
経営発達支援計画の概要 

実施者名 大崎町商工会（法人番号 ５３４０００５００７２８２） 

実施期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

目標 

大崎町は鹿児島県の東南部・大隅半島の東側に位置し、鹿屋市、志布志市、東串良町、

曽於市に隣接している13,186 人(平成30 年８ 月1 日現在)の町である。小規模事業

者の経営環境は厳しくなっており、大崎町商工会では①売上アップ実現のための販売

促進・販路拡大支援、持続発展可能な支援体制の構築②地域活性化に向けての関係機

関との連携強化③地域ブランド特産品の開発製造販売。以上を行い小規模事業者への

継続的支援の実施により地域産業の発展へと繋げていくことを目標とする。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

定期的に発表される各種調査と、独自に作成した経済動向調査シートによる調査を行

い分析することで、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 

経営分析を有効に活用した経営支援に取組むことで経営者に寄り添った支援を目指

す。そして当地域に合った売上拡大、販売促進、販路拡大等のセミナーを通して事業

繁栄に意欲を持つ小規模事業者を多く作り支援していく。 

３．事業計画策定支援に関すること 

地区のセミナーや個別･集団での事業計画策定支援を行い、今後の経営方針、事業戦

略を明確にする。そして事業計画の重要性を理解してもらうことで意識改革とやる気

を高め、持続的発展へとつながる支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

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、包括的支援を小規模事業

者に行い持続的発展を図る。また、各種専門家や大崎町、各関係機関と一体となった

伴走型の細やかな支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

データ情報を活用分析して既存商品の販路拡大や商品開発、新サービスの提 

供、新ターゲットの開拓へと繋げる。また、新商品については試食会、アンケート調

査を行い商品のブラッシュアップを行い売れる商品を作るための支援を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

販売促進・販路拡大の展示会等を通して包括的に支援していき、商品の販売促進・販

路拡大につながる仕組みづくりを目指す。そして、おおさきブランド商品の確立によ

る観光部門での経済活性化に繋げていく。 

連絡先 
大崎町商工会 

☎：099-476-0136 FAX：099-476-1990 
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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 

【第 1期目の取り組みと評価等】 

 第 1期の計画期間においては、①「イベント等を通しての販売促進、販路拡大支援

と持続発展可能な支援策の構築」②「地域活性化に向けての関係機関との連携強化」 

③「地域ブランド特産品の開発製造販売」の３点を行い小規模事業者への継続的な支援

と地域産業の発展に繋げていくことを目標に事業を実施した。いずれの目標においても

評価委員会から高い評価を受けた。特に③については、町の総合計画にも位置づけられ

ており、継続的な実施がより強く望む声が多いため一部改善のうえ継続実施する。 

 

【今回の申請における取組み】 

（１）地域の現状と課題 

大崎町は鹿児島県の東南部・大隅半島の東側に位置し、鹿屋市、志布志市、東串良町、

曽於市に隣接している。東西に約 8km、南北に約 18kmであり南北に長い。県庁所在地の

鹿児島市までは約 70km の距離があるが、平成 27 年 12 月に大崎町に野方インターが開

通となったことで、高速道路を利用すれば１時間 15 分ほどで行けるようになった。ま

た宮崎市から日南海岸を経て大隅半島を横断し、桜島のある鹿児島湾に沿って霧島市ま

でを結ぶ南九州の大動脈のひとつである国道 220号線が通っているためこの幹線道路の

交通量は多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口は昭和 30年の 2万 4千人をピークに年々減少しており、平成の大合併の際にも合

併をせず単独を選択した町であり、現在 13,186人(平成 30年 8月 1日現在)である。産

業は農林水産業が盛んであり、一次産業就業者数が３割にのぼる。特にマンゴーやちり

めん、加工うなぎは有数の生産地として広く認知されている。大崎町は環境リサイクル

事業に力を入れて取り組んでおり、環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」によると平

成 19 年から 29 年まで 11 年連続リサイクル率日本一になっている。その他にも近年ス

ポーツ大会の誘致に力を入れており、ビーチバレー大会やドッヂボール大会など全国規

模の大会を開催しており期間中は飲食業や宿泊業は一定の経済効果をもたらしており、

今後もイベント等を通して交流人口の増加が大崎町の活性化につながると考えられる。 
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（２）町の小規模事業者の現状と課題 

地域の小規模事業者については、平成 19年と平成 30年の実態調査を比較すると、商

工業者数 82 減・小規模事業者数 59 減・商工会員数 46 減となっている。大崎町には鹿

児島県でも有数の優良企業があり町内の雇用人員確保に一役買っている一方で、小規模

事業者は人口減少による売上不振、事業者数の減少、経営者の高齢化等による廃業の危

機など経営環境は厳しい。商工会員の業種別内訳を見てみると小売業が 12年間で約 20％

減となるなど地元商店の減少が大きな問題となっている。平成 27 年度「鹿児島県消費

者購買動向調査報告書」では大崎町民の 67％が地元商店で最寄り品を購入しているとい

う結果をみても今後地元商店の減少が買い物弱者の発生につながるのではないかと懸

念される。また、地域の小規模事業者の減少は地域衰退を招く要因でもあるため、小規

模事業者の持続的発展 こそが当地域がこれから活性化していくために必要不可欠であ

り、その支援体制の構築をどのように行っていくのかが課題である。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方」 

①10 年程度の期間を見据えて 

 地域の人口減少、高齢化に伴う事業所の減少及び売上不振に対応し、いかに小規模事

業者が持続的に発展するかについての振興のあり方についていかに記載する。 

ア.地域の催しを積極的に工夫・活用する事で小規模事業者の発展に繋げる。 

イ.組織内外の繋がりを強化することで地域発展の寄与への体制を盤石にする。 

ウ.各団体と連携を行いながら地域を代表する特産品を生み出す。 

②町の総合計画との整合性 

 平成 28年度から平成 32年度までを計画期間とする大崎町総合計画（後期）で上げて

いる 6 つの目標の中の一つである、「誰もがいきいきと働く、活力ある産業づくり」の

中で言及されている商業の振興の中で基本的方向として「多様化する消費者ニーズや経

済社会の情勢を踏まえながら、魅力ある商業空間づくりを推進するとともに、地域産物

を生かした商品開発やブランドづくりに取り組みます」と示されている。この基本的方

向は①で掲げた、地域小規模事業者の低迷による地域衰退をいかに活性化するかという

点と合致しており、町の計画とも高い整合性を有する。 

③商工会としての役割 

 商工会員は平成 25年 4月に 285であったが平成 30年 4月現在では 286であり、廃業
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等による脱退者よりも加入者が増えている傾向にはあるが、商工会員の中にも事業主の

高齢化や後継者不足を抱える事業者がいるため、今後予想される後継者不足による小規

模事業者（商工会員）の減少と売上不振による廃業の 2点は特に大きな課題である。そ

の反面、小規模持続化補助金を活用して、事業の売上を伸ばし経営の安定化を目指す小

規模事業者が多数あり、今後の申請についても意欲的な事業所が尽きないことは事業者

のやる気にもつながり非常に大きな効果があったと言える。これからも小規模事業者の

事業発展につながるきめ細やかな支援を行うことが商工会にとって大きな責務である。

そして、商工会だけでなく、大崎町や地元企業、地域金融機関等と連携を取りながら包

括的に事業に取り組むことが大崎町の活性化、小規模事業者の増加へとつなげていくこ

とが必要でありこれからの課題・役割として挙げられる。 

 

「経営発達支援事業の目標及び達成の方針」 

Ⅰ.「イベント等を通しての販売促進、販路拡大支援と持続発展可能な支援策の構築」 

（継続） 

当商工会では、町と連携し縮小しつつある当地域への地域活性化事業として平成 24 

年 10月より毎月第 2日曜日に「おおさきチャレンジ朝市」(軽トラック市)を開始し 

た。平均 1000人を超える来場者と平均 40店舗ほどの出店がある。これまで 35回開 

催しており、大崎町の一大行事として定着しつつあるが、大崎町の一大行事として定 

着させていくためには新規出店者の掘り起こしが課題である。まずは、この課題を解 

決すべく、当地域の小規模事業者で販売促進や販路の拡大の機会を目指している事業 

者やその機会を失っている事業者を対象に支援していきたい。支援する中で販売促 

進・販路拡大の場として、まずは朝市に出店してもらいその機会を提供していく。 

朝市を最初の販売促進・販路拡大のステップの場として出店してもらうことで第一 

段階の目標とする。それと並行して、対象事業所の販売商品のブラッシュアップを 

行い「売れる商品」を目指していく。さらに安定した経営ができるように商工会独 

自で支援策をまとめ、それに基づいて持続的発展可能な継続支援を第二段階の目標 

とする。 

大崎町の朝市が、出店者にとっても魅力のある行事と認識してもらうことができ 

れば、朝市はこれまで以上の盛り上がりが期待できる。さらに「おおさきチャレン 

ジ朝市」が大崎町の名物行事として町外や県の多くの方々にアピールできることで 

来場者も増えるであろう。その結果、販売促進・販路拡大の支援と朝市による当地 

域活性化の相乗効果の期待が持てる。 
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※写真：〈おおさきチャレンジ朝市〉 

 

 

Ⅱ.地域活性化に向けての関係機関との連携強化」（継続） 

 

当地域活性化に向けて当商工会が主体となり、大崎町の農林水産業、商工業、観光 

等に係る関係機関と連携して「大崎町活性化推進協議会」を立ち上げることが出来た。

今回は当該協議会について、継続的な運用による地域発展の寄与への継続を目的とす

る。参加構成団体としては、そお鹿児島農業協同組合、㈱鹿児島鰻、㈱ジャパンファー

ム、冨士屋製菓㈲、大崎町観光協会などである。組織の目的としては都度開催する中で

それぞれの団体の現状や直面している問題などの議論を行い情報共有することで、あら

ゆる関係機関との連携を通して包括的支援を行い当地域活性化協議会が新たな産業や

雇用機会の拡大などを創出し、大崎町の持続的発展へとつながることを継続的に目標と

する。 

 

Ⅲ.「地域ブランド特産品の開発製造販売」を行い小規模事業者への継続的な支援と 

地域産業の発展に繋げていくことを目標とする。（改善・継続） 

 

当地域の推進している地域資源、特性を生かした大崎町ならではの特産品となりう

る地域ブランド商品の確立を目指す。大崎町や大崎町活性化推進協議会に参加する各

関係機関と連携を図り、大崎町の地域ブランド開発を進めていきたい。そして、販売

会や販路開拓を通してブランド力向上を図り、最終的には観光客のお土産品を目指す。 

 

以上を目標とし１期目の計画も踏まえ達成に向けた方針を以下に示す。 

 

１．地域の経済動向調査に関すること 

定期的に発表される各種調査と、独自に作成した経済動向調査シートによる調査を行
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い分析することで、実態に即した有益な情報として活用されるデータの提供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 継続 

経営分析を有効に活用した経営支援に取組むことで経営者に寄り添った支援を目指

す。そして当地域に合った売上拡大、販売促進、販路拡大等のセミナーを通して事業繁

栄に意欲を持つ小規模事業者を多く作り支援していく。継続 

３．事業計画策定支援に関すること 継続 

地区のセミナーや個別･集団での事業計画策定支援を行い、今後の経営方針、事業戦

略を明確にする。そして事業計画の重要性を理解してもらうことで意識改革とやる気を

高め、持続的発展へとつながる支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

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、包括的支援を小規模事業

者に行い持続的発展を図る。また、各種専門家や大崎町、各関係機関と一体となった伴

走型の細やかな支援を行う。継続 

５．需要動向調査に関すること 

データ情報を活用分析して既存商品の販路拡大や商品開発、新サービスの提供、新タ

ーゲットの開拓へと繋げる。また、新商品については試食会、アンケート調査を行い商

品のブラッシュアップを行い売れる商品を作るための支援を行う。継続 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

販売促進・販路拡大の展示会等を通して包括的に支援していき、商品の販売促進・販

路拡大につながる仕組みづくりを目指す。そして、おおさきブランド商品の確立による

観光部門での経済活性化に繋げていく。一部改善に伴う変更・継続 
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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 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】 

【第 1期における取組と評価等】 

 地域の経済動向においては、管内の小規模事業者 442名を対象に経済動向アンケート

を実施し、20％前後（29 年度については 23％）の回答を受けた。調査項目については

景況観・経営上の問題点・事業承継の検討状況・事業計画策定の有無・販売促進への取

り組み等。また、業種別景況調査を行い年 4 回 15 事業所の景況調査を実施した（全国

連の中小企業景況調査事業）。その他についても、広域指導センターへの「管内業況報

告」において、業況調査を実施する事が出来た。以上の結果により評価委員会からの評

価も高く、継続及び積極的な活用を要望されている。種々の情報について、地域の小規

模事業者の経営向上のための支援策に活用していく。 

 

【今後の申請における取組の方向性】 

  第 1期同様に当地域の交流人口、業績動向の実態を把握した上で職員間の情報共有

を図り、事業者への公表を行っていく。情報共有、公表に関しても、前回アプローチ

出来ていない事業者からの相談、訪問の際に積極的に活用するなど、活用の幅を広げ

ていく。 

 

【情報収集と整理、分析の項目と手段】 

 ①各調査結果を利用した動向調査と分析 

 

   項目: ❶業種別景況調査 

❷交流人口調査 

 

   手段：❶業種別景況調査について 

・全国商工会連合会が行う「小規模企業景気動向調査」 

・中小企業基盤整備機構が行う「中小企業景況調査」 

・地域金融機関が行った調査・報告書    

定期的に発行される上記の調査誌、レポート報告書の活用により「現在 

の業況・懸念される事項・今後の見通し」について情報を収集し業種別 

景気動向を調査する。  …［既存事業］継続 

       

 

      ❷交流人口調査について 

      REASAS（まち･ひと･しごと創生本部が提供する地域経済分析システム）を 

利用し地域内滞在人口推移の項目について調査を行い消費動向の分析を 
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行う。…[既存事業 ] 継続  

※交流人口動向は、飲食・宿泊・小売業にとっては特に重要な調査であり大崎町の 

活性化(持続的発展)のためには交流人口の増加は欠かせない。交流人口動向の推 

移を把握することで現状と先を見据えた効果的な支援を可能にする。 

 
       

②巡回･窓口指導等における動向調査と分析 
 

   項目：大崎町内小規模事業者の業況調査  

   手段：代表者や従業員からの巡回・窓口指導等での聞き取りを実施する際に、 

(※)経済動向調査シートを新たに作成し、町内小規模事業者の「売上高・ 

客数・客単価・資金繰り・業況・見通し・問題点」の項目について情報 

を収集し大崎町内の小規模事業者の業績動向を調査する。 

…[既存事業] 継続 
 

◇調査回数：年２回（50事業者：「製造業」「卸売･小売業」 

「飲食サービス業」「農業･漁業」を 10事業所ずつ）   

◇調査事業所：指導員一人25件(指導員2人×25件＝50件は小規 模事業者数の10％) 

    ◇調査方法：巡回による聞き取り調査 

 (※)調査シートは「売上高・客数・客単価・資金繰り・業況・見通し・問題点」 

      を中心項目として小規模事業者から現況の聞き取りを行い各業種の業績動向の 

把握と個別支援に役立てていく。 

       

       
          

【情報の活用方法】 

① 地域経済動向をさらに詳細に分析するために経済動向調査シートをもとに(※)商

工会連合会小規模事業者支援システム・基幹システムへデータの入力を行い、

職員間同士での情報共有を図り、巡回時や各種事業計画策定支援時等に職員が

適切な支援が行える参考資料として活用していける体制を構築する。 

[既存事業] 継続 

(※)大崎町内の小規模事業者(会員・非会員 )の事業所の各種データ・巡回窓口等の日時･ 

相談内容等が入力できるシステム。入力することで事業所のデータの蓄積が図れ、支 

援していく際の実績資料として活用できる。 

 

②収集したデータを業種ごとにまとめ、その都度、大崎町商工会ホームページで公

開（業種別景況調査は４半期ごと、交流人口調査は年 1回、経済動向分析{業種別景況調

査･交流人口調査･業績動向調査の全データを活用}は年２回）し、町内の小規模事業者

がいつでも情報を入手できるようにする。[既存事業] 改善・継続 

（大崎町商工会アドレスhttp://oosaki.kashoren.or.jp/） 

 

 

http://oosaki.kashoren.or.jp/
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【目標】 

地域の経済動向調査は前回同様経営発達支援事業を継続して行っていく上で事業者の

経営方針・戦略策定の基礎となるデータであると考えられ、上述した各種調査情報 

はもちろんであるが、巡回による聞き取りで独自の経済動向調査シートに基づき調査 

を行い全データを総合的に分析することで、業種ごとにより実態に即した有益な情報 

として小規模事業者経営相談時に活用されるデータとなることを目標としながらも、  

加えて、示すことが出来るデータについては積極的に開示するなど、直接的に事業者

の利益になるような活用方法を志向する。 

 

 

２. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
【第 1期における取組と評価等】 

 1 期目については専門家との連携及びテーマ別セミナーの実施を行なった。テーマに

ついては IT・会計等の経営状況に関して等の、自社の経営状況の把握に直接役立つテー

マを選定。また、日本政策金融公庫のマル経資金、県制度資金の融資あっせん及び持続

化補助金、経営革新計画作成支援の際に、財務状況の分析を行った。評価委員会からの

評価も高く、継続を望まれている。 

（29 年度については、マル経資金 13 件、県制度資金 4 件のあっせん。持続化補助金に

ついては採択 7件、経営革新計画については承認 2件） 

 

【今後の申請における取組の方向性】 

 1期目と同様に、売上拡大、資金繰り（補助金活用）、経営改善の３つを中心とした、

販売促進・販路拡大・商品開発・資金繰り・経営改善に関する支援について、日本政

策金融公庫や金融機関・専門家等との連携を図りながらも、それらに繋がる効果的な

個々の経営状況の把握・改善を行っていく。 

（事業内容） 

①事業者への巡回等を通じて経営分析支援を行う。特に、本支援事業において販売 

促進・販路拡大支援対象の中心となりうる「製造業」「卸売･小売業」「飲食 サー 

ビス業」「農業･漁業」の事業者に対しては今後の販売促進や販路拡大、新商品開 

発等につなげていくための事業所経営の現況を知ってもらうための重要な機会だ 

と位置づける。経営状況の分析方法としては、流動比率・自己資本比率・総資本 

回転率売上高総利益率・損益分岐点・労働分配率等の経営分析を行うと同時に、 

事業所の抱えている問題点･悩みを聞き、現段階での課題と解決にむけての支援を 

実施内容 
30 年度

見込 
31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

業種別景況調査公表回数 4 4 4 4 4 4 

交流人口調査公表回数 1 1 1 1 1 1 
業績動向調査件数〈経済動向調査シート活用〉 
(指導員一人あたり) 

50 
（25） 

50 
（25） 

50 
（25） 

50 
（25） 

50 
（25） 

50 
(25) 

経済動向分析公表回数 2 2 2 2 2 2 
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行っていくが、単にアドバイスをして終了ではなく、経営者と一緒になって問題 

点の解決、今後の経営目標を立て、伴走型支援を目指す。  …［既存事業］継続 

 

 

 ②巡回指導や窓口相談を通して、より専門的な課題を抱える事業者がいた場合、専門 

家を利用することで連携を取りながら支援を行っていく。専門家としては鹿児島 

県よろず支援拠点、エキスパートバンク事業での専門家の派遣を積極的に活用し 

ていきたいと考えている。また、売上拡大というのは当地域の小規模事業者にと 

って大きな課題であるので、従来までの講習会とは違う、業種ごとに参加者を絞 

り売上拡大、販売促進、販路開拓、新商品開発の講習会を実施していくことで、 

より多くの事業者の方のモチベーションの向上を図りたい。 …[既存事業] 継続 

 

 

 ③現在、当商工会は 16件の記帳代行を行っているがこれまでは入力することが一 

つの終着点となってしまい、経営状況・資金繰り等に関しての支援が全く出来てい 

ない状況である。これからはより緻密な経営状況の分析や資金繰り状況、キャッ 

シュフローの計算など提案型の伴走型支援が求められている。従来よりも先に進 

んだ支援を行っていくことで事業者のより持続的安定経営を一緒に目指してい 

きたい。そして、この支援を他の事業者へ推進していくことで多くの事業所が当 

商工会の記帳代行を利用してもらえるような記帳代行利用者の満足度の高い信 

頼される商工会を目指す。…[既存事業] 継続 

 

 

【目標】 

これまでより緻密な経営分析を行い、事業所の経営の現況を知ってもらった上で、 

事業所の抱える問題点、経営者の悩みなどを把握し、経営者と一緒になって解決を 

図るための支援を行っていく。その際、経営者のこれまでの考え・知恵は大きな財 

産であるから十分に尊重した上で目標、解決に向けた提案を行う。問題点が専門的 

分野であるときは専門家等と連携を取りながら支援を実施する。これからは今まで 

取り組めていなかった経営分析を有効に活用した経営支援を商工会として取り組み、 

そして、当地域に合った売上拡大、販売促進、販路拡大等のセミナーを通して、商 

工会が事業繁栄に意欲を持った小規模事業者を一人でも多く作り支援するきっか 

けとなれることを目標とする。 

また、1 期目と同様の目標に加え、今回把握した事業者が必要としている情報を踏ま

え、より効果的な分析及びそれを活用した支援を行なっていく。 

 下記成果の活用方法として、個別・集団での支援を通して、小規模事業者それぞれ

にあった効果的な支援の実施のためのノウハウを蓄積し、今後の支援に活かしていく。 
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〈数字根拠〉 

※巡回件数：指導員 500回×2 名で算出。実のある巡回を常に目指す。 

※これまで当 HP等で公募し、経営者向けのセミナーを実施してきた。今後も引き続き売上拡大・

販売促進・販路開拓などテーマを絞って実施し、参加者にとってモチベーションの上がるセミ

ナーを目指していく。 

※ただ入力して終わりだけではなく、入力後の支援に重きを置いて支援を行う。毎年度純増を目

標に掲げ、利用者に満足してもらえる記帳代行支援にしていく。 

※経営分析は支援計画初年度、記帳代行利用者全事業者を対象に行っていく。こちらが作成し 

た経営分析シートをもとに代行利用者に詳細に経営状況、資金繰り状況を把握してもらい、 

共に問題解決を図り経営目標を定めることで幅広い経営向上に向けた支援が可能となる。 

 

３. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
【第 1期における取組と評価等】 

     1期目においては、事業計画セミナー及び個別指導等を行った。テーマについ

ては、ビジネスプランの作成や事業計画・会計の活用法等。また、29年度につい

ては、持続化補助金申請については 21 件、経営革新申請については 3 件、マル

経資金にあたっては 2件の事業計画書の作成支援を行なった。その他としても、

県制度融資に伴う開業計画書について 3件の支援を行なった。持続化補助金等の

周知徹底等の取り組みもあり、目標を上回る支援を行なう事が出来た。以上の結

果より評価委員会からの評価も高く、目標達成に向けて次年度以降も積極的に取

り組む。 

【今後の申請における取組の方向性】 

    1 期目同様に、補助金申請のための事業計画策定に留まらず、また、明確なビ

ジョンを持った事業計画の策定を志向する。加えて創業・第二創業についても提

案型の支援を志向し、積極的な働きかけを行っていく。 

 

（事業内容） 

事業計画を作成することにより経営計画策定への意識啓蒙を図り、事業計画策定 

の必要性を理解してもらい、策定手法を学ぶ講習会を開催する。また、各支援機関 

（日本政策金融公庫・よろず支援拠点等）との連携や専門家派遣制度による指導 

も活用して提案型の支援かつ伴走型支援を行い、小規模事業者の持続的発展可能な 

事業計画策定支援を実施する。 

 

支援内容 30 年度見込 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

巡回訪問回数 1,000 1,020 1,020 1,040 1,040 1,050 

ｾﾐﾅｰ開催回数

（参加者数） 

3 

(30) 

3 

(30) 

3 

(30) 

4 

(40) 

4 

(40) 

5 

(50) 

記帳代行件数 16 16 17 20 22 23 

経営分析件数 30 30 30 30 30 30 
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【支援対象と手段】 

 

①事業計画策定や経営革新の承認を目指す講習会の開催による小規模事業者の 

掘り起こしを行い、事業計画の必要性を理解してもらう。 

事業計画策定を目指す小規模事業者を増やすことで事業の健全化に向けた経 

営発達可能な小規模事業者の増加が見込める。…[既存事業] 継続 

 

 

②巡回訪問・窓口相談時に、当地域の業種ごとの小規模事業者の経済動向調査 

によるデータの活用と SWOT分析等の経営戦略を取り入れ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。また、小規模事業者が新しい取り組み 

を行う意思がある場合には経営革新の説明を行い、事業計画の骨子に経営革 

新を組み込むことで包括的な事業計画策定支援を行う。 

…[既存事業] 継続 

 

 

  ③金融相談時や各種補助金申請時に事業計画策定が事業の持続的発展には必要 

不可欠であるということを理解してもらい伴走型の事業計画策定支援を行う。 

…[既存事業] 継続 

 

 

  ④上記①～③の段階で、事業承継計画策定が必要であると思われる事業所に対し 

ては事業承継計画策定の支援も並行して行う。…[既存事業] 継続 拡充 

 

⑤特に専門的知識の必要だと思われる案件については専門家派遣を利用し、事業 

計画策定を支援する。[既存事業] 継続 

 

 

  ⑥事業の売上拡大、販売促進、販路拡大などを目指す事業者に対する資金調達に 

ついては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資金制度」 

の活用を推進していく。[既存事業] 継続 

 

 

  ⑦創業希望者の掘り起こしと創業に関する知識の習得と創業事業計画策定支援 

を目的とした創業スクールを(※)大崎町と連携して開催する。…［既存事業］継続 

  (※)大崎町では当地域での創業者が多く出てきてほしいという主旨で、産業競争力強化法 

における市区町村「創業支援事業計画」の第 7回認定を受けた。(H28.1.13 認定)これ 

は創業希望者に対して、商工会・金融機関・産業支援機関・大学・経済団体がそれぞ 

れの役割を果たし創業者を支援していこうとするものである。 
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  ⑧経営革新承認を目指す小規模事業者に対して(※)広域指導センターや鹿児島県商 

工会連合会と連携して経営革新シンポジウムを実施する。また、個別・集団で 

の講師を招き事業計画策定支援の講習会を実施して事業計画策定に取り組む。 

その際には、経営指導員が専門家と連携を深めることで、自己のスキルアップ 

にも繋げ、小規模事業者支援に役立てていく。[既存事業] 継続 

(※)地区担当経営指導員とは別に国の小規模企業政策に対応し、新たなニーズとして創業･ 

経営革新、農商工連携、地域資源活用等の専門的支援業務を行い小規模事業者へのサー 

ビス向上組織運営の効率化を図る広域事業支援を目的として配置された広域経営指導 

員のこと。大崎町商工会の曽於地区ブロック(曽於･志布志･大崎の 3商工会)には２名の 

広域経営指導員がいる。 

 

 

 

【目標】   

 

〈数字根拠〉 

※講習会 1回の参加者は 40 名（※会員･非会員問わず小規模事業者数の 10％）を目標とした。 

※事業計画策定事業者数は講習会等を通して事業計画策定事業者の掘り起こしを行う。 

 

 小規模事業者に対して事業計画策定支援を行い、より具体的に今後の経営方針、 

事業戦略を明確にすることで事業計画の重要性を理解してもらい小規模事業者の 

意識改革とやる気も高めていく。そして、講習会等を通して小規模事業者が事業計 

画策定のノウハウを習得し、事業所の持続的発展へとつながる支援を目標とする。 

 

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

  1 期目においては、直近に関して、持続化補助金の採択が 7 件、経営革新計画の承

認が 2件、創業融資あっせんが 3件、マル経利用が 12 件の実績を残すことが出来た。

事業計画後のフォローアップ者数に関しても目標を達成する事が出来たが、売上高や

粗利益率の数値的な計数把握が不十分であった。今後は計数把握に関しても充実さ

支援内容 
30 年度

見込 
31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業者の掘り起こし数 10 10 12 12 13 13 

※事業計画策定講習会回数 

(参加者数)  

1 

(40) 

2 

(80) 

2 

(80) 

2 

(80) 

2 

(80) 

2 

(80) 

※事業計画策定事業者数 

(指導員一人あたり) 

24 

（12） 

24 

(12) 

24 

(12) 

24 

(12) 

24 

(12) 

24 

(12) 

事業承継計画策定事業者数 1 1 2 2 2 2 

経営革新計画策定事業者数 2 2 2 2 2 2 
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せ、支援の幅を広げていく。評価委員会からも実施支援に対する評価は高かった。内

部的には上記のように、計数把握を徹底しながら実施することを意識したい。 

 【今後の申請における取組の方向性】 

1 期目と同様に、定期的なフォローアップ体制を拡充させながら、職員間での支援

状況の共有の拡充を図っていく。加えて、計数的な部分に関して充分に留意しながら

支援を行なう。 

 

（事業内容） 

  各種事業計画策定後の定期的な進捗状況の確認を巡回訪問等で行い、必要に応じた 

指導を実施する。特に専門的分野に関しては専門家派遣の利用、広域指導センター 

や各支援機構、金融機関等とも連携をはかり事業計画が実現できるように多面的に 

支援実施する。さらに、職員間での事業計画策定後のフォローアップ状況の情報共 

有により小規模事業者支援がどの職員でも対応可能な体制構築を行う。 

 

【指導内容と頻度】 

  ①事業計画策定後、進捗状況把握のために３か月に１回、定期巡回を行う。その際、

進捗状況だけでなく、当初の事業計画との差異の確認とその原因の把握、計画 

修正の必要性などの指導・助言を行うことで行い万全のフォローアップができ 

る伴走型支援ができるように努める。…[既存事業] 継続 

 

 

  ②事業計画策定後、上記①を実施した上で専門的分野に関しては連携機関による 

専門家派遣事業を活用して事業計画の実行支援を行う。…[既存事業] 継続 

 

 

  ③事業計画実施支援では、フォローアップした小規模事業者についての情報は 

(※)カルテ記入後、職員間で共用サーバーにて情報共有することでどの職員が対応し 

ても効果的な伴走型支援ができるようにする。また１か月に１回、経営指導員 

は共用サーバーの情報を活用して具体的なフォローの方法や支援策について 

の会議を設けることで内容確認の把握と適切な支援体制構築に努める。 

…[既存事業] 継続 

 

 (※)小規模事業者(会員･非会員)への指導への指導内容が入力できる。 

項目としては〈指導区分・指導事項・指導内容・課題・景況感など〉フォローアップし 

た事業者の情報を入力する。カルテは全職員閲覧可能であるため情報共有できる。 

 

     

  ④事業計画を実施するために、資金調達が必要となった場合には、日本政策金融 

公庫の融資制度を活用していく。特に「小規模事業者経営発達支援融資制度」 

に関しては持続発展可能な事業所の取組を行う小規模事業者のための融資制 

度であるので積極的に利用推進を行う。また、融資前後の事業計画作成と書類 
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記入の支援の実施、借入後は返済状況と、事業計画の進捗状況、当初事業計画 

との差異の確認等の把握をするためフォローアップを行い事業計画実現を目 

指す。…[既存事業] 継続 

 

 

  ⑤事業計画策定後の実施支援をするにあたり小規模事業者支援のために必要で 

ある、ものづくり補助金や小規模持続化補助金等、各種補助金申請も推進し、 

申請書作成支援を行う。採択後のフォローアップも３か月に１回行い、事業進 

捗状況を把握し、より効果的な指導・助言を行っていく。…[既存事業] 継続 

 

 

  ⑥事業計画策定後の実施支援の中で、新規創業・第二創業、事業承継への取り組 

みが必要となった際には、産業競争力強化法に基づく事業計画実現のために大 

崎町と連携してハンズオン支援を行う。このことが、小規模事業者の安定した 

経営と、事業承継による事業所の存続が地域の活性化に繋がっていく。 

事業承継に関しては、中小企業基盤整備機構が主催している(※)バトンタッチセ 

ミナーへ積極的に参加してもらうことで事業承継後の安定した経営に繋げて 

いく。そして、大崎町や他の連携機関との情報共有を密にし、小規模事業者に 

対していつでも万全なフォローアップができる体制を構築しておく。 
…[既存事業] 継続 

(※)鹿児島県と中小企業基盤整備機構九州本部が中心となり行うセミナー。経営者や 

後継者等を対象に事業承継の意義や事業承継計画の作り方などを知ってもらい広く 

事業承継が進められるように行われている。 

 

    

 

 

【目標】 

支援内容 
30 年度

見込 
31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

※事業計画策定者数 

(指導員一人あたり) 
24 
(12) 

24 
(12) 

24 
(12) 

24 
(12) 

24 
(12) 

24 
(12) 

事業計画策定フォローアップ回数 

（指導員一人あたり） 

96 

（48） 
96 

（48） 
96 

（48） 
96 

（48） 
96 

（48） 
96 

（48） 

※専門家派遣回数 8 8 8 8 10 10 

事業承継計画策定者数 1 1 2 2 2 2 

事業承継計画策定 4 4 8 8 8 8 

経営革新計画策定者数 2 2 2 2 2 2 

経営革新計画策定 8 8 8 8 8 8 
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〈数字根拠〉 

※フォローアップ者数は事業計画策定事業者全てを対象としている。また３か月に１回の頻度 

でフォローアップを実施する。（事業承継支援者についても同等の頻度） 

※専門家派遣は鹿児島県商工会連合会の専門家派遣事業であるエキスパートバンク事業と 

「ミラサポ」を利用した専門家派遣が含まれている。 

 

・事業計画策定後の実施支援のために定期的にフォローアップできる体制作りを 

職員間で構築していくことで包括的支援による小規模事業者の持続的発展を図る。 

・専門的な事項に関しては専門家を活用することでより効果的な事業実施支援が行 

えるようになる。また、大崎町や各関係機関との情報共有を図り、創業スクール 

や事業承継セミナーに参加して多様なノウハウを学び創業・事業承継が不安なく 

できるように伴走型の細やかな支援を目標とする。 

 

 

５. 需要動向調査に関すること【指針③】 
【第 1期における取組と評価等】 

  第 1期においては、支援を行なった事業所に対しては支援を尽くすことが出来たと

考えられるが、前年度実績で支援事業者数が目標に対して 6割弱程度しか達成できな

かった。今後は、各種データ等も情報提供を行いながら、情報の充実に加えてふるさ

と納税返礼商品に参加している事業所等もあり、支援事業者の数を増やしていく。評

価委員会からの評価については高く、1 期目の評価を踏まえながらも、不足していた

部分に関して徹底し、継続していきたい。 

 

【今後の申請における取組の方向性】 

 前回と同様に、需要動向を調査した情報を周知していく。限定的な調査となっている

ため、小規模事業者への支援に生かせていないという部分に関して是正し、活用できる

ような形を志向する。という 2点をメインに、支援事業所の数を増やしていく方向性を

意識し実施していく。 

 

（事業内容） 

  事業計画策定支援を行うにあたり、現在、発行されている需要動向の参考となる 

 データ情報を活用、また、他の関係機関などからの情報を得ることで、現在のト 

 レンド情報、需要動向の調査分析を行っていく。そして調査分析したデータを基 

に事業所の既存商品の販路拡大や商品開発、新サービスの提供、新ターゲット 

の開拓へと繋げる。また、新商品開発をした商品については「試食会」・アンケート

調査を行い、商品のブラッシュアップを図り今後に活かしていく。 

調査分析したデータに関しては職員間で情報共有することで巡回・窓口相談の際 

の指導・助言に活かす。 

 

【情報の収集と整理：項目と手段】 

  項目：①対象業種の需要動向と消費者購買動向 
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     ②トレンド調査、新商品情報、新サービス 

     ③小規模事業者の提供する製品・商品・サービスの動向 

     ④新商品「試食会」・アンケート調査 

 

  手段：①対象業種の需要動向と消費者購買動向について 

内閣府発行の「消費動向調査」、総務省統計局の「家計調査」、日本政策 

金融公庫の「中小企業の経営等に関する調査」、鹿児島県の「消費者購買 

動向調査」等を活用して情報の収集を行い需要動向と消費者購買動向に 

ついて調査・分析を行い小規模事業者の相談に応じた情報提供を行う。 

…[既存事業]継続 

 

 

     ②トレンド調査、新商品情報、新サービスについて    

      各新聞や雑誌、経済レポート、マスメディア等を含めた情報を収集し、 

２か月に１回情報共有する時間を設けることでトレンド、新商品、新サ 

ービスについて調査することで小規模事業者への情報提供資料として 

活用する。…[既存事業]継続 

 

 

     ③小規模事業者の提供する製品・商品・サービスの動向について 

      事業計画策定をした小規模事業者の既存商品や新商品、新サービス行おう

とする際に小規模事業者に①②の結果で得られた情報と、家計調査年報

(総務省)と商業統計表(経済産業省)を利用して 

❶１年間の対象商品・新商品の商圏内潜在購買力の金額 

❷商圏内の対象商品の販売シェア 

❸特定地域における消費者の潜在的な購買力 

以上の３項目を中心に市場調査することにより既存製品・商品・サービス 

の動向を分析、予測する。…[既存事業]継続 

 

     ④新商品「試食会」・アンケート調査について 

開発を行った試作品については、毎月第２日曜日に行っている「お 

おさきチャレンジ朝市」加えて会場内にて試食・※アンケート調査を行い、

老若男女からの声を集め、今後の商品のブラッシュアップや顧客ターゲッ

トの絞り込みなどの販売戦略を立てる参考資料として活用していく。 

    ※アンケートの調査項目（サンプル数は５０名を想定） 

    ◆性別 ◆年齢 ◆住所 ◆試食した商品の(味、価格、包装、目新しさ)  

    ◆(味、価格、包装、目新しさ)への回答理由 ◆売れるための改善･要望点  

   以上の調査結果をもとに商品のブラッシュアップを進め、売れる商品を目指す。 

…[既存事業]継続  
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【情報の活用方法】 

①情報というのは小規模事業者にとって今後の商品販売にとっては非常に重要 

で、現在販売している商品やサービスがヒット商品となりうるのか、また流行 

に逆行するようなサービスを行っていないかの判断材料の資料として需要動 

向分析を行う。得られた情報は窓口相談や巡回訪問の際に小規模事業者へ情報 

を提供することで、事業者にとって今後の事業計画策定・実施するうえでの有 

益な情報となるように周知し販売促進、販路開拓に繋げていく。…[既存事業] 

継続 

   

②得られた需要動向の情報は常に職員間で情報共有できるようにしておくだけ 

でなく、当該小規模事業者へ経営指導員が適宜情報提供を行い、効果的な支援へ

と役立てる。…[既存事業] 継続 

 

  ③経営計画策定の中で、新商品開発や新サービスの提供、既存商品のブラッシュ 

   アップなどを考えている小規模事業者に対しては、そこまでのアプローチの手 

法を学んでもらうためにその分野に精通した専門家を利用して個別・集団での 

講習会等を開催して、事業計画遂行の一助となるように支援をしていく。 

…[既存事業] 継続 

   

 

 

【目標】  

支援内容 

現状 

(30年度

見込) 

31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

※需要動向調査回数 4 4 4 4 4 4 

※製品・商品、サービス動向分析 10 10 10 10 10 10 

※新商品「試食・アンケート」調査

対象事業者数 
3 5 5 6 6 6 

※講習会開催 

（参加事業者） 

1 

(20) 

1 

(20) 

1 

(20) 

1 

(20) 

1 

(20) 

1 

（20） 

〈数字根拠〉 

※需要動向調査は四半期ごとに実施する。 

※職員情報共有会議は 2か月に 1回実施する。 

※製品・商品、サービス動向分析の数値は事業者数 

（10社については管内小規模事業者から募集を行い、商工会が選定を行う。） 

※新商品「試食・アンケート」調査の数値は事業者数。 

調査の対象としては管内小規模事業者（特に地域ブランド特産品開発を目指す事業者） 

から募集を行い、商工会が選定を行う。 

※講習会開催は参加者数(会員･非会員問わず)に応じて個別・集団で行うかを判断する。 
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６. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 
【第 1期における取組と評価等】 

開催件数については目標達成する事が出来た（前年度実績）。今後は、出店業者の売

上に繋がるような支援も行っていきたい。また、大崎町はふるさと納税に積極的に取り

組んでおり、返礼商品を扱う小規模事業者も多くいる状況にある。各種情報を提供をし

て販路開拓支援を継続していきたい。評価委員会からは高い評価を受けた。IT関連の活

用に関して拡充の希望があったため、改善を行いながら継続していく。 

【今後の申請における取組の方向性】 
 第 1期と同様に、当地域でしか販売されていない眠っている宝を広く流通させ
ていくことを志向していく。具体的には、反省点を踏まえながら上記１～５の事
業を実施し販売促進・販路拡大を目指している事業者の支援を行なっていく。 
（１）小規模事業者販路開拓支援【指針④】 
 
（現状） 

 現在、当地域でしか販売されていない、眠っている宝を広く流通させていくことが 

課題である。上記１．～５．の事業を実施し販売促進・販路拡大を目指している事 

業者に対しての支援を行い需要の開拓に寄与する。 

 

（事業内容）   

 

① インターネットのサイト(ニッポンセレクト.com やフェイスブック等の SNS)を

利用して事業所の商品を登録することで、販路開拓の機会向上に努めていく。 

…[既存事業] 改善・継続 

 

 

② 金融機関等が行う商談会や展示会等（参考：地域金融機関である鹿児島相互信用

金庫が主催する、そうしんまるごと食・観商談会への参加を想定。各地区ごとの

展示・試食・商談会が行われるイベントであり、来場者数が約 2000 名前後、出

店者数に関しては約 50者前後。）に参加することで販路を開拓する。また、年に

数回県外で開催されている、「鹿児島県」「大崎町」の特産品市などへの出店 

ができるように町と連携して事業者の販路開拓の場を提供していく。 

…[既存事業] 継続 

 

 

③ 当地域のある大隅地区 9商工会の事業所数店舗出店してもらい特産品市を年 1回

鹿児島中央駅で開催している。（参考：大隅まるごと特産品フェアという名称で

あり、大隅地域の商工会の事業者が一堂に会する特産品市である。1日来場者数

約 5000 名。出展者数においては約 30 者前後。）この特産品市を利用して販売促

進、商品開発や改良に役立ててもらい、次のステップとして鹿児島県商工会連合

会が運営しているアンテナショップ等（※かごしま特産品市場）へ商品の出店登
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録を行い販路拡大につなげていく。 

…[既存事業] 継続 

※鹿児島市の繁華街（天文館）に商工会連合会が運営する県内の商工会員の商品を販売

する店舗がある。平成２７年に 4 月 30 日に移転オープンして営業を行っている。特産

品市場への商品出展は商品登録を行えば可能である。なお、出品事業者は販売手数料と

して売上金の 5％が徴収される仕組みとなっている。 

 

 

④ 大崎町もふるさと納税に力を入れて取り組んでいるが、特産品となりうる商品に

対してはブラッシュアップを行い、特産品として売り出していく施策（パッケー

ジ開発に対する補助等）の働きかけを行い、大崎町の特産品を生み出したい。 

…［既存事業］改善・継続 

 

 

（目標） 

 販売促進・販路拡大の支援を展示会・商談会やインターネットサイト（ビジネスマ 

ッチング等）を活用して包括的に支援していき、現在、大崎町だけで留まっている 

商品のブラッシュアップを行い、商品の販売促進、販路拡大につながるような仕組 

みづくりを大崎町と連携して行っていくことを目標とする。また、展示会・商談会、 

インターネットでの販路拡大は事後の売上経過を定期的に調査することで、事業者 

にとって有益な支援となるようにする。 

 

〈数字等の根拠〉 

※展示会、商談会は各種団体が主催するイベントに参加をする。これまで以上に各種団体との 

情報共有を密にすることで、展示会・商談会での販売促進、販路拡大の機会を逃さないよう 

にする。対象事業者については、管内小規模事業者から公募を行い商工会が選定を行う。 

※インターネット利用の販路開拓支援はニッポンセレクト.comなどを考えているが、登録後 

項目 
30年度

見込 
31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

※展示会・商談会回数 2 2 2 3 3 3 

展示会出展支援者数 6 6 6 7 7 8 

かごしま特産品市 

商品登録事業者数 
6 6 6 6 7 7 

※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用販路開拓 

支援者数 
1 2 2 3 3 4 

※ 1事業所ごとの売上増加率（%） 20 20 20 20 20 20 

※ 1事業所ごとの成約件数 １ １ １ １ １ １ 
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の売上状況のフォローをしっかりしていくことで成果が出る支援をしていく。 

※売上増加率及び成約件数に関しては支援事業者平均。 

 

（２）新商品開発支援【指針④】 
 （調査項目の変更）  

   第 1 期においては「新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」に新商

品開発支援を記載していたが、第 2期に関しては「需要動向調査に関すること」
での取り扱い妥当だと思われるため内容・役割を移動・変更する。 

   

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 
【第 1期における取組と評価等】 

   概ね目標を達成することが出来た。今後は大崎町活性化推進協議会の開催回数を

増やし、連携しながら各事業がさらに地域経済の発展に繋がるように取り組んでい

く。 

【今後の申請における取組の方向性】 
   朝市への出展を促しながら積極的な地域活性化を図りつつ、「大崎町活性化

推進協議会の継続的な運営による地域活性化への更なる寄与を図る。 
 

①当支援事業を行うことで、事業者へ販売促進・販路拡大のステップの場として、

大崎町で毎月第２日曜日に開催している「おおさきチャレンジ朝市」への出店を

してもらうことで、今まで以上に朝市の盛り上がりが期待でき、地域活性化を図

る。 

②大崎町の農林水産業、商工業、観光等に係る関係機関と連携して大崎町の総合的

な産業発展を目指して「大崎町活性化推進協議会」を組織・運営して地域活性化

に向けた連携を図る。 

 

（事業内容） 

①-(1)販売促進・販路拡大をめざしている事業者に対して最初のステップの場とし

て「おおさきチャレンジ朝市」での出店に向けての支援を行う。  

①-(2)朝市に出店することで、自身の事業所の商品についての生の声を聞くことが

できるため商品の現状把握、改良すべき点などが明らかになり次に活かせる。 

①-(3)おおさきブランド商品を開発時には、「朝市限定商品」として販売すること

で、今後の販売戦略を検討していく。 

 

 

（①目標） 

支援事業者が出店することで、出店者数の増加が朝市の賑わいを呼び、朝市への来

場者数の増加も期待でき、当地域外からの来場者も増えることが予想されるため、

当地域活性化が図れる。 
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項目 
30 年度 

見込 
31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

開催回数 12 12 12 12 12 12 

出店者数 

(平均) 
35 37 38 39 40 40 

来場者数 

(平均) 
800 900 950 1,000 1,000 1,100 

 

（事業内容） 

②「大崎町活性化推進協議会」の趣旨に賛同した加盟団体と定期的な協議の場を設

けて地域内業況情報の交換や地域活性化に向けた意見交換を行う。 

 

 

（②目標） 

「大崎町活性化推進協議会」が組織されることにより、各種団体との情報  

や意見交換を行う機会が増え、連携の強化に繋がることで一体となり大崎町

活性化の進展を図る。 

 

  

 

 
 
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組 
【第 1期における取組と評価等】 

 各種研修会や講習会の参加を通じて、支援能力向上が図られ概ね目標を達成するこ

とが出来た。今後は更なる情報等の共有を図って資質向上に繋がるよう進めていきた

い。また、平成 30 年 3 月下旬から平成 30 年 9 月まで、経営指導員 1 名が中小企業大

学校東京校の中小企業診断士養成課程を受講しており、地域の小規模事業者に対する

支援体制の強化が期待される。 

【今後の申請における取組の方向性】 
  職員間での情報共有及び、効果が高かった事例などの定期的な報告などを通じて職

員間でのノウハウの蓄積を図っていく。また、知識取得についても各々が積極的に取

り組み易い環境を構築することで、支援強化に繋がる知識の習得を志向する。 

 

  

実施内容 
30 年度 

見込 
31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

大崎町活性化推進協議会 

（開催回数） 
3 3 3 3 3 3 
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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)曽於地区(曽於市・志布志市・大崎町)経営指導員金融研修会等において、各

地区の現状、支援状況、支援現状、日本政策金融公庫や信用保証協会の現状 

について情報交換を行い小規模事業者支援に活かす。 

   （２)連携先である鹿児島県よろず支援拠点、九州経済産業局「ミラサポ」、中小

機構への積極的な活用と、説明会等を通して小規模事業者支援のためのノウ

ハウを学び吸収することで支援力向上に努めていく。「ミラサポ」などは登

録を行うことで常に最新の情報を入手できる環境を整えていく。 

（３)広域指導センターが開く事業者向けの経営革新・経営相談などの講習会や個

別相談会などに同行することで、講師である中小企業診断士等から支援手順

のノウハウを学ぶ。 

（４)当地域内の金融機関との地域内の業況や融資支援に関すること、補助金等の

周知をするための定期的な情報交換を行うことで支援力向上に努める。 

（５)事業所の法人化や相続税や事業承継の「税」に関することで専門的な分野は

当商工会の派遣税理士等へ相談し協力を仰ぎながら積極的に関与していく。 

 

※それぞれ年 1回以上を想定する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
  (１)鹿児島県商工会連合会が実施する研修(経営指導員基本研修:年１回・経営指

導員応用研修:年１回)に参加することで小規模事業者支援における取り組

み、実践型の支援方法を学び支援能力の向上を図る。また、パソコン、スマ

ートフォンを使い経営指導員等 WEB 研修に励むことで自己のスキルアップと

支援力の向上に繋げていく。 

(２)中小機構の研修に参加することで、商工会・商工会議所の経営指導員、講師

から小規模事業者支援能力の向上のための手段を学び地域内小規模事業者へ

と還元する。 

（３）今回の経営発達支援事業で特に必要となると考えられる小規模事業者支援の

ための事業計画策定支援や売上向上支援の万全な対応を行うために専門家を 

招き指導を仰ぐことで今後の支援能力向上を図る。 

（４)当商工会の職員で月１回、小規模事業者支援のための協議する時間を設けて

現在懸念されている事案や、相談業務への対応方法などの職員同士で情報の

共有化を図り、小規模事業者へのニーズに迅速に応えられるよう組織内でノ

ウハウ等の伝達を徹底していく。また、必要性の高いと思われる分野に関し

ては OJT研修を通して支援力向上に努める。 

（５)当商工会にいる２名の経営指導員同士で伴走型の小規模事業者支援方法の情

報を交換することで意識改革に努め支援力向上を図る。また、中小機構等が

実施する研修には必ず参加し、仮にどちらか１名しか参加できなかった場合

は研修内容の伝達を行い情報の共有し、知識・能力の向上を図る。 

（６)経営指導員は、日々の日常業務で必要と思われる資格取得（中小企業診断士・

社会保険労務士等）を目指し自己研鑽に励む。年度初めに、短期・長期の計
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画を立てて資格取得を目指す。自己研鑽に励むことで今後、幅広く小規模事

業者支援の向上に役立てることができるようになる。 

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、本支援事業の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・検証を行っていく。 

(1)外部有識者である中小企業診断士等に事業の実施状況、成果の評価、見直し案

の提示を毎年度行う。 

(2)理事会において、毎年度、評価･見直しの方針を諮り承認を受ける。 

(3)事業の成果・評価・見直しの結果については申請先である中小企業庁担当部     

署へ毎年度報告し、承認を受ける。 

(4)「大崎町活性化推進協議会」にて毎年度実施状況の報告を行い、協議を行うこ

とで当支援計画がより当地域の小規模事業者のためになるような仕組みを作

っていく。 

(5)事業の成果 ･評価 ･見直しの結果を大崎町商工会のホームページ

（http://oosaki.kashoren.or.jp/）で計画期間中公表する。  

 

 

 

 

 

 



- 24 - 
 

（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 

（平成 30年 1月現在） 

経営発達支援事業を確実に実施するための体制づくりとして経営指導員２名が中心とな

って事業を実施するが、他の事務局長、２名の職員も情報を共有した上で一体となった

支援体制を構築していく。 

（１）組織体制（事務職員数 5 名） 

   ◇事務局長  香妻 操 

経営指導員 野﨑 高志 

    経営指導員 宇都 満宣 

       経営支援員 有島 かおり 

経営支援員  阿野 鈴子 

  

【 実施体制 】 

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     （４名体制）  

2.経営状況の分析に関すること       （４名体制） 
3.事業計画策定支援に関すること      （２名体制） 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること  （２名体制） 
5.需要動向調査に関すること        （４名体制） 

6.新たな需要開拓に寄与する事業に関すること（４名体制） 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組        (５名体制) 

 

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 

                                             (４名体制) 
2．経営指導員等の資質向上等に関すること  （４名体制） 

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（５名体制） 

 

【商工会全体の組織】 

会長１名 副会長２名 理事１４名 監事２名  計１９名 

※その他…事務職員５名 

 

（２）連絡先 

899-7305 

鹿児島県曽於郡大崎町仮宿 1032 

大崎町商工会 

   TEL：099-476-0136 FAX：099-476-1990 

   ホームページアドレス：http://oosaki.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 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 

 

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）新商品開発支援 

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 

3,000 

 

150 

400 

250 

400 

300 

 

500 

1,000 

1,500 

100 

3,000 

 

150 

400 

250 

400 

300 

 

500 

1,000 

1,500 

100 

3,000 

 

150 

400 

250 

400 

300 

 

500 

1,000 

1,500 

100 

3,000 

 

150 

400 

250 

400 

300 

 

500 

1,000 

1,500 

100 

3,000 

 

150 

400 

250 

400 

300 

 

500 

1,000 

1,500 

100 

 

（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・県補助金・国補助金・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 

大崎町の小規模事業者の持続的発展経営を目指して関係機関と連携を図り、事業所の売上

拡大や販売促進、販路開拓、新商品開発、創業、第二創業などを支援していく。そして、

大崎町の観光業でも経済活性化が図れるように、各種団体と連携を図り大崎町の特産品開

発を進めていく。これまでは各団体がばらばらに動くことでより即効性のある事業支援が

できない部分があったが、これからは各種団体があらゆる分野で連携が図れる新たな仕組

みを作ることで、小規模事業者の持続的発展につなげ、大崎町の活性化を目指していく。 

連携者及びその役割 

（平成 30年 1月現在） 

◇連携者：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 産業会館２F 

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

◇連携者：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 ※事務処理機関パソナ 

◇連携者：中小機構 南九州事務所 

  代表：山地 禎比古（九州本部長） 

  住所：鹿児島市東千石町 1-38商工会議所ビル６F 

TEL：099-219-7882  FAX:099-219-7884 

◇連携者：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  

◇連携者：大崎町役場 企画調整課 

  代表：東 靖弘 

  住所：鹿児島県曽於郡大崎町仮宿 1029 

TEL：099-476-1111 

◇連携者：鹿児島県 大隅加工技術研究センター 

  所長：岩元 睦夫 

  住所：鹿児島県鹿屋市串良町細山田 4938 

TEL：0994-31-0311 

◇連携者：株式会社 日本政策金融公庫 鹿屋支店 

 支店長：前田 浩志 

  住所：鹿児島県鹿屋市大手町 2-19 

   TEL：(0994)42-5141 
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◆地域金融機関 

 

◇鹿児島銀行㈱ 大崎支店  

支店長： 仮屋 昌幸 

   住所：鹿児島県曽於郡大崎町仮宿 1141-5  

  TEL：099-476-1121  

◇鹿児島相互信用金庫 大崎支店 

支店長： 柳元 司 

住所：鹿児島県曽於郡大崎町仮宿 1130-20 

TEL：099-476-1101 

◇鹿児島興業信用組合 大崎支店 

支店長：蛭川 俊一 

住所：鹿児島県曽於郡大崎町仮宿 1544 

TEL：099-476-1231 

 

上記の連携者は経営指導員だけで支援するのには限界がある専門的な知識の必要な部分

を補完してくれる役割が大いに期待できる。連携者と共に行うことで事業者に対してより

万全な支援を実施することが可能となるためその効果も大きくなる。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

連携・施策要請・事業依頼・提案 

相談･支援依頼 

支援・指導・提案 

よろず支援拠点                                  

大隅加工技術研究センター 

ミラサポ 

中小機構 

金融機関 

各機関(専門家等) 

相談･支援依頼 連携･指導 

 

大崎町 

 

商工会 
 

販売促進・販路開拓 
新商品開発に係る支援 

      小規模事業者等 
販売促進 
販路開拓 
新商品開発 
創業希望者 
  
 
 
 

 
 
 

連携 

支援 

連携 

支援 

大崎町活性化推進協議会 

 

鹿児島県商工会連合会 

連携･意見集約 
施策反映要請 

各支援事業 

連携 
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