
実施者名 湧水町商工会(法人番号：4340005003167) 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 34年 3月 31日 

目標 

① 小規模事業者への支援体制の整備 

小規模事業者への伴走型支援の充実 

② 湧水町の知名度上昇についての支援 

③ 特産品開発の充実およびそれに伴う販路開拓支援 

④ 地域活性化に向けての関係機関との連携強化 

以上、4項目の達成を目標として掲げる。 

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】 
定期的に実施される調査と、独自に行う調査によるデータ分析で、実

態に即した有益な情報として活用されるデータとなることを目指す。 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 
経営カルテ情報から支援先企業の抱える課題の抽出と、「ネット de記

帳」から得られる財務データ、事業承継アンケート等調査のデータを活

用し、精緻な経営分析を行うことで、伴走型支援の実施に活用する。 

３． 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
事業計画策定セミナーを集団・個別ごとに開催し、事業計画策定の重

要性の認知向上による意識啓発を図り、事業所ごとの実現可能性の高い

事業計画を策定することで今後の経営方針・事業戦略を明確にする。 

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
事業計画策定後も定期的にフォローアップできる体制作りを職員間

で構築し、包括的支援を実施することで、小規模事業者の持続的発展を

目指す。 

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 
消費者ニーズを踏まえた需要動向を把握するため、各種需要動向調査

の収集・分析、業種ごとの市場調査を実施し、既存商品・サービスの新

たな販路開拓や、新商品や新サービスの開発へと繋いでいく。また新商

品については、試食会、商品アンケート調査を実施し、商品のブラッシ

ュアップを行うことで、売れる商品づくりを目指す。 

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】 
販売促進・販路開拓のための展示会等への積極的参加を包括的に支援

し、観光部門においては先述の展示会等での PR、新たなパッケージツア

ー等の開発や効果的な PRを、各種団体と連携し実施していく。 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 ・ 関係各団体との連携による各種イベントの開催及び積極的参画 

 ・ 行政等関係団体との連携による、物産展及び商談会の開催 

 ・ 販路開拓支援・地域活性化を目指すための協議会の設置 

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為の取組 

・ 他の支援機関との連携による支援ノウハウの吸収 

・ 経営指導員の資質向上に関する取組 

・ ＰＤＣＡサイクルによる具体的な事業の検証  

連絡先 

・商工会名：湧水町商工会(E-mail:yuusui-s@kashoren.or.jp) 

〒899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場 300-1 TEL(0995)74-2200 FAX(0995)74-3824 

・担当  ：経営指導員 尾花 創史  広域担当経営指導員 横山 寛治 

 

mailto:yuusui-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．地域の現状 

（１）湧水町の概況 

湧水町は、鹿児島県の中央北端に位置し、総面積が 144.29㎢、北から東にかけて

は宮崎県えびの市、南は霧島市、西は伊佐市が隣接している。 

2005 年に旧吉松町と旧栗野町が合併し、町域の竹中池・丸池から湧き出る湧水に由

来して湧水町が誕生した。湧水町は熊本・宮崎・鹿児島 3県の中心部に位置する立地

環境であり、「県境の町」と言われている。 

九州縦貫自動車道栗野インターチェンジから

降りてすぐに湧水町があり、鹿児島空港からも車

で 20 分と、交通の便は大変良い。そのような優

れた交通環境を活かして、交流人口の拡大を目指

している。 

鹿児島茶発祥の地であり、鉄道の町としての歴

史を持つ吉松駅を拠点とする近代化産業遺産群

（ＳＬ、石倉、煉瓦暗渠など：詳細は下記参照）

や多質な泉源を有する温泉(例：黒・白・透明の三

色温泉)など、個性的な地域資源を活用した積極

的な観光施策を図ることにより、観光交流人口の

増加を目指している状況である。 

（２）湧水町の観光 

湧水町の人口は、平成 7年は 13,537名の人口であったが、その後減少の一途をた

どり、平成 30年で 9,409人と大幅に減少している。特に年齢三階層の年少人口、生

産年齢人口が極端に減少しており、老年人口の比率が増加して高齢化が年々進んで

いる状況である。 

また、産業三分類別就業者数については、湧水町の就業人口は、平成 27年国勢調

査によると 4,417 人で、第一次産業が 779 名（17.6％）、第二次産業が 1,027 名

（23.3％）、第三次産業が 2,605人（59.0％）であり、鹿児島県の第一次産業(9.3％)、

第二次産業(19.1％)、第三次産業(69.7％)と比較して、第二次産業の割合が高いこと

が分かる。  

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
13,537 13,237 12,566 11,595 10,327

吉松町 4,935 4,937 4,835 4,431 3,867
栗野町 8,602 8,300 7,731 7,164 6,460

1,794,224 1,786,194 1,753,179 1,706,242 1,648,177

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
13,537 13,237 12,566 11,595 10,327

0～14歳 2,042 1,879 1,512 1,275 1,098
15～64歳 7,997 7,366 6,948 6,255 5,213
65歳以上 3,498 3,988 4,106 4,065 4,007

総人口

総人口の推移
統計年
湧水町

県全体

年齢三階層別人口の推移
統計年

総数 第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能
湧水町 4,417 779 1,027 2,605 6
県全体 753,855 70,249 143,838 525,606 14,162

産業三分類別就業者数（平成27年国勢調査より）
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【近代化産業遺産群】 

  
Ｃ５５型蒸気機関車と石倉は吉松駅に隣接する公園内に静態保存されている。 
Ｃ５５型蒸気機関車は近代化産業遺産群の物資輸送関連遺産として認定され、石倉

は、燃料庫として使われていた。 
公園内には常設の鉄道資料館があり、吉松駅の歴史や運航に必要な器具や機械や模型

の展示がある。吉松駅は明治３６年の開業から昭和７年のローカル線の接続駅となる一

支線に格下げされる頃までは鹿児島本線と日豊本線を分ける九州屈指の結節点として熊

本・宮崎・鹿児島方面を繋ぐ交通の要衝で栄えた。近代化産業遺産群や鉄道資料館で、

鉄道の町として大変重要な役割を果たしたかつての賑わいを知ることができる。 

  
鉄道線路の下をくぐる煉瓦暗渠は、明治３６年に開通した肥薩線建設の際に川や水路

をまたぐ場所に作られ、１００年以上経った今でも修復の必要なし。平成２０年に近代

化産業遺産に認定された。町内１４箇所で確認されている暗渠の中には霧島山麓からの

水が湧き出る丸池湧水に繋がっているものがあり、近代化産業遺産を身近に感じること

ができる場所となっており子どもたちの水遊び場として賑わう。 
 

Ｃ５５型蒸気機関車 石 倉 

煉瓦暗渠 煉瓦暗渠 
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祭り、イベント、特産品等 

 
 

チェンソーアート全国大会 
栗野岳レクリエーション村にて彫刻造形展とチェンソーアート全国大会を同時開催。 
湧水町を県内外にアピールするとともに，地方創生の目的である「交流人口の増加」

と「情報発信」を行うことを趣旨とし開催される。 

平成２９年の彫刻造形展は地区やＰＴＡなど町内の団体 27 組が事前に製作した作品を

会場に搬入し出展。イベント後は町内の公民館などの施設に出展作品を展示する。 

  
創作神楽「名水丸池感謝の舞」 

 

 

名水丸池感謝の夕べ 
来場者数：約２，５００名 

高原フェスタ彫刻造形展 
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日本名水百選に選ばれている丸池公園で湧水の恩恵に感謝する目的で毎年９月上旬に開

催されるイベント。特設の舞台の周りや池の水面には約１，０００本の竹灯篭が並ぶ。 
 平成３０年度は２４回目の開催で、町内の中学校の音楽部による演奏や、湧水町の和

太鼓集団「勝運太鼓」による創作神楽「名水丸池感謝の舞」の披露が行われたり、池の

南側に位置する散策道の竹林がライトアップされたりした。 
平成３０年度は約２，４００名の来場者で賑わった。 

 

（３）湧水町総合計画概要（商工業・観光産業について：要約） 

湧水町では、「商工業・観光産業の振興については、ともに交流人口を増やす必

要があることから、商工会との連携を軸として、観光協会及び各地区が取り組んで

いる事業に対する支援を行う」こととしている。 

 

２．小規模事業者の現状と課題 

（１） 商工業の現状 

商工会実態調査での商工業者数の推移(下記参照)を見ると、平成 29 年度では小

売業が 29.4％で一番多く、次に建設業が 14.7％、製造業が 10.1％、となっている。 

現在、湧水町では旧道路整備による交通の円滑化等を目的とした都市計画事業が

進んでいるが、その一方で高齢化に起因する廃業により空き地が増加している。 

そのため、商店街としての機能を失いつつある状況である。 

 

商工会実態調査 

【平成19年度】　　H19.7.1現在

建設業 製造業 卸売業 小売業
飲食業
宿泊業

サービス その他 合計

75 47 5 137 35 113 31 443
74 35 5 131 35 103 22 405
62 32 5 94 22 60 22 297

【平成24年度】　　H24.6.5現在

建設業 製造業 卸売業 小売業
飲食業
宿泊業

サービス その他 合計 平成１９年度との
比較

58 48 6 143 34 117 50 456 １３増↗

57 37 6 128 34 109 41 412 ７増↗

52 30 5 85 20 53 18 263 ３４減↘

【平成29年度】　　H29.7.1現在

建設業 製造業 卸売業 小売業
飲食業
宿泊業

サービス その他 合計 平成２４年度との
比較

63 43 7 126 34 105 50 428 ２８減↘

63 36 7 115 34 100 45 400 １２減↘

51 27 6 74 23 43 27 251 １２減↘

管内商工業者・小規模事業者・会員数の推移

商工業者数
小規模事業者数
会員企業数

商工業者数
小規模事業者数
会員企業数

商工業者数
小規模事業者数
会員企業数

区分

区分

業種

業種

区分
業種

 

（２）商工業の課題 

上記（１）を踏まえた商工業の課題としては、以下の２つが挙げられる。 

①特に小規模事業者についてであるが、既存商店街の消滅や、郊外型商業地域

への消費者購買動向の変化に対応しきれていない。 

②高齢化の進行が進み、地域に密着したサービスの展開をはじめ、当町の地域

性に即した事業活動の展開がなされていない。 
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３.商工会のこれまでの取組と今後取り組むべき課題 

(１) 商工会のこれまでの取組 

湧水町商工会は平成 18年に旧栗野町と旧吉松町が合併し、職員設置基準の変更

等により職員設置数も減少しており、旧吉松町商工会への職員設置が困難な状況

となって以来、栗野町を本所として、経営改善普及事業における基礎的支援業務

（金融・税務・経理・労務）に加えて地域振興事業における各種イベント等の業務

がその大半を占めていたために、販路開拓や経営革新をはじめとする個々の事業

者の業績向上に向けた経営支援業務の従事割合が低い傾向であった。 

そのような中で、管内小規模事業者は、事業主の高齢化や後継者不足により廃業

が後を絶たない状況である。 

その一方で、中小・小規模事業者の現状分析や、企業の強みを活かすための取り

組みへの助言が、商工会の本来の支援業務であり、その点については日々の巡回を

はじめとする努力により一定程度の成果が出て来ている。 

また、地域振興事業としては、夏祭り・湧水町駅前屋台村等で地域活性化を図り、

ポイント会(栗野・吉松)等の設立により、商工業活性化も実現してきており、地域

振興事業については一定の成果を挙げている。 

今後の対応としては、本経営発達支援事業を期に、中長期的な小規模事業者の持

続的発展を目指し、既存事業の経営内容の検証と見直しを図り、外部支援機関や専

門家との連携を強化し、経営支援業務への従事割合を増加させ実効的な支援を実

践していく必要がある。 

(２) 商工会が今後取り組むべき課題 

湧水町商工会は、前述したように、高齢化による人口減少や廃業の増加に伴い

会員数は大幅に減少している上、職員数の減少に伴い、職員 1 人が抱える仕事量

が大幅に増加、小規模事業者への支援も不十分となってきている。 

また、商工業の多様化によりいわゆる商工会離れが続き、会員数が減少している

ことから、会員増強が重要な課題であることは論を待たない。しかしながら商工会

は小規模事業者に対する支援機関であることから、会員のみに目を向けるのでは

なく、あくまで湧水町の小規模事業者の持続的発展を主要命題として、小規模事業

者に対して様々な経営指導を行いながら、小規模事業者の持続的発展を担ってい

かねばならない。 

そこで、今後取り組むべき課題・対応策として、以下の５つが挙げられる。 

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、独自 

イべントの実施等を行い、経営の安定化を促す必要がある。 

②観光資源の発掘と地元企業の経営力の向上 

湧水町の観光資源として鹿児島県の観光客の多くを集客する霧島温泉や霧

島連山と隣接する地の利を観光資源と捉え、観光客の誘致を促進する必要が 

ある。 

また、受け入れる側の体制整備として後継者の育成、経営力のアップ（従業  

員教育や技術力の向上等）を促進し、さらに自社の経営状況の把握を図りな

がら経営革新による経営の安定化を促す必要がある。 
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③湧水町の特産品・農産品ＰＲ 

   湧水町の特産品・農産品を対外的にＰＲし、湧水町のＰＲを図る。 

   特に、我が湧水町の名産品である「水」「米」を重点的にＰＲすることで、ブ

ランド化にも寄与する。水については「丸池湧水」が日本名水百選にも選ば

れていることから強力にＰＲしていく。 

④企業誘致の模索 

関係機関との連携のもと、湧水町の経営資源を活用できる企業の誘致を模索 

し、新規企業の立地を促進する必要がある。 

⑤創業支援・事業承継支援 

前述のように、湧水町は高齢化による廃業が極めて多いことから、新規創業

の推進および事業承継支援が急務である。特に事業承継については後継者支

援も含め、支援を強化していく。 

 

４．小規模事業者支援の中長期的な振興のあり方 

(１)上記１～３を踏まえた１０年程度の期間を見据えて 

    地域・小規模事業者・商工会の現状については上述した通りである。 

  そこで湧水町としても、上述した課題を踏まえて、中長期的な振興のあり方（概

ね 10年後のあり方・将来像）として、10年程度先を見据え、商工会として目指す

小規模事業者支援をどのようにしたいか、以下の２項目を目標に掲げる。 

①小規模事業者の持続的発展 

具体的には小規模事業者の売上や利益の確保を目指す。その方法としては、以下

の２項目を挙げる。 

（ア）小規模事業者の特性に応じた経営力強化を目指す 

（イ）主力商品である米・茶を中心に「湧水町」の地域ブランド化・地域経済の

活性化を目指す 

②事業承継についての積極的支援 

    小規模事業者の相次ぐ廃業に伴い、減少の一途を辿る小規模事業者の減少に歯

止めをかけるべく、商工会としても積極支援していく。 

（２）湧水町総合計画との整合性 

    「交流人口の増加」が総合計画の主要命題であることから、「水」や「米」をは

じめとする湧水町の観光資源を活用し、地域ブランド化を図り、それに沿った

小規模事業者支援を実施する。 

（３）商工会としての役割 

   小規模事業者としての支援を、商工会が潤滑油となり、間に入って各関係機関

と連携して実施していく。 

         

５．経営発達支援事業の目標と方針(概ね３～５年程度の考え方) 

(１)経営発達支援事業の目標 

湧水町の現状・課題として、人口や事業者数の深刻な減少、地域コミュニティ維

持の危険がある。そこで、その課題解決の手段として、県下屈指の観光地に隣接し

た地の利を活かした交流人口の増加を図り、同時に個社の事業計画に基づいた伴走
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型支援を着実に実行することで、小規模事業者の経営体力の維持・向上につなげ、

もって地域活性化につなげていく。具体的には、以下の４項目を掲げる。 

   ①小規模事業者の特性に応じた経営力向上の強化 

     前述した事業計画策定支援により、商工会からの受身の支援に終始すること

なく、小規模事業者が自身の経営状況を正確に把握し、その上でどういった「強

み」を出して経営力向上に努めていくかを商工会として支援していく。 

   ②「湧水町」の地域ブランド化 

（交流人口の増加：湧水町総合計画の中に目標として掲げられている） 

前述した湧水町の観光資源を利用したイベント実施により交流人口を拡大し、

地域ブランド化を図る。 

   ③特産品開発の充実及びそれに伴う販路開拓の支援 

小規模事業者の販路拡大のため、湧水町での需要発掘・ニーズを深掘りする。 

特に湧水町の特産品である「茶」「米」をメインターゲットにし、特産品開発・

新商品開発を目指す。 

④商工会としての役割としての、地域活性化に向けた関係機関との連携強化 

     商工会だけでは限界のある部分について、それを補完する形での各関係機関

との連携強化を図る。 

 

  (２)経営発達支援事業の目標達成に向けた方針 

①小規模事業者の特性に応じた経営力向上の強化 

小規模事業者が売上増を達成できるための顧客ニーズを的確に把握し、各

種施策を活用しながら経営改善・販路開拓に繋げていく。 

これまでにありがちであった、当面の課題に対しての「一過性の支援」か

ら、個社毎の経営情報の収集により、これまでより一歩踏み込んだ「提案型

の支援」を行っていく。 

そのためには、知り得た経営情報を一元化するためのツール作成（カルテ

システムの有効活用等）により、収集した情報を一元化することで、全職員

が情報を把握し、適切に対応できる体制づくりが必要である。 

そうしたことを実践することが、小規模事業者の経営力強化に繋がるもの

と判断する。 

創業支援については、事業開始前の需要調査に関する情報提供や創業計画

書の策定、開業後数年間の事業遂行状況を細かく把握することで、創業後の

経営力強化にも寄与するものと判断できる。また、金融支援にとどまらず、

販売促進・労務関係などの指導も伴走型で実施し、事業計画の遂行状況を逐

次把握しフォローしていく。 

そして、経営状況分析への小規模事業者の意識啓発を図り、事業計画策定 

支援を実施し、その小規模事業者に沿った伴走型の指導、助言を行い、小規

模事業者の事業の持続的発展を目指す。 

      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体制の構築

と、巡回指導によるフォローアップの実施を目指す。 
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②「湧水町」の地域ブランド化 

湧水町の総合計画にもある交流人口拡大のため、中長期的な振興のあり

方(10年後のあり方・将来像)として、「湧水町」の地域ブランド化を図るこ

とで湧水町の認知度を高めていく。 

そのために特徴あるイベントを企画し、既存イベントに対しても、スクラ

ップ＆ビルドで見直し、湧水町独自の趣向を凝らした内容としていく。 

湧水町の観光・交流振興方針（吉松駅・栗野駅周辺を中心とし、交流人口

の増加を図る方針）を元に、主要な観光拠点である「丸池湧水」や隣接する

霧島山麓公園周辺での地域イベント、吉松町の近代化産業遺産群、多質な泉

源を有する温泉等を活用した地域活性化の仕組みづくりを目指す。 

③販路開拓支援（特産品開発・新商品開発支援） 

農林業、商工業、観光等に関わる関係機関（JA・観光協会）と連携して、対

象事業者の販売商品のブラッシュアップを行い、「売れる商品づくり」、「湧水

町限定の商品」の新商品開発を目指していく。 

その上で、管内小規模事業者で販売促進や販路拡大の機会を目指している事

業者やその機会を捉えきれていない事業者へのアプローチを行い、町が交流

人口の拡大を目指して開催している「名水感謝の夕べ」、「高原フェスタ彫刻

造形展」、などの既存イベント(詳細は上記参照)に、地域特産品の販売を目的

とする事業者として積極的な参加を促していく。 

 

以上を踏まえて、小規模事業者に対し、事業計画を策定し、それに沿った経営

を実行していくことが、事業の持続的発展のためにも有効であることから、本計

画で取り組んでいく。その際、後述するような地域経済動向調査や経営分析結果、

需要動向調査の成果を活用していく。 
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 経営発達支援事業の内容及び実施期間 
 

・ 経営発達支援事業の実施期間（平成 31年 4月 1日～平成 34年 3月 31日） 

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 

   現在まで商工会で把握してきた地域経済動向の各種データ（景況調査・統計調査）

は、小規模事業者からの問い合わせに対処する形で、商工会職員が必要な部分を抽

出し、提供する程度で、経営の基礎資料としての活用方法についての指導まで至っ

ていなかった。 

地域経済動向は、商工会が小規模事業者に対して的確な指導を行うためにも、支援

を行う個社・地域の状況を明確に把握しておくことが今後の課題である。 

 

 (２) 事業内容 

   ①各機関が提供するデータの活用 

地域の経済動向を調査・分析することにより、地域経済と需要動向を把握し、小

規模事業者の相談時の基礎資料として活用する。また、日本政策金融公庫の発表す

る中小企業景況調査等の各指標、鹿児島県商工会連合会が 4半期ごとに実施する中

小企業等景況調査を活用することにより地域経済動向を調査・分析する。それを踏

まえて地域の小規模事業者の実態把握のために実態調査を実施する。 

なお、調査は業種別に行う。 

②情報収集調査 

湧水町の小規模事業者 100社に対し、年 2回以上情報収集を行う。 

【調査対象】湧水町の小規模事業者 100社以上 

     (小売業 30社 サービス業 30社 建設業 20社 製造業 20社) 

【調査項目】売上実績・資金繰り状況・業況判断・直面する経営課題 

【調査手法】町内の小規模事業者に調査票(業況・売上高の推移など)を郵送し、

返送してもらう 

【分析手法】経営指導員が専門家と連携し、分析を行う 

 

（３）成果の活用 

上記アンケートを分析することで、現在の現状把握・ニーズ把握等のきめ細かい

分析が可能となる。その上で鹿児島県が公表している経済動向調査資料(『統計鹿児

島』)をはじめ、日銀短観、商工会景況調査等、既存の資料等から情報を収集・整理

し、湧水町の小規模事業者の経済動向を分析し、事業計画策定・巡回指導の際に活

用する。(年 2回) 

その上で、売上や利益の確保・向上こそが個社支援の最大の眼目であることから、

商工会や会報、湧水町 HPに経済動向調査結果を掲載し(年 4回以上更新目標)、広く

地域の小規模事業者に周知することで今後の経営計画策定支援、事業計画・経営分

析の局面で役立てる。 
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（４）目標 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 

調査対象事業者数 0 100 110 120 

情報収集回数 0 2 3 4 

公表回数 0 2 3 4 

調査回数 0 2 3 4 

  

２. 経営状況の分析に関すること 【指針①】 
(１) 現状と課題 

当商工会において、会員からの経営状況に関する相談には即時対応し、巡回指導

を実施してきたが、一過性の指導に終始しており、小規模事業者の抜本的な経営改

善に資する指導・助言は実施されていなかった。 

今後は個社の実態把握が出来る仕組みの構築および会員外の小規模事業者への周

知が課題である。 

 

(２) 事業内容 

上記の現状と課題を踏まえ、事業内容について検討する。 

湧水町の小規模事業者を対象に、下記の 5項目を調査する。 

【 経営状況分析調査湧水町の小規模事業者 100社／1年】 

経営分析シート(下記の「組織分析」「財務分析」「業務体制」「マネジメント分析」

「知的財産」を分析した結果を集約したシート)を分析対象とする。 

○ 組織分析（ヒト）：労働生産性・人事労務の適正判断 

○ 財務分析（カネ）：資金繰り・キャッシュフロー算出・安全性分析 

○ 業務体制（モノ）：商品内容の精査・新商品開発の意欲 

○ マネジメント分析（情報・ネットワーク）：関連取引先等の精査 

○ 知的財産（無形財産）：特許に値するような財産があるか 

 

 (３) 今後の取組・活用方法 

小規模事業者の持続的発達を目標として、巡回・窓口指導により、経営理念や 

将来のビジョンを聞き取り調査する。それにより、事業者が目指す方向性を確認

する。その事業者の商品特性やサービスの内容、店舗や工場の稼働状況、従業員の

状況、記帳代行や決算代行による係数による情報を収集し、経営分析(財務分析等

の定量分析と SWOT 分析等の定性分析)による企業の経営分析を集約した「経営分

析シート」の作成により、企業の現状を洗い出し、それをもとに企業の発展に必要

な情報等を、経営分析を実施した個社のみにフィードバックしていく。 

情報収集については、DM・電話・訪問、といった手段により行う。 

 

フィードバックの方法としては、まず SWOT分析を希望する事業所を年 100件以

上抽出し、経営分析シート作成後 1 ヶ月以内に個別面談を行い、事業計画作成時

に役立てる。経営分析の結果は経営分析を実施した個社にのみフィードバックし、

事業計画策定に導いていく。 

専門的な課題等は、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、専門部署にその課題を投げかけ、個別面談

等により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していく。 

経営分析シートに関するセミナー(年 2回以上、経営分析シートの分析により浮
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き彫りになった経営課題を中小企業診断士等の専門家を交えた個別セミナーで解

決していく)等の開催により、その企業の改善点の抽出、他社と比較した場合の企

業の優位性を明確にすることが可能となり、今後の個社支援策の策定に役立てる

ことができる。 

【目標】 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 

セミナーの年度別開催数 0 2 3 4 

セミナー参加者数 0 50 75 100 

 

【目標】経営指導員：年 24件以上 経営支援員：年 12件以上 他の職員：年 6件 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 

経営分析件数 0社 100社 100社 100社 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(１) 現状と課題 

事業計画策定については、当商工会でも小規模事業持続化補助金をはじめとし

て事業計画策定に取り組んでいる。 

しかしながら、補助金申請のためだけの事業計画策定に終始してしまい、明確な

ビジョンがなく、短絡的な計画、補助金の採択を受けるためだけの計画になりがち

なのが課題である。 

 

(２) 事業内容 

① 事業計画策定調査 

事業計画策定については、「成長発展」のみならず、「事業の持続的発展」を積

極的に目指すことを基本原則として位置付ける。 

(ア) 事業計画策定の際は、ＰＤＣＡサイクルに基づいた計画を目指す。 

(イ) 事業計画策定の過程の中で、 

(ⅰ) 需要を掘り起こし、顧客との信頼関係を構築する 

(ⅱ) 多様な経営ノウハウを踏まえつつ事業の新たなチャレンジを行う 

        

(３) 今後の取組・活用方法 

具体的には、事業の持続的発展という点で、小規模事業者(対象分野：湧水町で

最も多い小売業を基本)への訪問を強化し、事業所ごとに各職員が訪問時の情報を

経営カルテ等に入力し情報共有を図る。 

経営分析を実施した企業を毎月 3社以上訪問し、企業の状況変化を追う。 

事業計画を策定した小規模事業者に対し、事業計画策定支援のためのセミナー

を実施する。 
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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 

現状として、当商工会では、各種補助金等の申請計画書・実施報告書や借込申込書

等の作成支援業務を行っているが、事業策定後のフォローアップがなかなか実施さ

れていない。 

そこで、対応策としては、事業計画を策定した全ての事業者に対し、事業計画に基

づいた経営が推進されているか、四半期に１回以上はフォローしていく必要がある。 

 

(２) 事業内容 

① 毎月の巡回指導の結果計画との差異も生まれてくるので計画修正も見据えた

フォローアップを、原則として四半期に 1回以上実施する。 

(ただし、経過が順調な事業者は頻度を落とし、計画通りに進んでいない事業者に

ついては頻度を上げるなど、事業者の状況によって柔軟に対応する。場合によっ

ては金融支援を含めた支援も検討していく。) 

② 具体的な指導内容 

(ア)専門家(中小企業診断士)を交えた経営相談・指導の実施 

経年変化・定量的な判断・年度ごとのふり返りを行えるような評価シート(5ヶ

年経営計画：売上高から当期純利益までの損益計算書の 5 ヶ年分の推移)の作成

と、評価委員会(評価委員：商工会・エキスパートバンク)を設置し、評価の結果

得られたデータをまとめた資料を作成し、評価委員立会いの下個社にフィードバ

ックし、販路開拓支援を行う。 

[注釈：「エキスパートバンク」とは、小規模事業者からの要請に応じて専門的

知識を有する者を講師として派遣し、具体的、実践的な事項について指導を行

うことにより、小規模事業者の育成に資することを目的とする事業をいう。 

※鹿児島県「小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱」より抜粋] 

 
 
 
 
 
 

 項  目 現状(30年度) 31年度 32年度 33年度 

事業計画策定件数 ０ ２０ ２５ ３０ 

事業計画策定支援 

セミナー開催回数 

０ ４ ５ ８ 

事業計画策定支援 

セミナー1回あたりの 

参加人数 

 

０ 

 

１０ 

 

２０ 

 

３０ 
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【目標】 

支援内容 現状 

（30年度） 

31年度 32年度 33年度 

経営相談・指導の回数 

（巡回・訪問回数） 

０ 10 20 30 

対象事業者数 ０ 5 10 15 

評価委員会開催回数 ０ 1 2 3 

 

(イ)計画の進捗が思わしくない事業者への経営指導の強化 

 事業計画の進捗が思わしくない事業者については、個別に経営指導を実施し計

画の進捗状況が悪い原因を発見し、それに対する対応策（計画の再策定を行い仕

切り直しを行う等）を協議する。協議後は、事業者に対するフォローアップ頻度

を増やし、事業計画の進捗がスムーズに進むようにする。 

 

【目標】 

項  目 現状(30年度) 31年度 32年度 33年度 

事業計画策定後の 

フォローアップ対象者数 

 

 

0 

 

20 

 

25 

 

30 

フォローアップ 

延べ回数 

0 80 100 120 

 

 (３) 今後の取組・活用方法 

経営指導員による巡回指導や専門家を交えた経営相談・指導を実施することで、個

社の持続的発展を目指す。（例：エキスパートバンクの利用） 

 

５. 需要動向調査に関すること【指針③】 

(１) 現状と課題 

そもそも個社支援（＝個社の売上・利益をどう向上させるか）の需要動向調査のた

めの資料は少なく、需要動向を把握することができにくいのが現状である。 

そこで、湧水町の代表的特産物であり、地域ブランド化につながる茶・米の需要動

向を調査し（将来的には小規模事業者の取り扱う全ての商品を対象にしていく）、湧

水町の小規模事業者が販売する茶について新たな販路開拓や新商品開発に活かせる

ような買い手(消費者・バイヤー)のニーズ・市場動向等を把握、提供し、事業計画策

定や新需要の開拓に寄与する事業を効果的に実施する必要がある。 

そのことが、需要動向調査の最大の目的である個社支援(個社の売上・利益向上)

につながる。また、本計画において取り組む客観的な調査結果を活用することで、消

費者ニーズを満たした商品を市場に投入することが可能となるので、需要動向調査

の結果を事業所にフィードバックし、小規模事業者の経営力向上を図る。 

(２) 事業内容 

湧水町の地域特産品を活用した新商品開発を実施するため、湧水町の代表特産品で
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ある「米」「茶」を活用した新商品を開発し、管内の「米」「茶」業者 5社を対象に、

その試食会およびそれに対するアンケートを四半期に 1 回、「くりの物産館」にて実

施し、需要動向の実態把握に努める。マーケティングや製造技術に関する高度に専門

的な課題に関してはそれぞれの専門家の協力を仰ぎながら解決を図る。 

需要動向調査を実施し、その結果をフィードバックすることは、消費者の率直な 

意見を小規模事業者に届けることを可能にし、より消費者ニーズにかなった商品開発

に活用していける。その結果、小規模事業者の売上増加だけでなく、地域ブランド化

にも貢献していくことが可能となる。そのことが新商品開発・既存商品の改良・新た

なサービスの提供につながる。 

【サンプル数】  くりの物産館の来場者 100人 

    【調査手段・手法】「くりの物産館」において年 4回、来場者に対し、新商品の

試食会を実施し、経営指導員・経営支援員でアンケートを実

施する。 

【調査項目】   ・味  ・サイズ ・価格  ・パッケージデザイン  

・性別 ・年代  ・その他 

【分析結果の活用】分析結果のフィードバックの仕方については、地域の「茶」

「米」対象事業者５社に対し、それぞれ別々にアンケートを

実施し、集計締切後 1ヶ月以内にアンケートの分析結果を提

供し、活用をする。 

 

（３）目標 

 

 

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 

湧水町限定の物品は多く存するものの、これまでは他の地域へのアピール・

発信も弱く、知名度が高いとはいえない。そこで、今後広く世に知らしめるた

めに新たな需要開拓に寄与する方法を考案する必要がある。 

そのことによって、新商品を開発したい小規模事業者も出てくることが予想

されるのでそういった事業者に対する支援(販売まで)を各関係機関と連携し

て行っていく。 

 

 

支援内容 現状 

（30年度） 

31年度 32年度 33年度 

需要動向調査 

アンケート回数 

０ ４ ４ ４ 

需要動向調査 

調査対象事業者数 

(「茶」「米」各々実施) 

０ ５ ５ ５ 
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(２) 事業内容 

①専門家による商品のブラッシュアップ 

②アンテナショップ「かご市」への出品促進および売上状況の分析 

③物産展（BtoC）参加を通じた販路開拓 

④商談会（BtoB）参加を通じた販路開拓  

⑤インターネットを活用した情報収集・発信力の強化支援 

事業内容としては、上記①～⑤にあるような内容が挙げられる。 

その他にも既存の展示会・商談会(鹿児島県内外を問わず)を商工会でリサー

チし、湧水町で出展を希望する小規模事業者に対し、参加旅費・出展料を一

部助成し、参加を支援する。 

ただ、あくまで個社支援である以上、出展によってどのように売上・利益

を確保するかが問題となる。出展をするということは、大半の小規模事業者

は本業を休んで出展するケースが大半であることから、商工会としても小規

模事業者が出展するにあたっては個社が売上を確保できるような創意工夫

をする必要がある。 

例としては、展示会に参加する前に予めバイヤーに事前アプローチして最

近のトレンドをヒヤリングし、それを参加予定の事業者にフィードバックし

て出展品を検討してもらうといった方策を商工会が実施する。 

また、商工会で事前に勉強会（小規模事業者・出展事業者へのバイヤー・ 

専門家等による講習会・個別指導）を実施し、売上増につながる出展方法を 

助言・指導する。合わせて商品のブラッシュアップも専門家に依頼する。 

それにより「湧水町物産展(仮称)」を開催し、販路拡大を目指す。 

「湧水町物産展（仮称）」の具体的内容としては、栗野中央公民館をはじめ

とするイベント開催地において、小規模事業者に出展してもらい、来場者

数 1,000人以上を目標とする。 

商談会も同時開催(名称：「湧水町商談会(仮称)」)して、湧水町の特産品

を売り込み、商談件数 10件以上を目標とする。 

【参考】現在開催している「湧水町駅前屋台村」の来場者数：約 700名 

新商品開発については、行政をはじめとする各関係機関への連携が不可

欠であることから、新商品開発の関係部署を紹介等により開発のバックア

ップを行い、最終的に売上増を目標とする。 

湧水町については小売業が主であることから製造小売業で新商品を開発

したい希望者に的を絞った開発を推進する。 

ただ紹介に終始するだけでなく、専門家と小規模事業者が緊密に連携する

ように四半期に 1回以上は、現状報告を専門家(学術機関)・小規模事業者双

方による会議形式により実施し、商工会もそれに対して開発商品の商圏分析

等の助言指導を行う場を設ける。また、メディアの活用による広報も実施す

る。 

 

 

 



16 
 

（３）目標 

支援内容 現状 

（30年度） 

31年度 32年度 33年度 

展示会・商談会 

参加支援事業所数 

０ 5 10 15 

展示会・商談会 

来場者数 

０ 1,000 1,200 1,500 

商談件数 ０ 10 12 15 

成約件数 ０ 3 5 7 

売上増加率(前年

比：％) 

100 110 115 120 

新商品開発に関する 

会議実施回数 

０ ４ ６ ８ 

新商品開発数 ０ ２ ３ ４ 

新商品開発 

対象事業者数 

０ １ ２ ２ 

現状に対する 

売上目標 

０ 3％増 5％増 7％増 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(１)現状と課題 

地域経済の活性化に向けては、地域の経済団体である商工会が主体となり地域経済

の活性化を図らなければならないが、商工会だけでは、多種多様化する地域経済のニ

ーズに応えきれない現状があり、商工会のマンパワー不足も手伝って、なかなか地域

経済活性化の有効策が打てない現状がある。 

そこで当商工会が主体となり、地域における関係者間での意識の共有(方向性や共

通の目標)が図られる仕組みの下で、地域経済活性化の方策を実施していくことが今

後の課題である。 

（２）事業内容 

①「湧水町活性化推進協議会（仮称）」の設立・開催 

多様な機関が参加し今後の方向性を共有するために、湧水町の農林業、観光振興に

係る関係団体と連携して「湧水町活性化推進協議会（仮称）」を設立し、２ヶ月に１回

の開催により、それぞれの団体の現状や目的を包括的に集約し、情報共有する事で地

域活性化のための取り組みを実現していく。そのことで湧水町が目指す「交流人口の

拡大」にも寄与する。 

具体的な参加機関としては、 

・あいら農業協同組合 

・湧水町茶業振興会 

・霧島山麓湧水町観光協会 

・湧水町（商工観光課） 
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をその対象とし、協議を進める段階で必要な団体や企業が出てきた場合、その都度参

加を要請していく。 

本協議会の目的は、あらゆる関係機関、企業との連携により新たな産業や雇用機会の

創出を図り、商工会が目標とする小規模事業者の持続的発展に寄与することが目的で

ある。 

②「湧水町ふるさとまつり」事業（仮称)の開催 

関係機関(湧水町商工観光課など)、関係団体(霧島山麓湧水町観光協会など)との連

携により、関係者間での意識共有を図るとともに、地域資源や地域特性を活かした本

町独自の特産品の開発を目指し、販路拡大のための新たな需要開拓のための PR、認知

向上のための新たなイベント「湧水町ふるさとまつり」を年 2回開催し、持続的発展

可能な支援を実施していく。 

 

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為の 

取組 
1. 他の支援機関(特に地域金融機関)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)現状と課題 

商工会には、金融部門をはじめとする専門的な知識についての支援ノウハウに

ついては、専門家のフォローに頼らざるを得ないのが現状であった。 

そこで、今後は、他の支援機関、特に地域金融機関等(鹿児島銀行・鹿児島信用

金庫)と連携し、地域の業況・融資等の情報交換を行うことで経営支援のノウハウ

(融資ノウハウ)を習得し、新たな需要開拓を進める基盤構築の参考とするのが課

題である。 

（２）事業内容 

①金融懇談会の開催（年６回） 

地域金融機関と連携する目的は、地域金融機関も中小企業の発展を目標と 

して掲げている以上、関係する市場も共通しており地域の業況をより具体的に

把握できる。 

そこで、地域金融機関としても、情報交換を行うことで地域金融機関の至上

命題であることから、融資拡大にも寄与する(融資需要の発掘チャンスが増え

る)ため、「金融懇談会」を開催し、相互に情報交換を図る。 

②専門家派遣制度の創設（年２回以上） 

専門知識習得のため、税理士や中小企業診断士をはじめとする支援機関と

連携し、事業計画策定についてのノウハウを習得し、経営支援・情報交換の

一助とする。具体的には専門家派遣制度を年２回以上実施し、必要なノウハ

ウを学ぶ機会を設ける。 

 

【目標】 

支援内容 現状（30年度） 31年度 32年度 33年度 

 地域金融機関との

意見交換会 

０ ６ ６ ６ 

専門家派遣回数 ０ 2 2 2 
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２． 経営指導員等の資質向上等に関すること 

(１) 経営指導員等の支援能力の向上の仕組み(有効性) 

① 鹿児島県商工会連合会・中小機構等が実施する研修(税務・財務等の基礎・応

用研修・スーパーバイザー研修・経営指導員応用研修等 各年３回程度)に積極

的に参加することで小規模事業者支援の取組・実践型の支援方法を習得し、支援

能力の向上を目指す。 

経営指導員については、日々の業務で必要となる資格(中小企業診断士・社会

保険労務士・行政書士等)の取得や WEB研修受講により自己研鑽を行う。 

また、一般職員についても、補助対象職員が毎月、商工会内での研修(金融・

税務・労働保険・共済を主軸とする商工会のメイン業務を主とする)を実施し、

スキルアップを図る。 

② 年に 2 回以上、商工会の全職員対象に専門家（税理士・社会保険労務士・中

小企業診断士）を招聘し、資質向上のための講習会を開催し、スキルアップを図

る。専門家の講習会を受講することで、経営指導員に必要不可欠である確定申

告指導・労働保険指導等に必要な専門知識を実務レベルで習得することができ、

様々な経営相談にも対応できる能力を養うのが狙いである。 

【目標】 

 

(２) 支援ノウハウ等を組織内で共有する体制(有効性) 

各担当職員の支援ノウハウはともすれば職員個人のみに蓄積され、人事異動等に

よりそのノウハウは他の職員には引き継がれず失われていた現状があり、その引継

ぎもされていないケースが多いのが課題であった。 

そこで、以下の２つの方策を実施し、その課題克服を図る。 

①職員間の定期的な会議の実施 

 各種研修会に出席した職員が、その支援ノウハウを共有する為、月２回、会議

（ミーティング）を実施し、ともすれば職員個人のみに蓄積されてしまう支援ノウ

ハウを共有する手段を図る。 

②データベース化 

経営指導員等、個々の職員が保有する支援ノウハウ・小規模事業者の経営状況

の分析については、往々にして職員個人にのみ蓄積され、人事異動などによって

担当が代わったらそのノウハウが失われてしまうリスクが常に存在する。 

    そこで、担当経営指導員・経営支援員が事業所ごとにファイルを作成し、指導カ

ルテシステムの有効活用や決算書等のデータを全て一元化し、支援ノウハウの共有

を図る。また、電子データ(ＫＡＬＫＡＮ)の指導カルテシステムについては紙媒体

でいつでも閲覧できるようにファイルに綴り込む。 

 

 

 

支援内容 現状 

（30年度） 

31年度 32年度 33年度 

 商工会職員対象の

講習会 

０ ２ ２ ２ 
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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 

事業の評価および見直しをするためには「PDCAサイクル」による具体的な事業の検

証が必要になるので、以下のような内容を毎年度 1回以上行っていく。  

(１) 本支援事業の評価・見直しをするために、毎年度理事会において評価・見直しを

諮り承認を受ける。商工会の経営に大きく関わる内容については理事会以外の会

議(例：行政の行う会議)でも周知し、評価見直しを行う。 

   効果的な PDCAサイクルを実施することで、全方向での事業評価・見直しが可能

となり、本支援事業の有効性を確認できる。 

(２) 商工会の自己評価についてはエキスパートバンク等の活用により、中小企業診

断士・税理士を中心とする外部有識者に計画の評価・見直しを依頼。毎年度 1回以

上行う。外部有識者による外部評価委員会(外部有識者)の結果については HP等で

必ず公表し、地域に広く周知する。 

   【外部有識者構成メンバー】 

   鹿児島県商工政策課長(1名)、湧水町商工観光課長(1名)、 

   鹿児島銀行栗野支店長(1名)、鹿児島信用金庫栗野支店長(1名)、 

   中小企業診断士(2名)、その他専門家 

  

http://yuusui.kashoren.or.jp/ 

 

http://yuusui.kashoren/
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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                      （平成３０年１０月現在） 

  ○ 組織  

    事務局長１名、広域担当経営指導員１名、経営指導員２名、経営支援員２名、 

     計 6名 

 

   商工会長  

 

   事務局長    経営支援担当 

  

           経営指導員(栗野本所)  

経営指導員(栗野本所） 

経営支援員(栗野本所） 

経営支援員(栗野本所） 

 

 

           伊佐湧水地区広域センター 

           室長 (伊佐市商工会、広域担当経営指導員） 

 

  ○ 実施体制 

    経営支援担当及び伊佐湧水地区広域センターにて実施 

     ・ 経営支援担当４名 

       栗野本所（経営指導員２名、経営支援員２名） 

       吉松支所（上記スタッフが兼務） 

     ・ 広域センター１名 

       伊佐市商工会（広域担当経営指導員１名） 

 

（２）連絡先 

  湧水町商工会 

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

    メールアドレス yuusui-s@kashoren.or.jp 

   ・ 栗野本所  

     〒899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場 300-1 

           TEL0995-74-2200  FAX0995-74-3824 

   ・ 吉松支所 

     〒899-6103 鹿児島県姶良郡湧水町中津川 546-1 

           TEL0995-75-2225 

 
 

http://yuusui.kashoren.or.jp/
mailto:yuusui-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） 
 31年度 

( 31年4 月以降) 
32年度 33年度 

必要な資金の額 3,600 3,600 3,600 

 

Ⅰ 経営発達支援事業 

 

① 地域経済動向調査 

② 経営状況の分析 

③ 事業計画策定支援 

④ 事業計画策定後の支援 

⑤ 需要動向調査 

⑥ 新たな需要開拓事業 

(1) 販路開拓支援 

(2) 新商品開拓支援 

 

Ⅱ 地域経済の活性化取組事業 

 

Ⅲ 支援事業の支援力向上事業 

 

2,600 

 

120 

350 

200 

350 

280 

 

500 

800 

 

800 

 

200 

 

2,600 

 

120 

350 

200 

350 

280 

 

500 

800 

 

800 

 

200 

 

2,600 

 

120 

350 

200 

350 

280 

 

500 

800 

 

800 

 

200 

 

 （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・国補助金・県補助金・町補助金 

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

する事項 
連携する内容 

湧水町の小規模事業者の持続的発展を目指して各関係機関と緊密に連携し、事業所の

販路開拓・新商品開発・創業等を支援する。 
連携者及びその役割 

(平成 30年 10月現在) 

☆ 公益財団法人 鹿児島産業支援センター 鹿児島県よろず支援拠点     

 代表：加藤 剛 

住所：鹿児島市名山町 9-1 県産業会館 1F 

 TEL:099-219-3740 FAX:099-223-7117 

☆ 九州経済産業局 ミラサポ 

 住所：福岡市中央区天神 1-6-8 天神ツインビル 10F 

 TEL:092-406-5617 

☆ 中小機構 南九州事務所 

 代表：山脇 修（九州本部南九州事務所長） 

 住所：鹿児島市東千石町 1-38 商工会議所ビル 6F 

 TEL:099-219-7882  

☆ 鹿児島県商工会連合会 エキスパートバンク事業 

 代表：森 義久 

 住所：鹿児島市名山町 9-1 産業会館 6F 

 TEL:099-226-3773 

☆ 湧水町役場 商工観光課 

 代表：三堂 誠一郎 

 住所：鹿児島県姶良郡湧水町木場 222 

 TEL:0995-74-3111 

☆ 株式会社 日本政策金融公庫 鹿児島支店 

 代表：山田 浩示（国民生活事業統轄） 

 住所：鹿児島市名山町 1-26 

 TEL:099-224-1242 

【地域金融機関】 

☆ 鹿児島銀行㈱ 栗野支店 

 支店長：持田 秀行 

住所：鹿児島県姶良郡湧水町木場 187-2 

TEL:0995-74-2175 

☆ 鹿児島信用金庫 栗野支店 

 支店長：赤崎 亮 

 住所：鹿児島県姶良郡湧水町木場 165 

TEL:0995-74-3125 
 

tel:099-219-3740
tel:092-406-5617
tel:099-219-7882
tel:099-226-3773
tel:0995-74-3111
tel:099-224-1242
tel:0995-74-2175
tel:0995-74-3125
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