する。

 

(目標) 

 セミナー・個別相談開催回数・巡回訪問件数・事業計画策定事業者数について、以

下の目標を設定する。 

 

②創業・第二創業(経営革新)支援 

 創業・第二創業(経営革新)について、小規模事業者(非会員を含む)を対象として、

事業の持続的発展を目的とした創業計画・経営革新計画作成支援を実施する。 

(１)創業について 

 現在では、主に創業希望者が来会されての相談支援を行っているが、今後は通年で

の創業支援に取り組むため、創業支援のチラシ・パンフレット等の新聞折り込み広告

を行い、創業者の掘り起しを強化する。 

 また、各金融機関(政府系を含む)に創業支援に関するチラシ・パンフレットを設置

し、創業時の融資支援依頼も実施する。 

 なお、創業・独立時から税務・労務・金融・補助金事業施策など創業者のみでは事

務負担が過多になる業務は、包括的な支援により円滑なスタートアップができるよう

な支援を実施する。 

 

(２)第二創業(経営革新)について 

 現在は、巡回を中心にした「経営革新取り組み事業所の掘り起し」及び「経営革新

塾」を開催し、経営革新希望事業所に対して個別指導で、経営革新計画策定支援を実

施している。 

 今後は、下記により第二創業(経営革新)の強化を図る。 

 ①会報及びチラシの新聞折り込み等により経営革新事業所の掘り起しを強化する。

 ②巡回・窓口相談時にヒアリングにより事業主の事業アイデアを掘り起し、アイデ

アの具現化を提案することにより、第二創業(経営革新)を推進する。 

 ③計画承認後は、県の支援制度の提供などにより、計画の実現性を高め、併せてフ

ォローアップ支援により伴走型支援を実施する。 

 なお、創業・第二創業(経営革新)の推進を図るため、関係支援機関と連携し、創業(第

二創業)塾・相談会等を開催し、創業・経営革新事業所の掘り起しと創業・経営革新計

画策定支援を実施する。 

 また、創業及び第二創業も、創業後の計画の確実な実行を常に確認し、事業所の経

営力向上のための伴走型支援を実施する。 

 

実施内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

巡回訪問件数 4,828 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

セミナー開催回数 -  3  3  3  3  3 

セミナー参加者数 - 30 30 30 30 30 

個別相談開催回数  8 18 24 30 36 42 

事業計画策定事業者数  8 18 24 30 36 42 
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(事業内容) 

 (１)創業(第二創業)者の掘り起し 

 創業・第二創業(経営革新)に係る国・県・市町村・全国商工会連合会等の支援策等

の周知を図り、創業(第二創業)者の掘り起し、事業計画策定支援を行う。 

 

 (２)創業塾の開催 

 創業塾を開催し、創業者の知識向上・能力強化を図り、創業計画の策定支援を行う。

創業塾は、年２回実施し、１回の実施単位数が基礎編・応用編と併せて４単位(１単位：

1日３時間の４日間)を予定する。特に女性による創業・第二創業の発掘に力を入れる

ものとする。 

 なお、創業塾・個別相談会は、経営指導員の他、連携する支援機関等から専門家・

コーディネーターを講師として招聘し、着実に創業を実施できる質の高い内容となる

よう企画する。 

 

(３)第二創業(経営革新)の経営革新塾・個別相談会開催 

 第二創業(経営革新)に係る経営革新塾・個別相談会を開催し、第二創業(経営革新)

を目指す小規模事業所の掘り起しを進めるとともに、第二創業(経営革新)計画策定支

援を積極的に実施する。 

 

(４)第二創業(経営革新)計画策定の支援 

 事業計画策定を実施する事業所で、新商品・サービス開発等の第二創業(経営革新)

が見込まれる場合は、連携支援機関の専門家派遣活用し、経営革新計画の策定支援を

積極的に推進する。 

 

(目標) 

 創業塾・第二創業(経営革新)説明回数、創業・第二創業(経営革新)支援者数につい

て、以下の目標を設定し、目標に向けて事業を実施する。 

 
支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

創業塾開催回数 1 2 2 2 2 2 

創業支援者数 3 8 8 8 8 8 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること(指針②) 

(課題と対応策) 

 事業計画策定後の支援については、経営革新計画認定事業所は、フォローアップ支

援を実施してきているが、それ以外については、定期的な支援を実施しておらず、事

業計画の達成確認が把握されていない状況となっている。 

 今後はすべての事業計画策定事業所(非会員を含む)を四半期に１回巡回し、事業計

画達成状況を把握し、達成できていない場合や新たな経営課題が発生している場合に

は、事業所と一体となって計画達成を阻害している問題点を抽出し、徹底的に課題解

決を図り、事業計画の見直しを含めて、事業計画が達成するよう経営支援を実施する。

 

(事業内容) 

(１)事業計画を策定した全事業者のフォローアップとして、全事業者を四半期に１回

巡回訪問し、事業計画が適正に遂行されているかを確認する。また、計画通り遂行さ
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れていない場合や新たな課題等がある場合は、課題解決に向けて、繰り返し事業者に

ヒアリングを実施し、支援対象事業者と一体となって迅速な課題解決を図る。なお、

課題解決に専門家が必要な場合は、関係支援機関の専門家を招聘し、個別対応を実施

する。 

 

(２)事業計画を策定した事業者については、経営力強化のために、経営革新計画の数

値目標に準じ、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％以上の向上を目標として継続支援する。 

 

(３)小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 

今まで日本政策金融公庫の融資制度は、マル経融資・普通融資のみで対応していた。

 今後は持続的発展に取り組む小規模事業者の事業計画策定と資金調達が可能となり、

 併せて経営の安定を図ることを目的として、日本政策金融公庫が実施する「小規模事

業者経営発達支援融資制度」の活用を推進する。 

 

 (目標) 

 事後指導・フォローアップ件数等について、下記の目標を設定し、実施する。 

 

実施内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

事業計画策定事業者数 8 18 24 30 36 42 

フォローアップ事業所数 3 18 42 72 108 150 

付加価値額向上企業数 - 5 7 9 11 13 

小規模事業者経営発達支援

融資活用 
- 2 3 4 5 5 

 

 ②創業・第二創業(経営革新)支援の事業内容 

 (１)フォローアップ事業として、創業・第二創業後のすべての事業者を対象として、

事業計画の遂行状況を確認する。また、計画通り遂行されていない場合は、繰り返し

事業者に対し、事業計画通りいかない原因についてヒアリングを行い、原因の所在・

 課題等を抽出し、事業者と一体となってその解決に向かう伴走型の支援を行う。 

  また、経営力強化に向けて、付加価値額(営業利益＋人件費＋減価償却費)年３％以

上、経常利益率１％以上の向上を目標とした支援を行う。 

  なお、創業者については、税務申告が初回であることから、税務指導(売上及び経

費の適切な計上・減価償却費計算等)を重点的に支援し、創業計画の適正な遂行を支

援する。 

 

 (目標) 

  創業・第二創業支援について、下記の目標を設定し、支援を実施する。 

 
 支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

創業・第二支援者数 3 8 8 8 8 8 

フォローアップ事業所数 - 11 19 27 35 43 

付加価値額向上企業数 1 5 5 5 5 5 

 

 ５、需要動向調査に関すること(指針③) 

 (課題と対応策) 
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  需要動向調査に基づく調査データは、新商品・新サービスの開発や新たな販路開拓

等の事業計画を作成するうえで最も重要な資料であるが、いままでの経営指導では、

需要動向に関するデータは、必要に応じて相談者にインターネット等により入手し、

 提供しているのが現状である。 

  需要動向調査は、売上増加を目的とした新商品・新サービスの開発や新たな販路開

拓等の計画策定に重要なデータであるので、今後は、小規模事業者(非会員を含む)の

経営発達に特化した新たな調査事業として、消費者(買い手)のニーズ等を把握するこ

とを目的として、目標に掲げた重点産業を対象に下記の調査を実施する。 

  また、需要動向調査データは、必要がある場合は、関係支援機関の専門家に分析を

依頼して分析報告書を作成し、事業計画策定等に活用する。 

  また、公開可能な情報は、小規模事業者・関係機関に配布し、併せてホームページ

に掲載し、閲覧可能とする。 

 

 (事業内容) 

  巡回訪問・窓口相談時において、売上向上や販路拡大・品揃えについて改善を行う

 ことが最も効果がでる方策であると考えられる。各々の事業所において利用される消

費者のニーズを把握する調査を小規模事業者と一緒に考え、実施し、持続的経営の確

立のための一助とする。 

(１)消費者(利用者)アンケート調査の実施【新規事業】 

  宿泊業・飲食業・特産品販売業を中心に、巡回訪問・窓口相談時に各小規模事業者

とのヒアリングの中で、各事業所ごとに消費者(利用者)アンケートの実施し、消費者

のニーズを把握し、課題・問題点等の抽出を行う。 

  また、消費者のニーズや考え方、嗜好性等を把握し、各事業所ごとに抽出した情報

をフィードバックし、新たな事業展開等を支援できる内容とする。 

  各々のアンケートに関しては、最低でも１ヶ月程度実施し、期間終了後に収集を行

い、商工会にて取りまとめを行った後、専門家等の助言も取り入れながら、各事業所

に提供しフィードバックを行う。 

 

(調査方法) 

 ・アンケート調査内容・・・小規模事業者と経営指導員・専門家が共同で作成 

              なお、調査項目は、小規模事業者の販路開拓や売上拡

大等につながるような消費者のニーズ・市場動向等を

収集できる項目を設定する。 

 ・アンケート方法・・・小規模事業者が顧客情報をもとに郵送等により配布 

    アンケート回数・・・年１回 

    アンケート配布数・・・１社あたり１０００枚 

    アンケート回収数・・・１社あたり２００枚(回収率２割を想定) 

 ・アンケート分析・・・経営指導員と専門家が共同で分析 

 (調査項目) 

 (宿泊業) 

  性別、年齢、宿泊頻度、来店手段、宿泊人数、宿泊目的、サービスの満足度、料金

に対する感度、他社との比較 次回利用希望の有無 等 

  (飲食業) 

  性別、年齢、来店頻度、来店手段、来店人数、来店目的、メニュー構成、価格に対

する感度、味の好み、他社との比較 接客 等 
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  (特産品販売業) 

  性別、年齢、購買頻度、来店手段、来店人数、来店目的、商品の満足度、価格に対

する感度、他社商品との比較 等 

  

 (２) 各種統計資料及び情報誌等による情報の収集・提供 
  宿泊業・飲食業・特産品販売業の管内小規模事業者を対象に、国等が調査する各種

統計データから入手できる需要動向データ・レポート(民間機関調査)を活用して、消

費者動向、業界(商品・市場)動向、需要(販売)動向、今後の課題・見通し等を詳細に

収集・整理・分析し、小規模事業者にとって分かりやすい資料を作成し、個社支援時

に各々の小規模事業者に適切な情報を提供する。 

 

 (調査方法) 

 個社支援時に経営指導員が情報収集を行い、案件ごとに専門家を活用しながら需要動

向を把握する。取り纏めた情報を毎週行われる全経営指導員が出席する「経営会議」

にて協議し、併せて共有化を図る。その後、小規模事業者に提供する。 

 

 (宿泊業) 

参考文献・情報誌等 収集項目 

・鹿児島県観光統計（鹿児島県） 

・国際観光旅館営業状況調査（国際観光旅

館連盟） 

・消費動向調査 

・JATA communication（日本旅行業協会） 

・じゃらん             等 

・施設入込客数 

・業界動向 

・地域特性 

・経営課題 

・観光消費額 

・趣味、レジャー、サービス等の支出予定

額 

・旅行の実績及び予定 

 

 (飲食業) 

参考文献・情報誌等 収集項目 

・日経レストランオンライン 
・日食外食レストラン新聞 

・日本外食新聞        等 

・入込客数 

・業界動向 

・地域特性 

・経営課題 

・消費額 

 

(特産品販売業) 

参考文献・情報誌等 収集項目 

・日経テレコンＰＯＳ情報 

・日本経済新聞 

・日経ＭＪ 

・鹿児島県消費者購買動向調査  等 

・商品売れ筋ランキング 

・買い物場所、購買理由 

・購買手段、商品購買情報の入手先 

・店舗に望むこと 

 

 【成果の活用】 

  管内小規模事業者からの相談対応時に、販路開拓や商品販売戦略の見直しの参考材

 料として活用するとともに、業界全体の公開できる情報は、本会ホームページ等にて

公開し、小規模事業者が閲覧できるように活用する。また、個社支援にて経営指導員
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が提供した需要動向データについては、県下全域で使用している「小規模事業者支援

システム」に登録し、全職員が閲覧・共有できるようにする。 

 

 【目標】 
支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

需要動向調査支援者数 - 70 70 70 70 70 

専門家活用数 - 30 30 30 30 30 

各種統計資料及び情報誌等に

よる需要動向調査 
- 70 70 70 70 70 

情報公開回数(ホームページ含む) - 2 2 2 2 2 

 

 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) 

 (課題と対応策) 

   今まで当会で実施してきた需要の開拓に寄与する事業は、鹿児島県商工会連合会

が実施しているアンテナショップ(かご市)・特産品展示即売会(商工会まるごと特

産品フェア)への出品支援等を実施しているが、十分な結果を得られていない。 

   経営発達支援事業では、管内の観光関連事業(宿泊・旅行業等)の需要拡大と併せ

て相乗的に成長・発展が期待できる特産品の製造、小売業・飲食業の販路拡大を重

点的に支援していくため、下記の新たな需要の開拓に寄与する事業を実施する。 

 

  (事業内容) 

 (１)物産展の開催及び参加支援 

  ①薩摩川内市・㈱薩摩川内市観光物産協会・鹿児島県商工会連合会と連携・共同し

て、小規模事業者の特産品、飲食物、調理メニューを中心とした物産展を企画・開

催する。また、物産展はＪＲ川内駅１階広場にて開催する。併せて、ＪＲ川内駅１

階の販売スペース「駅市」での出展事業者の拡大を図る。管内小規模事業所に参加

案内を行い、薩摩川内市内外に特産品等の周知を図り、併せて販路開拓を行う。ま

た、物産展で得た消費者の反応等の情報を小規模事業者の特産品、飲食物、調理メ

ニュー等の改善につなげる。 

 

  ②東京・大阪・鹿児島県等で開催される鹿児島県、薩摩川内市の特産品等が出展さ

れる展示会・商談会において、薩摩川内市・㈱薩摩川内市観光物産協会・鹿児島県

商工会連合会等と連携して支援対象事業者に対しての出店支援(展示会・商談会の

情報提供や商談の仕方等の講習会の開催等)を行い、特産品・飲食物の販路開拓と

認知度向上を図る。また、展示会・商談会で得た消費者の反応等の情報を特産品・

飲食物等の改善につなげる。 

 

  ③鹿児島県商工会連合会が運営している「鹿児島特産品市場」に出品している特産

品等の出品数の増加を図り、併せて新たに出品する事業者の出展勧奨を行い、事業

者の販路開拓支援を拡大・拡充する。なお、出品された商品については鹿児島県商

工会連合会及び鹿児島特産品市場スタッフと連携を密にし、各々の商品の評価・販

売状況を確認し、小規模事業者にフィードバックを行い、商品のフラッシュアップ

につなげる。 

   

 (２)マスメディア等の広報支援 

自社商品のマスメディア等を使ったアピールについては、各々の小規模事業者単
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独では、取り組みが難しいため、重点産業を中心に薩摩川内市商工会で下記の各メ

ディアに対しリリースアップ等の情報を積極的に案内を行っていく。このことによ

り記事や番組等における商品・サービスの紹介により、商品・サービス及び業態と

してのイメージ向上が図られ、受注増や新たな販路開拓への足掛かりとなることを

目指す。 

・鹿児島県内テレビ局 (ＫＹＴ・ＫＴＳ・ＭＢＣ ｊ等) 

・鹿児島県内ラジオ局 (ＦＭさつませんだい 等) 

・鹿児島県内新聞社  (南日本新聞 等) 

 

 (３)ホームページ等ＩＴ活用支援 

   管内小規模事業者には、ＩＴに関するスキルが乏しい等の理由により、事業者単

独では思うような効果が得られない場合が多い。そのため、ホームページの分析・

活用講習会を開催する。また、各小規模事業者で必要に応じて専門家を招聘し、Ｉ

Ｔ活用支援を行う。 

 (目標) 

  物産展開催回数、バイヤー来場者数、展示会・商談会参加回数・出店支援者数につ

いて、下記目標として設定し、事業を進める。 

 
項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

物産展開催回数 - １ １ １ １ １ 

物産展売上額 - 100 万 150 万 200 万 200 万 200 万 

物産展参加者数  10 15 20 20 20 

展示会・商談会参加者数 - 10 10 10 10 10 

展示会・商談会成約数    - 2 4 5 5 5 

「鹿児島特産品市場」出展事業者数    5 10 15 20 25 30 

マスメディア掲載事業者数 - 3 3 3 3 3 

ＩＴ講習会開催数    １ 3 3 3 3 3 

ＩＴ講習会参加者数   10 30 30 30 30 30 

ＩＴ専門家招聘数    １ 3 3 3 3 3 

ＩＴ活用支援者数   20 30 40 50 60 60 

 

 Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

   地域経済の活性化に資する取組みとして、管内関係機関と連携した薩摩川内市地

域経済活性化委員会(仮称)を設置する。委員会の目的は、地域経済活性化の方向性

を検討し、併せてその方向性を地域全体で共有することとする。特に薩摩川内市管

内の観光資源の見直しを図り、宿泊業・旅行業・特産品製造小売業等の観光産業に

おける新たなビジネスモデルの構築を図ることも検討する。 

   また、既存の主な地域活性化イベントでは、地域特産品及び特産品を活用した飲

食店の料理メニューを積極的に出品し、地域特産品の知名度向上・消費拡大を図り、

小規模事業者の売上拡大に繋がるイベント事業とする。 

 (事業内容) 

   薩摩川内市・㈱薩摩川内市観光物産協会・観光関連事業所と連携して、薩摩川内

市地域経済活性化委員会(仮称)を設置する。 

   委員会では、地域全体の経済活性化を図るために、地域活性化の方向性や具体的

な実施案を検討する。特に観光関連事業の振興・観光客の誘致拡大を重点的に検討
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する。 

 

【薩摩川内市地域経済活性化委員会(仮称)の設置内容】 

  ①委員 

   〇薩摩川内市商工会役員       若干名 

   〇薩摩川内市商工政策課長      １名 

   〇薩摩川内市観光シティセールス課長 １名 

   〇(株)薩摩川内市観光物産協会役職員 １名 

   〇地元金融機関支店長        若干名 

   〇観光関連事業所          若干名 

   〇鹿児島県商工会連合会役員     １名 

   〇外部有識者(中小企業診断士等)   １名 

  ②開催回数   年１回 

  ③事業内容 

   〇地域活性化の実施方針及び実施策の検討 

   〇地域活性化イベントの在り方(集客向上・魅力向上・イベント館連携)の検討 

   〇観光資源の見直しと新たな観光振興事業策の検討 

 

   また、管内で実施される既存イベントの集客向上、魅力度アップに向けた対策を

検討し、各イベントが連携して、イベントの実施効果を地域経済活性化に効果的に

つなげるようにする。特に「観光関連事業、特産品関連事業」のＰＲ促進、知名度

向上を図るため、イベント会場において、商工会青年部・女性部を中心に地域特産

品の展示・販売・試食会等を実施する。 

 

  【既存の主な地域イベント・行事】 

地域イベント・行事名 地区 参加人数 

市比野温泉杯サッカー大会 樋 脇  4,000 

入来ファミリーハイキング 入 来    500 

入来八重山高原星物語 入 来  3,000 

東郷夏祭り 東 郷    743 

東郷天神梅マラソン大会 東 郷  1,063 

甑島イカつり大会 里    157 

里夏祭り  里  1,500 

上甑夏祭り 上 甑  1,394 

 

  (目標) 

   (１)薩摩川内市地域経済活性化委員会(仮称)設置し、毎年委員会を開催する。 

   (２)既存イベント来場者数の５％増加を図る。 

 

 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 

 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 

   (１)中小企業支援機関の連携会議への参加・共同講習会・連絡会議開催 

   かごしま産業支援センターが主催する中小企業支援機関の連絡会議へ参加し、情

報交換・スキルアップを図る。また、川内商工会議所と薩摩川内市・各地元金融機

関・当会が共同で、地域の小規模事業者等の創業・経営革新等に係る講習会や連絡
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会議等を開催する。また、その際、各関係機関と地域の小規模事業者の経営動向、

支援ノウハウ等の情報交換・情報共有化を図る。また、上記取り組みで得られた優

良事例等をデータベース化し、情報の共有化を図る。 

   〇中小企業支援機関の連絡会議出席：２回出席 

   〇共同講習会・連絡会議     ：１回開催 

 

   (２)行政懇談会の実施 

   薩摩川内市商工担当課と薩摩川内市商工会役職員による行政懇談会を年に１回

開催し、管内事業者の経済動向・経営状況についてお互いの情報を交換し、情報を

共有する。このことにより、薩摩川内市の施策がより一層普及することを目的とし、

管内事業所の売上拡大・販路開拓に寄与する。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上に関すること 

  経営指導員等が、個別に実施してきた経営支援に必要な資質の向上は、個別の資質

 のレベルアップはもちろんのこと、個別に習得した知識・ノウハウ・技術及び小規模

 事業者の経営情報についても、組織内で共有する体制を構築することを目的として下

 記の事業を実施する。 

 (１)研修会・セミナーへの参加 

  職員は、県商工会連合会主催の研修会に必ず参加するとともに、中小機構主催の研

修会や各関係機関によるセミナーを年１回受講し、支援能力の向上を図る。 

  受講した職員は、研修会やセミナーの内容を経営会議で報告し、他の職員との情報

共有を図る。 

 (２)自主勉強会の開催 

  経営指導員・経営支援員ごとの自主勉強会及び合同勉強会を開催し、伴走型支援に

必要な実践的知識を習得する。自主勉強会では、それぞれが実施した事業計画作成等

の支援事例を報告し、支援方法の検証を行う。不足する能力・ノウハウ等がある場合

は、関係支援機関から専門家を招聘し、研修会等を開催して支援力向上を図る。また、

全国商工会連合会が実施しているＷＥＢ研修の受講を全職員義務づける。 

 (３)ＯＪＴによる支援能力の向上 

  知識・経験等が豊富なベテラン経営指導員と若手経営指導員がペアを組んで、小規

模事業者の経営支援を実施し、若手経営指導員に現場での指導・助言方法・情報収集

方法等を実践的に習得させ、実務的な支援能力の向上を図る。 

  また、併せてチームによる支援体制(指導員１～２名と支援員１名)を構築し、ＯＪ

Ｔを積極的に実施することにより、支援能力の向上を図る。 

 (４)情報の伝達・共有化 

  毎週火曜日にすべての経営指導員による「経営会議」を開催し、各自が習得した小

規模事業者の支援ノウハウや経営状況の分析結果等について報告し、情報の伝達・共

有化を図ることにより支援能力の向上を図る。 

  なお、経営指導員等が個別に持つ支援ノウハウ(支援手法や支援成功事例)は、小規

模事業者の経営分析結果等を含めてデータベース化(データの蓄積と効果的な活用を

目的とする)し、組織全体で共有する仕組みを構築する。 

  また、データベース化にあたっては、情報担当職員を１名任命し、データ構築を専

門的に実施(毎月のデータ更新の実施を含む)する。 

 (５)公的資格取得の推進 

  職員が業務に必要な中小企業診断士等の公的資格取得を推進するために、県商工会
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連合会と連携して、資格取得研修会を実施し、公的資格取得を進めるとともに本研修

会を通じて小規模事業者の経営支援に必要な知識・能力の向上を図る。 

 

 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 

  経営発達支援計画の実行性を高めるために、ＰＤＣＡサイクルに基づいて、毎年度

評価員による事業評価を実施し、必要な場合は、事業の見直しを図るものとする。 

  なお、事業評価及び見直し方法は、以下のとおりとする。 

 (１)毎年度、評価員による「事業評価委員会」を開催し、事業評価を実施する。なお、

必要があれば、評価員は計画見直し案を提示する。 

 (２)評価員は、薩摩川内市商工政策課、外部有識者(中小企業診断士等)、金融機関支

店長、県商工会連合会役職員とし、商工会長が委任する。 

 (３)事業評価(事業計画の見直し案を含む)は、商工会理事会に報告する。 

 (４)事業計画の見直しを図る場合は、商工会理事会の承認を受ける。 

 (５)事業評価の結果(事業計画の見直し案を含む)は、商工会ホームページ

（http://satsumasendai.kashoren.or.jp/）に公表し、広く周知を図るものとする。 
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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 

（２８年１０月現在）

（１）組織体制 
 

総代　１１３名

監事２名 会長１名
副会長２名

理事２５名

青年部員９２名

女性部員１７２名

青年部

女性部

各支部

薩摩川内市商工会

総代会

商工会長監事

理事会

下甑支所

事務局長　１名
経営指導員１名
経営支援員２名
一般職員１名

経営指導員１名
経営支援員１名
記帳指導員１名

経営支援員１名
記帳指導員1名

経営指導員１名
経営支援員１名
記帳指導員１名

経営指導員１名
経営支援員１名

経営指導員１名
経営支援員１名

経営支援員１名
経営指導員１名
経営支援員１名

入来本所

高城支所 樋脇支所 東郷支所 祁答院支所 里支所 上甑支所
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（２）連絡先 

・薩摩川内市商工会（ホームページアドレス  http://satsumasendai.kashoren.or.jp/） 

区分 連絡先 区分 連絡先 

入来 

本所 

・北薩

地域広

域指導

センタ

ー 

郵便番号 895-1401 

祁

答

院

支

所

郵便番号 895-1501 

住  所 薩摩川内市入来町副田5950－27 住  所 薩摩川内市祁答院町下手10番地4

電  話 0996-44-2045 電  話 0996-55-1143 

FAX 0996-44-4474 FAX 0996-55-0988 

E-MAIL satumasendai-s@kashoren.or.jp E-MAIL kedouin-s@kashoren.or.jp 

 

高 

城 

支 

所 

郵便番号 〒895－0212 

 

里

支

所

郵便番号 896-1101 

住  所 薩摩川内市陽成町4650番地 住  所 薩摩川内市里町里3527番地2 

電  話 0996-30-0650  電  話 09969-3-2664 

FAX 0996－30－1483 FAX 09969-3-2871 

E-MAIL taki-s@kashoren.or.jp E-MAIL sato-ｓ@kashoren.or.jp 

 

東 

郷 

支 

所 

郵便番号 895-1106 

 

上

甑

支

所

郵便番号 896-1201 

住  所 薩摩川内市東郷町斧渕720番地1 住  所 薩摩川内市上甑町中甑485番地4 

電  話 0996-42-1573 電  話 09969-2-1349 

FAX 0996-42-1576 FAX 09969-2-1014 

E-MAIL tougou-s@kashoren.or.jp E-MAIL kamikoshiki-s@kashoren.or.jp 

 

樋 

脇 

支 

所 

郵便番号 895-1202 

 

下

甑

支

所

郵便番号 896－1601 

住  所 薩摩川内市樋脇町塔之原3565番地3 住  所 薩摩川内市下甑町手打825番地 

電  話 0996-37-2720 電  話 09969-7-0014 

FAX 0996-37-2721 FAX 09969-7-0661 

E-MAIL hiwaki-ｓ@kashoren.or.jp E-MAIL simokosiki-ｓ@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） 

 ２９年度 

( ２９年４ 

月以降) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 11,450 11,450 11,450 11,450 11,450

 

●経営改善普及
事業指導事業費 

旅費 

事務費 
講習会開催費 

研修事業費 

●地域総合振

興事業費 

総合振興費 

商業振興費 

工業振興費 

観光振興費 

 

 

700 

1,200 

2,200 

250 

 

 

6,500 

500 

50 

50 

700

1,200

2,200

250

6,500

500

50

50

700

1,200

2,200

250

6,500

500

50

50

 

 

700 

1,200 

2,200 

250 

 

 

6,500 

500 

50 

50 

700

1,200

2,200

250

6,500

500

50

50 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

 会費収入、手数料収入、国補助金収入、県補助金収入、市補助金収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

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

に関する事項 

連携する内容 

○連携事業名 ①連携内容 ②連携する機関 

１ 地域の経済動向調査に関すること 
○行政懇談会 

①地域経済動向の情報/意見交換 

②薩摩川内市商工担当課 

  

２ 経営状況の分析に関すること 
 ○記帳代行先企業の経営指標算出 
①経営指標作成処理 

②鹿児島県商工会連合会 

 ○経営分析の実施 

  ①専門家派遣 

②鹿児島県商工会連合会・よろず支援拠点・ミラサポ・中小企業基盤整備機構 

 

３ 事業計画策定支援に関すること 
 ○事業計画策定セミナー・個別相談会の開催（創業支援・第二創業支援を含む） 

○事業計画策定個別相談会・個別支援（同上） 

  ①専門家派遣 

  ②鹿児島県商工会連合会・よろず支援拠点・ミラサポ・中小企業基盤整備機構・鹿児島県産業支

援センター 

  

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 
 ○フォローアップ支援（個別支援） 

①専門家派遣 

②鹿児島県商工会連合会・よろず支援拠点・ミラサポ・中小企業基盤整備機構 

 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
○観光関連産業の振興による需要の拡大 

  ①薩摩川内市地域経済活性化委員会(仮称)の設置 

  ②薩摩川内市・㈱薩摩川内市観光物産協会・鹿児島県商工会連合会 

 ○展示会・商談会の共同開催・参加支援 

  ①展示会の共同開催・参加者支援 

  ②薩摩川内市・㈱薩摩川内市観光物産協会・鹿児島県商工会連合会 

 ○「鹿児島特産品市場」の活用拡大 

 ①出品事業所数・出品数の増加 

 ②鹿児島県商工会連合会「鹿児島特産品市場」 
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連携者及びその役割 
 

Ｎ

Ｏ 連携者名 代表者 所在地 電話番号 連携 

1 九州経済産業局 
局長  

高橋 直人 

福岡市博多区博多駅東

2丁目 11-1 
092-482-5444 

補助事業 

情報活用 

2 
独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 

理事長 

高田 担史 

東京都港区虎ノ門 

虎ノ門 37 茂呂ビル 
03-3433-881 

補助事業 

専門家派遣

3 鹿児島県 
知事  

三反園 訓 
鹿児島市鴨池新町 10-1 099-286-2111 

補助事業 

情報活用 

4 北薩地域振興局 
局長 

中堂薗 哲郎 
薩摩川内市神田町 1-22 0996-25-5106 

補助事業 

情報活用 

5 薩摩川内市 
市長  

岩切 秀雄 
薩摩川内市神田町 3-22 0996-23-5111 

補助事業 

情報活用 

6 
鹿児島県商工会 

連合会 

会長 

森  義久 
鹿児島市名山町 9-1 099-226-3773 

補助事業 

販路拡大 

専門家派遣

7 全国商工会連合会 
会長 

石澤義文 

東京都千代田区有楽町

1-7-1 電気ビル 19Ｆ 
099-219-1270 

補助事業 

販路拡大 

情報活用 

8 
鹿児島県 
よろず支援拠点 

コ-ディネ-タ-

加藤 剛 
鹿児島市名山町 9-1 099-219-3740 専門家派遣

9 
（公財）かごしま 

産業支援センター 

理事長  

六反 省一 
鹿児島市名山町 9-1 099-219-1270 

専門家派遣

情報活用 

10 
㈱薩摩川内市 

観光物産協会 

取締役会長 

今藤 尚一 
薩摩川内市鳥追町 1-1 0996-25-4700 

特産品販売 

販路拡大 

補助事業 

11 
日本政策金融公庫 

川内支店 

支店長  

淵上 眞吾 

薩摩川内市西向田町

5-29 
0996-20-2191 

金融支援 

情報活用 

12 鹿児島銀行 川内支店 
支店長 

酒匂 重喜 

薩摩川内市西向田町

16-7 
0996-22-3211 

金融支援 

情報活用 

13 南日本銀行甑島支店 
支店長 

鮫島 勇志 

薩摩川内市上甑町中甑

字中津串 311 
09969-2-0019 

金融支援 

情報活用 

14 
鹿児島相互信用金庫 

市比野支店 

支店長 

久保薗 健 

薩摩川内市樋脇町市比

野 2437-7 
0996-38-0150 

金融支援 

情報活用 

15 道の駅 樋脇 
店長 

竹隈 健二 

薩摩川内市樋脇町市比

野 156 
0996-38-2506 販路拡大 

16 東京薩摩川内会 
会長 

青崎 済 

東京都板橋区幸町

1-16-202 
03-3973-6645 販路拡大 

17 近畿薩摩川内会 
会長 

佐多 勝彦 

大阪府泉北郡忠岡町忠

岡東３丁目１３-３ 
0725-32-6308 販路拡大 
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連携体制図等 
 

                              

                     

    

                                 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業計画策定支援】 
【事業計画策定後支援】 
○専門家派遣 
・鹿児島県商工会連合会 

・鹿児島県産業支援センター 

・よろず支援拠点 

・ミラサポ 

・中小企業基盤整備機構 

○金融支援 

・日本政策金融公庫川内支店 
・鹿児島銀行入来支店 
・南日本銀行甑島支店 
・鹿児島相互信用金庫市比野支店 

【新たな需要の開拓】 
○展示会・商談会の開催・支援 

・鹿児島県商工会連合会 

・㈱薩摩川内市観光物産協会 

・薩摩川内市 

○鹿児島特産品市場の出品拡充 

・鹿児島県商工会連合会 

【地域経済動向の調査】 
○行政懇談会 
・薩摩川内市 

【経営状況の分析】 
○記帳代行先の経営指標算出 
・鹿児島県商工会連合会 
○外部専門家派遣 
・鹿児島県県商工会連合会 
・よろず支援拠点 
・ミラサポ 
・中小企業基盤整備機構 

経
営
発
達
支
援 

薩摩川内市商工会 

小規模事業者 

【外部評価】 
○薩摩川内市商工政策課 

○外部有識者(中小企業診断士） 

○金融機関支店長 

○県商工会連合会役職員 
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