
経営発達支援計画の概要 

実施者名  伊佐市商工会（法人番号 1340005005059） 

実施期間  平成 30年 4月 1日～平成 33年 3月 31日 

目  標 

 伊佐市商工会では、地域小規模事業者を取り巻く諸課題に対応し、事

業の持続的発展を支援していくために、次の 4 つの目標を掲げ取り組ん

でいく。 

①小規模事業施策等の普及徹底による経営力強化 

②観光地と商店街連携による地域活性化策の実施 

③地域資源を活用した新特産品の開発支援及び販路拡大支援 

④関係機関との連携による創業支援策の推進 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  中小企業景況調査、地域経済の動向をつかむために各種機関の発表

するデータを収集・分析、独自の実態調査の実施し、結果を提供する。 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  巡回ヒアリングシートにより事業所のニーズを収集、収集した情報

はデータベースに蓄積・共有する。また財務分析を中心とした経営分

析も実施する。 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  巡回等により事業計画策定事業所の掘り起こしを行い、周知のため 

 の集団講習会、作成支援の個別セミナーを実施する。また創業・第二 

 創業、事業承継支援についても関係機関と連携して支援を行う。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  事業計画実施中の事業所への巡回指導によるフォローアップを実 

施、また各種支援策についての情報提供も随時行う。 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  小規模事業者の開発した商品のアンケート調査、観光関連業種向け

のアンケート調査、消費者ニーズの収集・分析を行い、結果を事業所

へフィードバックする。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  各種物産展・商談会への参加支援や、ＩＴ活用による情報発信、地

域資源を活用した新特産品の開発支援を実施する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  現在市内で開催されている各種イベントと連携した商店街イベント 

 の開催により市中心部へ人並みを誘導する。また伊佐市の特徴を前面 

 に出した独自イベントも企画、新規実施する 

連絡先 

伊佐市商工会（メールアドレス ookuti-s@kashoren.or.jp） 

 大口本所 鹿児島県伊佐市大口元町 20-2  ℡0995-22-0224 

 菱刈支所 鹿児島県伊佐市菱刈前目 1986-2 ℡0995-26-0179 

 ホームページ http://isa.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 

＜伊佐市の状況＞ 

 伊佐市は、平成２０年１１月に旧大口市と旧菱

刈町が合併して誕生した。市の総面積は県内第 6

位の 392.56㎢、「大地の恵みを 人が奏でる だれ

やめの里」（だれやめ：1 日の疲れを癒すために焼

酎を飲むこと）という市のキャッチフレーズが示

す通り酒造会社が 3社あり「伊佐美」「伊佐錦」「伊

佐大泉」といった芋焼酎の製造が盛んな場所であ

る。また日本最大の金鉱山「菱刈鉱山」を有する。 

 東洋経済新報社発表の「住みよさランキング」

にて、2014 年、2015 年の 2 年連続で県内 1 位（福

祉の充実度等を示す「安心度」では 2014 年全国 6 位、2015 年全国 12 位）と

なっている。九州新幹線沿線ではないが最寄りの駅まで車で 30 分程、高速道

路も最寄りのインターチェンジまで 20 分ほどであり交通の便はそれほど悪く

ない場所でもある。 

 

＜伊佐市の人口＞ 

 市内の状況は、人口がここ 10 年で 13％減少（H29 年 8 月現在 26,744 人…伊

佐市住民基本台帳より市ＨＰ掲載）し、高齢化率は県内第 6 位の 35.6％と高

く、また年少人口は 10 年で 26％減少するなど少子高齢化が進んでいる町とな

っている。主な理由としては就学・就職による減少によるものと考えられる。

（平成 22 年国税調査及び基本台帳より） 

 

※伊佐市の人口推移 

 
平成 12 年 平成 22 年 

平成 28 年 10 月 1 日 

現在 

総数 65歳以上 総数 65歳以上 総数 65歳以上 

人口 33,508 10,495 29,304 10,429 27,195 10,527 

高齢化率 31.3％ 35.6％ 38.0％ 

（平成 28 年度版統計いさより、平成 22 年国勢調査及び住民基本台帳） 

 

＜伊佐市の商工業＞ 

 本市の就業人口は農業が 18％を占め、次いで医療福祉（17％）、製造業（15％）

の順となっているが、市内総生産額をみると鉱業が（23％）とトップ、次いで

サービス業（17%）、製造業（13%）、不動産業（12%）の順に変わる。（平成 22
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年国勢調査より） 

また、小規模事業者数は、H24 年時で 869 事業所、平成 21 年時の 970 事業

所と比較して 101 事業所も減少している。最も減少しているのは卸売業・小売

業で減少数が 34 にも上るが、業種割合は 31.9％で依然として高くサービス業

が 23.6％と続いている。 

【業種別事業者数】   ※上段：商工業者数   下段：小規模事業者数  

業種 建設業  製造業  
卸売業・

小売業  

飲食業・  

宿泊業  
ｻｰﾋﾞｽ業  その他  合計  

H21 年 
119 74 421 157 251 171 1,193 

112 65 311 120 218 144 970 

H24 年 
102 69 373 146 236 145 1,071 

93 56 277 117 205 121 869 

 割合 10.7% 6.4% 31.9% 13.5% 23.6% 13.9% 100% 

減少数 
△17 △5 △48 △11 △15 △26 △122 

△19 △9 △34 △3 △13 △23 △101 

（経済センサス－基礎調査より） 

＜伊佐市の観光業＞ 

 観光の方に目を向けると、2012 年度平成百景第 24 位に選出され「東洋のナ

イアガラ」と称される曽木の滝や日本さくら名所百選にも選出されている忠元

公園といった県内有数の観光名所を抱えており、年間約 62.1 万人（H27 年、

伊佐市伊佐 PR 課調べ）の観光客が訪れているのだが、そのうち宿泊客は年間

37,942 人（H27 年、市伊佐 PR 課調べ）にとどまっている。観光地は忠元公園

や郡山八幡神社など市内に点在するが、観光客は曽木発電所遺構、新曽木大橋

があることより曽木の滝周辺に集中しており、商店街等との連動性もほとんど

ない状況である。平成 23 年策定の伊佐市第 1 次総合振興計画にて、観光・交

流の振興でも観光客がなかなか宿泊に結び付かない点、観光資源はあるがＰＲ

が十分ではない点などが挙げられ、「豊かな自然を活かした観光資源の開発と

整備を引き続き行うとともに、近隣自治体との連携強化しつつ、九州新幹線全

線開通に対応した観光体制の整備を行い、積極的なＰＲ活動を展開していく」

との施政方針がだされている。 

 

＜伊佐市の課題＞ 

 伊佐市は、内陸ながらも九州最大級のスーパーセンターなどもあることより

市内及び近隣からの買物客も大型店に集中している。また、病院等の医療機関

も多々あることより、市外に出ていかなくても日常生活に必要なものは市内で

補える特性もある。 

 一方、国道 268 号線沿いに大型家電販売店やドラッグストアがあることより

中心商店街を中心に事業所数は前述の通り減少が続き、特に卸・小売業の減少

が目立っている。H24 年実施の鹿児島県消費者購買動向調査によると、伊佐市
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では、地元購入割合が 72％と高いがその半数は市内に複数ある大型店へと流

れている。大型店への顧客流出が減少要因の一つとなっているが、その他にも

事業主の高齢化も要因として挙げられる。中心商店街でも廃業や移転による空

き店舗が増加してきており、商店街の維持が難しくなってきている。前述の市

第 1 次総合振興計画でも、商工業の振興については「商工業者の安定経営や新

たな事業展開等の支援及び商業者自らの企画立案による活気と賑わいのある

商店街の再生のための取組支援」、「事業意欲の高い地域企業に対して健全経

営のもと事業拡大や新たな事業展開などが図られるよう支援することによる

地域経済の維持」が施策の方針に挙げられており、今後は後継者等への事業承

継支援や空き店舗紹介等も含めた新規創業支援を積極的に行っていくことが

重要となる。 

 観光地は曽木の滝を筆頭に市内に点在するものの、商店街等との連動性もほ

とんどない状況である。人口の減少が進む中で、外から入ってくる人を如何に

滞留させ、消費に結びつけるかが課題であり、商工会及び商工会青年部の主催

による、平成 27 年 1 月 9 日実施の新春懇談会においても「魅力ある観光振興

策とまちづくり」と題して講師を招き基調講演を実施している。宿泊者数（市

伊佐 PR 課調べ）については平成 27 年では 37,942 人であり、23 年（21,916

人）、24 年（22,500 人）、25 年（20,809 人）、26 年（34,051 人）と比較して多

少変動はあるが増加傾向にある。しかしながら、太陽光発電工事関係者の宿泊

も多く含まれているために、市内に滞留させることで観光客の宿泊の増加対策

を講じていく必要がある。また、伊佐ブランドとして伊佐米や焼酎はあるもの

の特産品といえる加工品がほとんどないため、地域資源の発掘を行い新たな特

産品の開発で伊佐ブランドを確立し、市外向けに販路開拓していくことも必要

となってくる。 

 

＜伊佐市商工会の取組み＞ 

 伊佐市商工会は大口市商工会及び菱刈町商工会が合併し、平成２２年４月に

誕生した。合併当初から現在までの会員推移は以下の通りです。 

 建設業  製造業  卸小売業  飲食宿泊業  ｻｰﾋﾞｽ業  その他  合計  

合併当初 

(H22 年) 
98 48 237 77 128 37 625 

H29.3.31 96 43 213 81 118 33 584 

増減 △2 △5 △24 4 △10 △4 △41 

（伊佐市商工会会員台帳より） 

 

 当商工会では、独自で中元大売出しや歳末大売出しなどは行っていないが、

スタンプ会事業を通じて会員事業所への販促支援を行ってきた。県内でもいち

早くポイントカードを導入して、「街（地域）と店、店と店の関係は相互に依
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存しあって成り立っている」を認識してもらいながら、地域に密着したサービ

スを目指してきました。しかしながら、近年の大型店進出により地元商工業者

の売上は減少しつつある。実情としては、個店の固定客に依存しており、消費

者の高齢化・消費者ニーズの変化・通信販売の影響に伴い経営状況は依然とし

て厳しい状況にある。 

 また、地域振興事業では、伊佐市夏祭りの運営にも携わるものの、地域への

経済効果は薄いイベントとなってきている。また、「春の市」のイベントを中

心商店街で行うものの、イベントに合わせて販売促進を行うなどの仕掛けがな

されていない状況である。通り会と連携し口蹄疫対策補助金を活用した「昭和

の屋台村」や、地域内循環型事業補助金を活用した「まちゼミ」などの活動に

対して地域活性化支援を行うものの、単位通り会だけの活性化策で他の通り会

との連携意識は薄い状況である。 

 また特産品については、農業を基幹産業としており、この地域を代表する特

産品は焼酎以外はないというのが現状である。商工会女性部が中心となり、伊

佐米を使用した加工品などにも取り組んできたが、費用対効果が悪く断念した

経緯がある。現状地域資源が乏しく、地域資源の再確認を行っていくことが必

要となる他、地域資源を有効活用して付加価値の高い商品開発及び販売等が行

えるよう支援していくことが課題となる。 

その他、巡回・窓口相談を通じて経営改善普及事業を行ってきたが、創業者

や事業者に対して、創業準備から発展、事業承継など各種問題解決に向けての

支援の充実・強化が必要となる。 

 

＜これからの商工会の取り組むべき事＞ 

 「伊佐市の課題」にて取り上げた通り、市第 1 次総合振興計画（H23 年～H32

年）において、商工業の振興についての施策方針は「商工業者の安定経営や新

たな事業展開等の支援及び商業者自らの企画立案による活気と賑わいのある

商店街の再生のための取組支援」、「事業意欲の高い地域企業に対して健全経

営のもと事業拡大や新たな事業展開などが図られるよう支援することによる

地域経済の維持」が挙げられている。市の方針や地域の現状・課題を踏まえて

当商工会としても、空き店舗対策を含めた中心市街地活性化や事業承継や創業

についての支援、事業者の多様なニーズに応じた各種支援策を実施し、地域の

持続的発展につなげていくことが必要である。この中で、経営発達支援計画と

して伊佐市、地域金融機関、その他各種団体と連携して、今後以下のような取

り組みを行うことにより、課題の克服を目指す。 

 

【小規模事業者の中長期的なあり方】 

 (1) 小規模事業者の経営基盤の確立 

   多様化する顧客ニーズを把握し、各種施策を活用しながら経営改善につ

なげ、持続的な発展を目指せるよう経営基盤の確立を行う。 

 (2) 観光地と商店街連携による観光ルートの開発 

   観光地に訪れる観光客を商店街や飲食店などに誘導するために、イベン

トや事業所の情報発信の強化を行い新たな観光ルートの開発を行う。 
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 (3) 地域特産品の開発による伊佐ブランドの確立 

   地域資源を活用した特産品を開発し伊佐ブランドを確立し、全国へ販路

を拡大する。 

   

１．本計画における目標と方針 

   小規模事業者の中長期的あり方のために、本計画では小規模事業者の持

続的発展と地域活性化策及び特産品開発や販路拡大支援などを以下のと

おり実施いたします。 

 (1) 小規模事業施策等の普及徹底による経営力強化 
   ① 消費者ニーズの把握・経営分析を行い経営支援を実施する。 

   ② 地域消費者との関係・信頼関係を活かし多様な需要を掘り起こす。 

   ③ 地域との関係・連携を強化し地域を活性化する。 

   ④ 事業承継の早期化を行う。 

   ⑤ 経営者の資質向上のため、セミナー等を開催する。 

 

 (2) 観光地と商店街連携による地域活性化策の実施 
   ① 観光客を商店街へ誘導する商店街活性化支援 

   ② 観光イベントを活用した地域活性化策の実施 

   ③ 地域コミュニティ（憩いの場の提供）と地域商店の情報発信 

 

 (3) 地域資源を活用した新特産品の開発支援及び販路拡大支援 
   ① 伊佐の特産品の付加価値を高めるためのアンケート調査 

   ② イベント・物産展情報の周知徹底 

   ③ 新特産品の情報提供と販路拡大支援 

     ④ 伊佐米や焼酎王国の特性を活かした新特産品開発 

⑤ 地域資源の発掘による新特産品開発 

 

 (4) 関係機関との連携による創業支援策の推進 
   ① 伊佐市の空き店舗補助金を活用した、商店街への新規創業者の誘導 

     ・商店街空き店舗の把握、商工会からの斡旋 

   ② 行政・商工会・金融機関と一体となった創業支援策の推進 

 

 

２．目標達成へ向けた伊佐市商工会としての具体的取組 

 (1) 小規模事業施策等の普及徹底による経営力強化 
市内の大型店に購買者が集中しているおり、小規模事業者においては、

これまで、個店のみで頑張っており、地域としては波及効果が低かった。        

まずは、市行政と連携して消費者購買動向調査を行い、消費者のニーズ

を的確に把握し、地域個店の強み、弱み等の経営状況分析、需要分析、地

域の経済動向分析を踏まえ、事業計画を作成し、それに対する金融・税務・

経理・労務・技術の改善等小規模事業施策を利用しながら経営に関する細

やかな指導・助言を伴走型の支援にて行い経営力強化を図る。そして、地

域個店の強みである地域消費者との繋がり、小回りのきくサービス等大型

店にできない強みを更に強化する支援を行う。それに伴い消費者ニーズに
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応える商品構成・サービスの改善、“個”の企業努力を“集”の企業努力

へ転換することで、商店街への活性化策の模索を行う。また、経営者の高

齢化で事業意欲の衰退による廃業を減少させるために、事業承継の早期化

策、事業主の意欲を促進するためのセミナーの開催を行っていく。巡回に

よる相談、現状分析、迅速な対応、ホームページやＳＮＳを活用したＰＲ、

地元消費者に愛される商店街の形成への支援を行う。 

   

 (2) 観光地と商店街連携による商店街の活性化 
 前述の通り、曽木の滝を中心に忠元公園などへ観光客流入はあるものの

中心市街地への購買とは疎遠である。そのためにも、部会活動を通じて、

観光客と商店街をテーマに市街地等へ誘導策を検討していく。まずは、通

り会で開催している「昭和の屋台村」や「まちゼミ」などの開催時期を再

検討していただき、花見や紅葉の観光シーズンに開催することで行政・観

光協会・通り会・商工会と連携をとり集中的にＰＲを行い、観光地から商

店街へ誘導することで商店街活性化支援を実施する。また、地域の特性で

ある、飲食店（特にラーメン専門店）が点在していることより、観光地や

観光イベント（曽木の滝もみじ祭り、氷の祭典等）と連携した地域活性化

策を検討する。例えば、観光イベントに合わせイベント会場で商店街割引

チケットの配布やラーメンフェスタやバル街等、イベント会場と離れた商

店でもできる商工業者の“集”による地域活性化策を模索実施する。これ

らの地域活性化策の定着化を図り、新たな観光ルートになるよう支援して

いく。 

また、高齢化率が高い地域性であるため、空店舗を活用したコミュニテ

ィスペースの提供とそのコミュニティスペースで地域商店の特売情報や

期間限定セール・新商品情報・お店独自のチラシなど情報発信拠点を兼ね

る“地域のお店の掲示板”設置を行うなどネット以外の情報発信について

も検討していきたい。 

   

 (3) 地域資源を活用した新特産品の開発支援及び販路拡大支援 
 伊佐米と焼酎の蔵元３社あるものも、加工品的特産品がないことより、

焼酎を利用した特産品の開発や伊佐米などを使用した特産品、地域資源の

発掘による新しい特産品開発支援を行う。新特産品については、情報ツー

ルを活用しＰＲを行い販路拡大支援を行う。また、物産展やイベントの周

知を積極的に行い、出展の際には消費者へアンケート調査を行いながら、

特産品の改良・価格の見直しなどを行い、伊佐ブランドとして商品の付加

価値を高めるよう支援を行う。 

   

 (4) 関係機関との連携による創業支援策の推進 
 現在伊佐市による商店街の空き店舗補助金がある。高齢化社会に伴い空

店舗が増えてきているのが現状である。また、空店舗の情報は不動産業が

管理していることより、行政・不動産業・商工会で情報を共有することで、

創業者へのスムーズな空き店舗情報提供ができるものと思われる。創業者

の実情として自己資金不足の課題もあることより、金融機関とも一体とな

り、創業者支援を行っていきたい。 
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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３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 （現状と課題） 

 経済動向調査については、県連からの受託事業である中小企業景況調査

を３年置きに実施しているが、その他は巡回指導時にたまに景況の話をす

るくらいであり、特に恒常的な地域経済についての調査や分析といったこ

とは実施していなかった。 

 

 （事業内容） 

 ○中小企業景況調査の実施【拡充】 
 これまで、鹿児島県商工会連合会からの受託事業として３年置きに実施

していた中小企業景況調査について、商工会事業として毎年実施をする。

実施方法としては、後述の事業計画策定支援等にも結果を活用することを

踏まえて幅広い業種のデータを集める必要があることから、市内小規模事

業者の中から建設業４、製造業４、小売業８、飲食宿泊業６、サービス業

８の計３０事業所をピックアップし、四半期毎にアンケートを実施する。 

 調査項目については県連景況調査を参考にし、次の項目とする。 

 ・調査期間中の売上高 

 ・期間中の売上高（受注高）、客数、業況等が増加か不変か減少か 

 ・期間中の新規設備投資の有無 

 結果は期ごとに集計し、年１回報告書を作成する。調査結果については、

地域の経済動向の１指標として、事業所が事業計画を策定する際の支援に

活用する。 

 

 ○地域経済動向の情報収集及び分析【新規】 
 地域経済動向について情報収集を行う。鹿児島経済研究所の発表してい

る鹿児島県内景況、鹿児島県内企業・業況調査、消費動向調査といった指

標、平成 27 年度に実施された鹿児島県消費者購買動向調査、e-Stat（政

府統計の総合窓口）、RESAS（地域経済分析システム）といったものを活

用し、地域の情報や消費者の動向を集めて活用しやすいよう整理及び分析

する。収集する情報は以下の通り。 

 ・県内景況（生産活動、消費関係、観光関係、雇用情勢、金融情勢） 

 ・業況調査（業況、見通し、経営上の問題点、業況 DI） 

 ・消費動向（個人の消費動向） 

 ・政府統計（経済基盤データ） 

 ・RESAS（地域経済循環、観光、自治体比較） 

 情報の収集作業や整理・分析作業については年２回（半年ごと）に実施

する。 
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 ○観光関連業種における実態調査【新規】 
 伊佐市の観光客数に対して、宿泊客数が少なく商店街等との連動性がな

いことより観光関連業種【宿泊業・飲食業】を中心にヒアリングシートを

作成、活用した実態調査を行う。項目については、以下のとおりです。 

 ・財務（売上・採算・資金繰り等） 

 ・設備（買換えや新規設備等） 

 ・来客 

   ☛【飲食業】（来客数、客単価等） 

   ☛【宿泊業】（宿泊者数、現住所、滞在期間、交通手段、 

         目的…観光 or ビジネス等） 

 ・労務（雇用状況等） 

 ・業況 

 ・経営上の課題等 

 観光関連事業所に行うことで、課題や問題点の抽出を行う。実態調査の

整理・分析作業については年２回（半年ごと）に実施する。 

 

 （目標） 

 景況調査や情報収集・分析、実態調査について、下記の通り実施してい

く。 

実施内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

景況調査実施回数 0 4 4 4 

 

景況調査対象事業所数 0 30 30 30 

情報提供回数（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

等） 
0 1 1 1 

地域経済情報の収集分析回

数 
0 2 2 2 

 
情報提供回数（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

等） 
0 2 2 2 

観光関連実態調査回数 0 2 2 2 

 

観光関連事業所数 

（1指導員当たりの件数） 
0 

60 

(15) 

60 

(15) 

60 

(15) 

情報提供回数（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

等） 
0 2 2 2 

 

   これらの経済動向調査で得られた情報は毎月１回開催する経営支援会

議（事務局長・経営指導員・経営支援員全員が参加）において提示・共有

する。整理・分析・課題の抽出を行い、今後の経営分析・需要動向調査及

び経営計画策定に活用する。また、得られた情報は整理・分析して小規模

事業者に対して、商工会ホームページにて提供する。 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 （現状と課題） 

 これまで経営分析については、日本政策金融公庫の小規模事業経営改善

貸付（マル経）等の金融指導時や税務指導時に売上高総利益率や借入金回
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転期間といった指標について簡単な分析を行うに留まっていた。また巡回

指導等についても、特に統一したやり方はなく、各指導員独自のスタイル

で行っており、持っている情報もまちまちであった。 

 

 （事業内容） 

 ○巡回、窓口指導情報の蓄積と共有化【拡充】 
 巡回指導や窓口指導で収集したデータについては、鹿児島県連で運用し

ているデータベース「小規模事業経営支援システム」に逐次入力する。こ

のシステムは、「いつ」「どの分野について」「どのような相談を受けた

か」「どのような指導を行ったか」について事業所ごとに閲覧できるシス

テムである。蓄積したデータは、毎月１回開催の経営支援会議において提

示し、職員間で共有できる体制を構築する。  
 これにより、担当職員不在時に他の職員で対応できるような体制を構築

することができる。  
 

 ○巡回ヒアリングシート活用による状況把握と課題解決へ向けた専門家派
遣の活用【新規】 
 小規模事業者へ対して巡回ヒアリングシートを作成して事業所の状況

把握を行う。内容は財務（資金繰り等）・商品（販売商品や在庫等）・設備

（買換えや新規設備等）・販路（客や取引等）・労務（労働者等）・経営上

の問題点や課題もヒアリングを行う。 

その後、財務分析及びＳＷＯＴ分析を行い、経営分析結果を事業所に提示

し、自社の現況を把握していただき、目標設定の見直し財務改善などを含

めた経営計画書の作成支援を行っていく。また、課題解決のためのセミナ

ーも開催していく。観光関連業種においては、実態調査の結果と巡回ヒア

リングシートにより課題を明確にすることで伴走型の支援を行っていく。 
問題点については、その分野に応じて早めの支援を実施する。財務につ

いては日本政策金融公庫川内支店や地域金融機関と連携した支援を行い、

販路や労務などその他についてはミラサポやよろず支援拠点、鹿児島県商

工会連合会の専門家派遣事業を活用して専門家と連携した支援を実施す

る。 

 経営分析指導については、よろず支援拠点や鹿児島県連の専門家派遣事

業等を活用して分析を行い、今後の経営改善に活かしてもらう。 

 

 ○商工会記帳システム「ネット de 記帳」等を活用した経営分析【新規】 
 現在、伊佐市商工会で９０事業所が「ネット de 記帳」を活用した記帳

経理指導を受けている。「ネット de 記帳」はこれまでほぼ記帳及び確定申

告でしか利用していなかったが、元々経営係数分析表や損益分岐点図表な

ど各種指標を出力する機能が備わっている。この機能を活用し、年１回確

定申告終了後に損益分岐点分析や売上高総利益率を筆頭とした各種財務

指標の分析、キャッシュフロー分析等を行い、利用事業所の財務的問題点

の洗い出しを行う。 

 また、「ネット de 記帳」を利用していない小規模事業者については、決

算書等を提供してもらい、全国商工会連合会の「経営改善計画書作成シス

テム」を活用して財務面の分析を実施する。 
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 分析する指標等は下記の通り。 

・経営係数分析表（売上高総利益率、経営資本回転率、固定長期適合率等） 

・比較損益計算書（過去３期） 

・比較貸借対照表（過去３期） 

・月別売上実績表（過去３期） 

・損益分岐点図表（損益分岐点売上高、損益分岐点比率、経営安全率等） 

 上記の分析結果に合わせて経営面について経営者より、 

・内部環境（ヒト・モノ・カネ等自社の強み、弱み） 

・外部環境（地域の景気動向やニーズの変化、自業種の環境変化等） 

について聞き取りを行い、クロスＳＷＯＴやＡＢＣ分析、ＰＰＭ（プロダ

クトポートフォリオマネジメント）といった手法を状況に応じて用いて経

営分析を実施する。分析結果は事業所へ提示する。これにより事業所は客

観的に自己の経営状況を判断でき、また事業計画策定などの際の資料にも

活用できる。 

 
 （目標） 

   上記内容を実施するため、各種指導、分析を下記の通り実施する。 

支援内容 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 

巡回・窓口相談件数 1,650 1,700 1,700 1,700 

講習会・セミナー開催回数 2 3 3 4 

講習会参加事業所数 38 60 60 80 

専門家派遣指導回数 8 12 13 15 

経営分析件数 8 60 60 80 

 

（上記の内 観光関連支援内訳） 

観

光

関

連 

講習会・セミナー開催回数 0 1 2 3 

講習会参加事業所数 0 10 20 30 

専門家派遣指導回数 1 3 5 7 

経営分析件数 3 10 15 20 

 

   小規模事業者の経営力強化には、巡回ヒアリングシートの活用で経営分

析を行い課題抽出し、事業所へ提示、課題解決のために講習会や専門家派

遣による伴走型支援をおこなっていく。観光関連業種については、観光地

と商店街連携を視野にいれながら、実態調査結果と巡回ヒアリングシート

活用で分析、課題抽出、課題解決を行うための伴走型支援をおこなってい

く。 
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 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 （現状と課題） 

 これまで商工会では、事業計画策定支援については、ものづくり補助金

や小規模事業者持続化補助金等の各種補助事業申請時を中心に、セミナー

や個別指導を実施してきた。周知等も文書配布やフェイスブック等にて実

施してきている。 

 しかしながら、まだまだ事業計画について知らない事業所も多く、また

「事業計画策定は補助金申請のため」というイメージで、策定することの

メリット等についてもまだまだ説明不足であることは否めない。巡回・窓

口指導においても補助金申請時に推進するのがほとんどで、それ以外の時

期はあまり話題にしていない。また、現在行っている策定支援についても

策定し補助金申請した時点で終了することがほとんどとなっている。 

 

 （事業内容） 

 ○事業計画策定事業所の掘り起こし【新規】 
 「２．経営状況の分析に関すること」において前述した「巡回ヒアリン

グシート」にて、関心事項が「補助金活用」などだった事業所や、現在実

施している伴走型支援事業「小規模事業者経営支援ブラッシュアップ事

業」の対象事業所でまだ事業計画策定を行っていない事業所をピックアッ

プ、事業計画策定のメリット等について説明を行い取り組む意欲を掻き立

てる。その他巡回指導及び窓口指導時にも事業計画策定のメリット等につ

いて紹介するなど事業所へ積極的にアプローチすることで、策定事業所の

掘り起こしを行っていく。また、ホームページやフェイスブック等ＳＮＳ

にも事業計画策定について紹介記事を掲載することで、会員事業所のみな

らず非会員事業所にも周知できる体制を整える。 

（注釈：小規模事業者経営支援ブラッシュアップ事業とは、平成 26 年度

の鹿児島県の事業で、小規模事業者に寄り添った経営指導を行うことによ

り経営力向上を図ることを目的に、1 指導員が 3 年間継続して支援する小

規模事業者を 3 社選定、巡回指導や他支援機関と連携した指導を行ってい

くものである。） 

 

 ○事業計画策定のための支援策【新規】 
 事業計画策定に際しては、周知のための集団講習会及び作成のための個

別指導講習会の二種類のセミナーを実施する。セミナーの開催に際しては

伊佐市報や新聞チラシ折込、ホームページやＳＮＳに掲載する等して幅広

く参加を募る。セミナーに参加できなかった方へも、希望者にはセミナー

の資料を提供、経営指導員を中心に作成のサポートを行う。 

 また、策定の際の資料として、「１．地域の経済動向調査に関すること」

で記述した分析結果等を活用する。これにより、高齢化が進む当市におい

ては事業計画策定が難しいと感じる事業主が多くなると予想されるが、こ

ういった方の負担軽減となり策定のハードルを下げることができる。 

 また、事業計画の利用目的が何か（金融相談、各種補助金の申請）とい

うことで策定時期が異なるので、目的に合わせてスケジュールを組み、策

定支援を行う。その際は策定後のフォローアップも含めてスケジューリン

グする。 
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 ○創業・第二創業、事業承継支援【拡充】 
 創業、第二創業、事業承継に対する支援については、当商工会が幹事商

工会となっている「伊佐湧水地区広域指導センター」が中心となり、創業

塾や経営革新塾等を年 1 回開催している。また、事業承継は公益財団法人

かごしま産業支援センターが主催する「バトンタッチセミナー」へ事業所

が参加、経営指導員も共に参加し事業承継計画書の作成のフォローを行っ

ている。 

 また、創業・第二創業では、伊佐市が 28 年度より産業競争力強化法に

基づく創業支援事業計画の認定を受けており、当商工会でも伊佐市と連携

して、創業者向けに経理、マーケティング等経営に必要となる知識習得の

ためのセミナーを実施しているため、今後も継続して実施していく。 

 その他市中心区域で開業を検討している創業者については、市空き店舗

補助金を紹介、該当区域に空き店舗を持つ不動産業者との橋渡し役及び補

助金申請の際の事業計画作成支援を行う。 

 事業承継については引き続き「バトンタッチセミナー」等他支援機関の

実施するセミナーの紹介や参加を行う他、後継者が多い商工会青年部の部

員を対象に地元金融機関の融資担当者を講師に金融セミナーを実施する

など事業承継するに当たり必要な知識習得の場を設ける。 

 各種支援の際には、必要に応じて中小企業基盤整備機構やよろず支援拠

点、鹿児島県商工会連合会の専門家派遣事業等を活用、専門家と連携した

支援を実施する。 

 

 ○小規模事業者経営発達支援融資制度の周知、活用【新規】 
 現在日本政策金融公庫については、普通貸付、小規模事業者経営改善資

金（マル経貸付）が中心となっているが、経営発達支援計画が認定される

ことで「小規模事業者経営発達支援融資制度」を利用することができるよ

うになる。この融資制度を利用することで今より長期のスパンでの借入が

可能となり、持続的発展に取り組む小規模事業者にとって経営基盤の安定

化が図れる等光明となる。制度利用には事業計画が必要となるので、事業

計画策定について支援を行うことはもちろん、始まって間もないこの融資

制度の周知も合わせて行うことで、事業計画策定事業所の掘り起こしも図

れる。 

 

 （目標） 

   上記内容を実施するため、下記の通りセミナー等を開催する。 

   （カッコ内の数字は１指導員あたりの回数・件数） 

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

事業計画策定セミナー開催

回数 
0 2 2 2 

策定セミナー参加事業所数 0 36 36 48 

事業計画策定件数 0 
36 

(9) 

36 

(9) 

48 

(12) 

創業者向けセミナー開催件

数 

1 

（8 講座） 

1 

（8 講座） 

1 

（8 講座） 

1 

（8 講座） 
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創業者向けセミナー参加者

数 
15 15 15 20 

事業承継セミナー開催回数 0 1 1 1 

事業承継セミナー参加者数 0 15 15 15 

小規模事業者経営発達支援

融資制度利用者数 
0 3 6 9 

 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 （現状と課題） 

 これまでは事業計画策定が伴う各種補助金申請・経営革新計画申請時

に、経営計画作成講習会を随時開催するなど積極的に実施していたが、フ

ォローアップについてはあまり力を入れていなかったのが現状であった。 

 今後は、策定後に計画に沿った事業運営を行い持続的発展が続けられる

よう、支援機関として伴走型の支援を行っていくことが必要となる。 

 

 （事業内容） 

 ○事業計画実施中の事業所への巡回指導によるフォローアップ 
  【新規】 

 事業計画を策定し、実行している事業所に対し、巡回指導によるフォロ

ーアップを実施する。指導内容については、金融・税務・経理・労務とい

った経営の基礎的な指導はもちろん、事業が計画通りに進捗しているかの

状況確認を行う。そして、計画通りに進んでいない場合は問題点の抽出や

計画の修正等について、必要に応じて県連専門家派遣事業や中小機構、よ

ろず支援拠点といった支援機関と連携して、その対処のためのアドバイス

や指導を速やかに実施するなど伴走型の支援を行っていく。 

 巡回によるフォローアップは３カ月に１度を基本とし、対象事業所の必

要に応じて頻度を増やす。特に、創業まもない事業所についてはきめ細や

かな指導が必要となるので、経営改善普及事業の基本である税務・労務の

指導を中心に、経営を軌道に乗せるよう毎月１回はフォローアップを行

う。 

 

 ○関係機関の各種支援策についての情報提供【新規】 
 国や鹿児島県、伊佐市といった自治体及び鹿児島県商工会連合会やかご

しま産業支援センターなどが主催する各種支援策について、随時情報収集

を行う。 

 また収集した情報は、事業計画を実施中の事業所へ巡回指導を通じて提

供し、必要に応じて伴走型で支援を行う。 

 その他、支援策情報については商工会報やホームページにも掲載し、広

く周知を図ることとする。 

 

 ○中小企業大学校（人吉校）を中心とした研修の情報提供【新規】  
 伊佐市は中小企業大学校人吉校まで車で約３０分という距離にある。中

小企業大学校では経営者、経営幹部、従業員、後継者に対し、ニーズに応

じた様々な研修が年間を通じて実施されている。大学校の研修スケジュー
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ルについて情報提供を行い、受講についてのアドバイス等も実施する。 

 研修情報についても、ホームページ及び商工会報に掲載し、広く周知を

図る。 

 

（目標） 

   上記事業を実施するため、巡回指導及び周知活動を下記の通り実施す 

  る。（カッコ内の数字は１指導員あたりの回数・件数） 

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

事業計画策定者へのフォロ

ーアップ巡回指導延べ件数 
0 

144 

(36) 

144 

(36) 

192 

(48) 

創業間もない事業所へのフ

ォローアップ指導延べ件数 
0 36 36 36 

国・県、その他団体の支援

策の周知回数 
0 2 2 2 

中小企業大学校等の研修情

報の周知回数 
0 2 2 2 

 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 （現状と課題） 

 需要動向調査について、現状では鹿児島県が実施する消費者購買動向調

査・商店街空き店舗調査などを実施するものの、商工会独自の調査は実施

していないのが現状である。また、新聞・インターネット等を活用し、相

談時における情報提供として単一的な対応に留まっており、広く活用され

ていなかった。 

 課題として、県が実施する消費者購買動向調査は対象が県内全域と広

く、３年に１回の調査であり、地域の需要動向調査とは判断し難い面があ

る。このため、より地域に根差した需要動向調査を行う必要がある。    

また、地域内の小規模事業者が事業継続及び発展を目指すためには、消

費者アンケートにより、ニーズ調査・マーケティング調査等の需要動向調

査を行い、多種多様なニーズを的確に把握することで消費拡大につなげる

ことが課題である。 

 

 （目 的） 

   地区内の小規模事業者の相談に的確に対応し、有効な支援を実施するた

めに、小規模事業者の商品や観光関連業種に対する消費者アンケート調査

を実施し、需要動向に関する情報を収集・分析、多種多様なニーズ情報を

提供することを目的とする。 

 

 （事業内容） 

 ○小規模事業者の開発した商品及び試作品のアンケート調査【新規】 
 小規模事業者（製造業・小売業）の開発した商品について、市場やユー

ザーが求めるニーズを抽出し、販路拡大や商品のブラッシュアップ、パッ

ケージデザイン、ネーミングの決定・改良に活用し、より高付加価値の商

品づくりへ結びつく支援を行う。 
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 ☛方法： 地域外においては、鹿児島県商工会連合会が鹿児島市内で運

営するアンテナショップ「かご市」、鹿児島県人会が主催する

「関西鹿児島ファンデー」、関係機関主催の物産展（年数回）

会場にて、購入者、試食者を中心に１催事につき３０名程度、

買い物客の意見をアンケート調査する。 

地域内においても、地域資源を活用した商品や新開発の商品

について、販売店にて販促活動(試食等)を積極的に行い、来店

客に１商品当たり２０件の調査を実施する。 

 ☛品目：焼酎、黒豚(黒豚を加工した畜産物加工品)、伊佐米(伊佐米を

使用したパンや菓子類などの加工品、発酵食品)、各コラボ商

品を中心に地域の特色ある商品(チーズブッセなどの菓子類、

緑茶)、その他地域資源を活用した商品、新開発の商品等 

 ☛項目：アンケート内容は次の通りとし、商品については３～５段階 

評価の選択肢を設ける。 

  ・回答者の年代、性別、地域 

  ・商品の価格 

    ・商品の味・量 

    ・商品のパッケージ 

    ・商品のネーミング 

    ・商品の購入理由（知名度含む） 

    ・試食品の品質・味  ※試食を行った場合 

    ・自由意見欄 

 ☛活用：調査した場所・項目ごとに集計し整理・分析したデータを商工

会内の共有サーバーにて保管・管理し、職員間で共有を図っていく。

この情報を物産展に出展している事業所や販売事業所に提供し商

品のブラッシュアップ、新商品開発に活用する。内容によっては関

係機関やよろず専門家と連携し、より高度な支援を行い特産品の付

加価値を高めていくようにする。 

 

 ○観光関連業種における観光客についてのアンケート調査の実施【新規】 
 観光に関連する飲食・宿泊業 (旅館 )の事業所の利用者ニーズを調査す

る。事業所が対象とする市場において、興味のある食材やメニュー(商品)、

設備やサービスについて、利用者が求めるニーズを抽出し、メニュー(商

品)・サービスのブラッシュアップに活用し、新メニュー・新サービスの

開発へ結びつく支援を行う。 

☛方法：飲食業については、来店客に対して注文後にアンケート用紙に

記入をお願いし、精算時に箱に投函していただく方法で行って

いく。宿泊業については、来店時にアンケート用紙をお渡しし、

チェックアウト時に声掛けして用紙を回収する方法で行って

いく。飲食業１０店舗、宿泊業５店舗で各事業所２０件の調査

を実施する。 

☛品目：【飲食業】 

    ラーメン、ちゃんぽん類、居酒屋等の各店の一品料理(黒豚料

理、地鶏料理等)、和食店の会席料理 

(注)後述のⅡ.地域経済の活性化に資する取組に活用するため 
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【宿泊業】 

夕食(郷土の特色を活かした料理…黒豚料理、山菜料理など) 

 ☛項目：アンケート内容は次の通りとし、商品については３～５段階 

評価の選択肢を設ける。 

    【飲食業】           【宿泊業】 

  ・回答者の年代、性別     ・回答者の年代、性別 

  ・注文した商品        ・設備の満足度 

  ・注文した商品の味・量    ・価格の満足度 

  ・価格の満足度        ・サービスの充実度 

  ・当店の雰囲気        ・料理の味・量 

  ・食べてみたい他のメニュー  ・料理の満足度 

  ・来店理由（知名度）     ・当店を選んだ理由（知名度） 

  ・利用してもらいたい食材   ・欲しい設備 

  ・欲しいメニュー       ・欲しいサービス 

  ・自由意見          ・自由意見 

 ☛活用：調査した事業所・項目ごとに集計し整理・分析したデータを商

工会内の共有サーバーにて保管・管理し、職員間で共有を図っ

ていく。この情報を調査対象事業所に提供し、メニュー (商

品)・サービスのブラッシュアップに活用し、内容によっては

関係機関やよろず専門家と連携し、より高度な支援を行ってい

く。 

     また、飲食・宿泊業の事業所のアンケート結果については、総

集計を別途行い、観光地と商店街連携の方策について検討する

資料にも活用する。 

 

 （目標） 

   上記事業を実施するために、下記の通りアンケート及び分析、結果の配 

  布を実施する。 

【小規模事業者の開発商品アンケート調査枚数と支援対象事業者数 目標】 

内  容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

小規模事業者の開発商品

アンケート調査枚数 
0 250 250 300 

支援対象事業者数 0 5 5 6 

 

【観光関連業種アンケート調査枚数と支援対象事業者数 目標】 

内  容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

観光客へのアンケート調

査件数【飲食業】 
0 200 200 200 

支援対象事業者数 

【飲食業】 
0 10 10 10 

観光客へのアンケート調

査件数【宿泊業】 
0 100 100 100 
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支援対象事業者数 

【宿泊業】 
0 5 5 5 

   この需要動向調査結果は、商工会内の共有サーバーにて保管・管理し、

職員間で共有することで、小規模事業者の相談に対して即時に提供できる

支援体制を構築していく。また、実施したアンケート調査結果と、関係機

関の調査及び情報誌等からの情報から、消費者ニーズを的確に把握し、小

規模事業者へ提供していくことで後述の販路拡大に繋げる。 

 

 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 （現状と課題） 

 現在、全国連商工会連合会や鹿児島県商工会連合会、その他の団体が実

施している物産展等について、その都度、開催要項・出展申込書等を会員

事業所等に案内しているが、参加事業所が少ないというのが現状である。

その理由として、1 つは地区内での顧客で満足している、もう１つは自社

商品を外でＰＲすることに慣れていない事業所も多いからである。 

 しかし、地域人口の減少で域内購買力が大幅に低下している現状を考え

ると、地域の客を呼び込む、または域外で商品を流通させることが課題で

ある。 

 また、小規模事業者の商品・サービスＰＲツールの一つとして、「ＳＨ

ＩＦＴ」の活用を推奨しており、ホームページ作成講習会を実施している

が、ホームページは作成するものの、その後定期的な更新が行われていな

い場合も多く、有効活用されているとは言い難い。 

 （注釈：「ＳＨＩＦＴ」とは、簡易ホームページ作成ツールである。「ＳＨＩ

ＦＴ」にて作成したホームページは、全国商工会連合会が運営する「１０

０万会員ネットワーク」に登録され、全国の登録会員によるＢtoＢ及び 

ＢtoＣ取引支援に活用されている。） 

 

 （事業内容） 

   特産品や新開発特産品に関して、アンケート調査結果をもとに専門家派

遣による助言を行い、市場ニーズ・消費者ニーズにあう商品開発支援を行

う。その後、販路拡大のために、物産展・商談会・求評会への出展を積極

的に行っていく。また、「伊佐ブランド」として知名度向上させるために、

ホームページやフェイスブックを活用した広報支援を行う。 
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  ○全国連、鹿児島県連、その他機関が開催する物産展、商談会、展示会へ 
  の出展支援【拡充】 

 地域の特色ある特産品や新たに開発された特産品の販路拡大のために、

関係機関が開催する物産展や商談会、求評会情報の周知を特産品製造業

者・販売業者に対して徹底的に行い、積極的な参加に繋げて行く。また、

鹿児島県商工会連合会を始め関係機関が運営するアンテナショップでは

「伊佐市フェア」と銘打った物産展を開催していき、伊佐市の特産品とし

て情報発信に繋げる。 

 商工会では、出展の際に出展事業者に対して事前説明会を開催し、試

食・試飲方法、商品ＰＯＰ、陳列、商品説明、食品表示などの販売戦略を

支援するようにする。また、物産展・商談会での消費者・バイヤーの反応

や、前記の需要動向調査等も踏まえ、専門家の助言を行い、商品開発やパ

ッケージの見直し・改善・新開発をサイクルさせることにより、消費者・

バイヤーが興味を持つ魅力的な商品をラインアップし、継続した販路拡大

に繋がる支援を実施する。 
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○姉妹都市（西之表市）との合同物産展の開催【新規】 
   伊佐市は西之表市と姉妹都市である。その西之表市は堺市と友好都市で

あり、堺市に拠点をもつ大手観光サービス企業Ｓグループは、伊佐市の曽

木の滝観光開発に大きく関わっているなどの接点があるため、西之表市と

の合同物産展を都市圏（大阪府堺市）にて開催する。    

伊佐市のみでは特産品事業所が少なく、都市圏における単独物産展開催

が難しいことから、海産物（トビウオ）や農産物(特に安納芋)などの加工

品も豊富である西之表市と合同物産展開催で集客を図り、伊佐市の特産品

の展示販売や商品の紹介、情報発信を行うことで新たな販路と需要の開拓

を目指します。その際、多くの販路をもつ企業Ｓグループにもアプローチ

を行い、提携を目指し販路拡大に繋げる支援を行っていく。 

  ※企業Ｓグループは、伊佐市より観光開発の委託を受けている堺市に本社

を置く総合葬儀、旅館業、介護事業などを手掛けており、グループ内外に

多くの販路をもつ企業グループある。 

 

 ○ＩＴ活用による広報支援【拡充】 
（SHIFT、ニッポンセレクト.com やＳＮＳの活用） 

小規模事業者が開発した商品について、全国連が運営する簡易ホームペ

ージ作成ツール「ＳＨＩＦＴ」を活用し、自ら定期的に情報発信ができる

ようＩＴ活用支援を行う。また、全国商工会連合会公式ショッピングサイ

ト「ニッポンセレクト.com」について、小規模事業者の商品を登録するこ

とで、商品の知名度向上と販路拡大の機会向上の場を提供する。 

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

であることから、小規模事業者(製造業・小売業)を対象に、地域の特色あ

る商品や新商品をいち早くキャッチし、商工会のＨＰやＳＮＳ（フェイス

ブック）等を活用した広告宣伝・販売促進を行っていき、「伊佐ブランド」

の知名度向上を図っていく。また、商工会からマスコミへ情報発信するな

どの販売力強化に向けた取り組みも行っていく。 

 

○地域資源を活用した新特産品の開発への支援【新規】 
 伊佐米、黒豚、焼酎関連商品や地域資源の発掘による新特産品の開発が

急務であることより、消費者の目を引く商品、地域間競争に勝ち抜く商品

開発（商品戦略）については専門家派遣事業を活用して、商工会が伴走型

支援を実施する。新特産品については、物産展等の需要動向調査の結果を

踏まえブラッシュアップによる見直し・改善・開発をサイクルさせること

で、より付加価値の高い商品開発支援を行っていく。そのためにも各種支

援事業の活用、関係機関や専門家と連携していく。 

 

 （目標） 

   上記事業を実施するために、下記の通り目標を設定する。 

【各種物産展・商談会への参加・支援】 

物産展・商談会内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

鹿 児 島 市 ・ 県 内 外 で の 物 産

展・アンテナショップへの参

加回数 

3 4 4 5 
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物産展等での販促支援 

事業者数 
3 8 8 10 

物産展での売上額(千円) 360 800 800 1,000 

合同物産展参加回数 0 1 1 1 

合同物産展販促支援事業者数 0 5 6 7 

物産展での売上額(千円) 0 500 600 700 

県内金融機関等が開催する商

談会への参加回数 
0 2 3 3 

商談会での支援事業者数 0 4 6 8 

商談成約件数 0 4 9 12 

 

【ＩＴ活用による広報支援】 

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

ＳＨＩＦＴ活用事業者数 56 60 70 80 

対象とする小規模事業者数

(製造業・小売業) 
0 5 6 8 

ＳＮＳによる広告支援回数 0 5 12 16 

マスメディアへの広告 

支援回数 
0 1 1 2 

商品売上増加率(前年対比) 0％ 10％増加 15％増加 20％増加 

  

【新特産品開発支援】 

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

新商品開発・販促支援 

事業者数 
0 2 4 6 

特産品コンクール・求評会 

出展事業者数 
0 2 3 4 

求評会参加バイヤーとの 

成約件数 
0 2 6 8 

 

  新たな需要を開拓するために、特産品や新たに開発された特産品につい

て、物産展を通じて得た需要動向調査結果を基に特産品の改善・見直しを図

り、市場や消費者が求める特産品の製造を行っていくことで販路拡大に繋げ

ていく。その際に、専門家の助言を行い高付加価値の特産品にすることで、

取引件数の増加をはかるなど各種支援事業の活用も行っていく。また、ＩＴ

広報支援を行っていくことで「伊佐ブランド」の知名度向上を図っていき消

費拡大に繋げていく。 

 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
（現状と課題） 
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 伊佐市では既存の地域活性化イベントとして、主だったもので春の「伊

佐のひな祭り福かざり（商工会女性部）」「伊佐市春の市（商工会）」「忠元

公園桜まつり（市観光特産協会）」「いさドラゴンカップ（いさボートレー

ス実行委員会）、夏の「伊佐市夏祭り、花火大会（商工会）」、秋の「伊佐

ふるさとまつり（市役所）」「曽木の滝公園もみじ祭り（観光特産協会）」、

冬の「アイスワールド in 伊佐（アイスワールド実行委員会）」というよう

に季節ごとにイベントが開催されている。 

 イベントごとに集客あるものの、イベント開催場所で終結しており、周

囲への波及効果は限定的となっている。 
※・いさボートレース実行委員会構成 (伊佐市教育委員会、伊佐市カヌー協会、伊佐

市商工会、伊佐市観光特産品協会、伊佐市体育協会、伊佐市青年団 ) 

・アイスワールド実行委員会構成（まちおこし有志一同） 

 

（事業内容） 

 ○いさのイベントと商店街集客のための委員会開催【新規】 
  現状と課題で記述したとおり、様々な団体単独でイベントを開催している

ため、商店街への集客は図れていないのが、現状である。そのため、商業部

会及び観光サービス業部会の役員、伊佐市観光特産協会、市企画政策課、市

ＰＲ課、各実行委員会、商店街の代表者により「いさイベント検討委員会（仮

称）」を組織し、お互いに開催日・内容・目的・参加事業所・ＰＲ方法・円

滑な連携方法などの情報交換しながら商店街集客のための包括的イベント

を検討していく。また、広報については、各団体にて互いに相乗効果がでる

ようイベントの周知についても検討していく。 

  商店街活性化イベントについては、商工会役員・部会役員にて「イベント

実行委員会」を開催しイベントの企画・内容について検討していく。イベン

ト実施後は、改善点についても協議し地域活性化につなげるようにする。 
   

 ○イベントと連携した商店街集客事業の実施【新規】 
 市内で開催されるイベントに訪れる客を少しでも商店街に呼び込み、市

中心部のにぎわいを創出するために、各イベントの開催に合わせて、商店

街等で連動イベント（昭和の屋台村やまちゼミ等）を開催する。イベント

主催団体と連携して、イベント会場等で割引券やチラシ特産品販売所ＭＡ

Ｐを配布し周知等を行う。参加事業所については、大口中央通り商店街や

大口さくらスタンプ会などと連携して、募集をかける。観光イベントと連

携して開催する商店街イベントで集客を図るためにも行政・観光協会・通

り会・商工会と連携をとり集中的にＰＲすることで観光地と商店街ともに

にぎわいを演出できるようＰＲ支援を行う。ＰＲ効果が表れれば、観光地

と商店街のあらたな観光ルートにつながると考えます。 

 市中心部ににぎわいが創出されることにより、中心商店街の空洞化に歯

止めがかかり、新規出店等により活性化することが期待できる。 

 

 ○「いさの日」イベントの開催【新規】 
 13 は「い（1）」「さ（3）」と呼べることから、13 日を「いさの日」と称

し、定期的に伊佐の地域特性を活かしたイベントを開催する。 

（例：伊佐市に多い「ラーメン専門店」をメインにした集客イベントや「伊

佐ちょい呑みイベント」など）。伊佐市中心街だけのイベントでなく、全
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域で参加できるイベントを検討し、商店街や飲食店・宿泊業の売上増加へ

つながる支援を行っていく。 

 イベントが決定次第、関連事業所への呼びかけや開催周知を行い実施、

実施後は改善点の洗い出しを行い次のイベントに活かすＰＤＣＡサイク

ルでイベント定着を図る。 

（目標） 

   上記事業を実施するために、下記の通り目標を設定する。 

 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

イベント検討委員会の開催 0 2 2 2 

イベント実行委員会の開催 0 6 8 8 

イベント連携の集客事業の

実施回数 
0 3 4 4 

イベント連携の集客事業の

参加事業所数（延べ） 
0 30 40 40 

「いさの日」イベントの開

催回数 
0 2 3 4 

「いさの日」イベント参加

事業所数 
0 24 30 36 

  観光客へのアンケートや消費者動向調査などから分析した結果を事業所  

へフィードバックして、事業所と共に伴走型支援を実施することで、事業所

の経営基盤の強化につながる。また、観光イベントと商店街イベント連携の

ために関係機関とＰＲ活動を通じ、観光地と商店街の活性化の相乗効果が図

られる支援を実施する。 

 

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 
 伊佐市の担当課である企画政策課と３ヶ月に１回管内小規模事業者の

景気動向や創業者の状況等について情報交換を実施する。市が現在実施し

ている、また今後実施する予定の支援策についての意見交換及び実施して

ほしい支援策についての要望を行い、管内の事業者や創業者に対して様々

な面から支援できる体制を整える。 

 また、鹿児島県は県内を 10 ブロックに分けた広域指導体制を採ってい

るが、伊佐市を含む伊佐湧水地域広域指導協議会の事務局連絡会議（年２

回）において、伊佐湧水ブロック内の現状や支援状況について情報交換を

行い、自地域の支援等に反映できるようにする。 

 その他年 1 回、市内各金融機関及び日本政策金融公庫川内支店の支店長

又は融資担当者を招いて金融懇談会を開催する。管内の景気動向や金融支

援の現状等について情報交換を行い、いざという時にすぐに連携して支援

が実施できるような体制づくりを行う。 

 それ以外にも、必要に応じて中小企業基盤整備機構やよろず支援拠点と

いった各支援機関とも連携し、支援ノウハウ習得を含めた支援力向上を図
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っていく。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 現在、鹿児島県商工会連合会が主催する職種別研修会（年１回：事務局

長１名・経営指導員４名・経営支援員４名）、基本能力研修（年１回：経

営支援員４名）、経営指導員応用研修（年１回：経営指導員４名）を受講

し、基礎的な支援スキルの習得を行っている。しかしながら小規模事業者

のニーズは高度化、専門化してきており、また国等の中小企業施策も常に

変化している。このニーズや施策の変化に対応し、地域小規模事業者の持

続的発展を支援していくために、より専門的な知識を習得し支援力を高め

ることが必須となる。 

 これまで通り県商工会連合会主催の研修へ参加することはもちろん、全

国連が実施している経営指導員 WEB研修を積極的に受講することにより資

質向上に必要な知識の習得を図る。また、本事業で行うセミナー等にも出

席し、受講する事業者とともに事業活動に必要な専門知識やノウハウの取

得に努め、出席できなかった他事業者への指導にも活用する。中小機構や

県産業支援センター等が開催する研修会については、商品開発、マーケテ

ィング、販売戦略等に関するものについて積極的に参加する。 

 その他、経験年数等によって支援能力に差がでることもあるので、ベテ

ラン指導員と若手指導員又は経営支援員のペア、もしくはチーム単位、伊

佐湧水地区の広域担当経営指導員との連携といった形での経営支援を実

施、支援の中で指導・助言・ノウハウの提供等を行うことで支援能力の向

上を図る。 

 組織内については、小規模事業者支援システムの活用により、各事業所

のデータや支援の内容等について情報共有を行う。また毎週月曜開催の朝

礼後に定期的（月１回程度）に本事業に係り経営支援会議を行い、情報交

換することでスキルの共有化を図る。 

 

 

 ３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法

により評価・検証を行う。 

①外部より市の担当課である企画政策課長、経営コンサルタント等の有識 

 者を招き、事業の実施状況については年２回報告を行い、成果の評価、

見直し案については年１回検討を行う。 

②商工会三役会において、評価及び見直しの方針を年１回決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、年１回商工会理事会へ報

告し承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を伊佐市商工会ホームページ 

（ http://isa.kashoren.or.jp/）及び商工会報において計画期間中公表

し、いつでも閲覧できるようにする。 

http://isa.kashoren.or.jp/
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 
 
（１）組織体制                   （２９年１０月現在） 

  ○組織(事務局) 

   事務局長１名、広域担当経営指導員１名、経営指導員３名、経営支援員 

   ４名、記帳指導職員１名   計１０名 

 

   商工会長 

 

   事務局長   総務課 

            総務課長 事務局長兼務（本所） 

              課員 経営支援員４名（本所３、支所１） 

                  

 

          経営支援課 

            経営支援課長 経営指導員１名（本所） 

                課員 経営指導員２名（本所１、支所１） 

                   経営支援員４名（総務課兼務） 

                   記帳指導職員１名（本所） 

 

          伊佐湧水地区広域指導センター 

            センター長 広域担当経営指導員１名（本所） 

 

  ○実施体制 

                商工会長   

 

                 事務局長   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観 光 関 連 業 種

支 援 に 関 す る

こと  
 

創 業 ・ 第 二 創

業・事業承継に

関すること  
 

特産品開発・販

路 拡 大 に 関 す

ること  
 

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 

経営指導員１名 
経営支援員１名 

広域経営指導員１名 
経営支援員１名 

地 域 活 性 化 策

に関すること  

・小規模事業施策等の普及徹底による経営力強化  
・観光地と商店街連携による地域活性化策の実施  
・地域資源を活用した新特産品の開発支援及び販路拡大支援  
・関係機関との連携による創業支援策の推進  

目標 

【主な業務責任者】  
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事務局長が統括し、経営支援課及び伊佐湧水地区広域センターにて実施 

・事務局長１名 

・経営支援課８名（経営指導員３名、経営支援員４名、記帳指導職員１名） 

 ・伊佐湧水広域指導センター１名（広域担当経営指導員１名） 

 

（２）連絡先 

  伊佐市商工会 

    ホームページ  http://isa.kashoren.or.jp/ 

    フェイスブック https://www.facebook.com/isa.shokokai 

    メールアドレス ookuti-s@kashoren.or.jp 

   ・大口本所  

     〒895-2512 鹿児島県伊佐市大口元町 20-2 

           TEL0995-22-0224  FAX0995-22-9845 

   ・菱刈支所  

     〒895-2701 鹿児島県伊佐市菱刈前目 1986-2 

           TEL0995-26-0179  FAX0995-26-1495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isa.kashoren.or.jp/
https://www.facebook.com/isa.shokokai
mailto:ookuti-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） 

 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

必要な資金の額 3,450 4,300 4,800 

 

小規模事業対策事業費 

 1.地域の経済動向調査 

 2.経営状況の分析 

 3.事業計画策定支援 

 4.事業計画実施支援 

 5.需要動向調査 

 6.新たな需要開拓寄与の事業 

 7.地域経済活性化の取組 

 8.支援力向上のための取組 

 

100 

600 

700 

50 

200 

1,400 

300 

100 

 

200 

700 

800 

100 

300 

1,500 

500 

200 

 

200 

700 

800 

300 

300 

1,500 

700 

300 

（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、会費収入、手数料収入、事業受託費 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合
の連携に関する事項 

連携する内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
Ⅰ－１．地域の経済動向調査に関すること 
  恒常的な地域経済についての調査ために、鹿児島県商工会連合会と連携し

た景況調査の実施や鹿児島県の発表する県内業況、消費動向調査結果等を
活用する。 

Ⅰ－２．経営状況の分析に関すること 
巡回ヒアリングシートの活用で各事業所の問題点を洗い出し、金融面につ
いては日本政策金融公庫川内支店や地域金融機関と連携した支援を実施
し、販路や労務等についてはミラサポやよろず支援拠点、鹿児島県商工会
連合会の専門家派遣事業を活用して専門家と連携した支援を実施する。 

Ⅰ－３．事業計画策定支援に関すること 
創業・第二創業、事業承継支援の際に、必要に応じて中小企業基盤整備機
構やよろず支援拠点、鹿児島県商工会連合会の専門家派遣事業等を活用
し、専門家と連携した支援を実施する。 

Ⅰ－４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
中小企業大学校人吉校より研修スケジュール等について情報提供しても
らい、広く周知し事業所のスキルアップを図る。 

Ⅰ－５．需要動向調査に関すること 
小規模事業者の開発商品や飲食業・宿泊業の消費者へのアンケートを実施
することで、消費者ニーズを把握し、商品のブラッシュアップ、新サービ
スなどについて関係機関やよろず専門家と連携しより高度な支援を実施
する。 

Ⅰ－６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
全国商工会連合会、鹿児島県連、その他関係機関が開催する物産展・商談
会・求評会へ出展することと、西之表市との合同物産展により販路拡大に
繋げる。また、全国商工会連合会の運営するＩＴツールを活用した広報支
援を実施する。また地域資源を活用した新特産品の開発について、鹿児島
県商工会連合会の専門家派遣事業やよろず支援拠点を活用して、開発段階
や販路開拓について指導を受ける。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
市内で各イベントを開催する伊佐市（ＰＲ課、農政課）、伊佐市観光特産
協会等と連携して、イベント来訪客を商店街へ呼び込むための連動イベン
トを実施する。参加事業所は大口さくらスタンプ会や大口中央商店街と連
携して募集する。 

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組 
Ⅲ－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

と市の担当課である企画政策課と支援策について定期的な情報交換を行
う。また市内金融機関及び日本政策金融公庫川内支店を交えて金融懇談会
を開催して、連携して支援できる体制づくりを行う。 

Ⅲ－２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
鹿児島県商工会連合会が実施する各種研修、全国商工会連合会が実施する
経営指導員 WEB 研修、中小企業基盤整備機構やかごしま産業支援センター
の実施する研修会等を積極的に受講し、職員のスキルアップを目指す。 
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連携者及びその役割 

 

連携者 役 割 

鹿児島県 

知事 三反園 訓 

鹿児島市鴨池新町 10-1 ℡099-286-2111 

消費購買動向調査報告書、その他調査結

果の活用、事業所向け各種施策支援 

伊佐市 

市長 隈元 新 

伊佐市大口里 188  ℡0995-23-1311 

(担当課：企画政策課、ＰＲ課、農政課） 

市内事業所及び創業者向け施策支援、支

援策についての意見交換開催、連動イベ

ント開催時の連携、空き店舗補助金の支

給、創業セミナー開催、事業評価 

西之表市 

市長 八板 俊輔 

西之表市西之表 7612 ℡0997-22-1111 

合同物産展の開催時の連携 

伊佐市観光特産協会 

会長 渕之上 俊典 

伊佐市大口宮人 635-11 ℡0995-28-2600 

連動イベント開催時の連携 

大口さくらスタンプ会 

会長 周防原 利幸 

伊佐市大口元町 20-2 ℡0995-22-0224 

連動イベント開催時の連携 

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 

℡03-6268-0088 

SHIFT 活用、ニッポンセレクト.com の利

用、経営指導員 WEB研修 

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 

各種情報の提供、専門家派遣事業、職員

の研修事業 

中小企業基盤整備機構九州本部 

本部長 山地 禎比古 

福岡市博多区祇園町 4-2 ℡092-263-1500 

各種施策についての情報提供、専門家派

遣事業 

（中小企業大学校） 

事業所向け研修メニューについての情報

提供 

（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 ℡099-219-3740 

（鹿児島県よろず支援拠点） 

よろず支援拠点、各種施策についての情

報提供、専門家派遣事業 

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 

 

 

 

各種金融支援（創業、セーフティネット

他）、管内景気動向等の情報交換 

 

 

 

 

鹿児島銀行大口支店 

支店長 野村 哲哉 

伊佐市大口上町 30-1 ℡0995-22-1511 

南日本銀行大口支店 

支店長 田之上 健 

伊佐市大口上町 9-4 ℡0995-22-1521 
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鹿児島信用金庫大口支店 

支店長 迫田 雄二 

伊佐市大口元町 20-1 ℡0995-22-1145 

 

 

各種金融支援（創業、セーフティネット

他）、管内景気動向等の情報交換 鹿児島興業信用組合大口支店 

支店長 前原 直喜 

伊佐市大口元町 20-4 ℡0995-22-1355 

 

連携体制図等 

Ⅰ．経営発達支援の内容 

 

 

 
伊佐市商工会 

・鹿児島県  
・伊佐市  

・日本政策金融公庫川内支店 
・市内各金融機関 

・鹿児島県商工会連合会 
・かごしま産業支援センター 
・よろず支援拠点 
・ミラサポ 
・中小企業基盤整備機構 

・全国商工会連合会 
・鹿児島県商工会連合会 
・西之表市 

各種施策支援、情報提供  連携した金融支援  

専門家派遣支援  
情報提供  

物産展参加  
IT ツールの活用  
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

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 

 
 

 

 

伊佐市商工会  
 

・伊佐市  
・伊佐市観光特産協会  
・大口さくらスタンプ会  
 

イベント連携  

 
伊佐市商工会 

・全国商工会連合会 
・鹿児島県商工会連合会 
・かごしま産業支援センター 
・中小企業大学校 

・日本政策金融公庫川内支店 
・市内各金融機関 

 金融懇談会に  
よる情報共有  

研修等による  
支援能力向上  

イベント検討委員会（仮称） 
・商業部会  
・観光サービス業部会  
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