
経営発達支援計画の概要 

実施者名 川内商工会所（法人番号 9340005003451） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目  標 

川内商工会議所は、向こう１０年間の中長期的な視野に立ち「地域の農林水

産物を活用した新商品」及び「旅行需要を見込んだ魅力ある土産品」の開発と

販路拡大を目指した小規模事業者の伴走型支援に努める。併せて、交流人口の

増加や地域ブランドの開発を促すことで新たな需要を創造する。 

そのための目標として、「小規模事業者の経営力強化を目指した伴走型支援」

「商店街振興による中心市街地の活力向上」「観光振興による地域活性化」「地

域資源を活かした商品による地域ブランドの創設」を設定する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 １．地域の経済動向の調査に関すること 

  ①各調査機関の業況指標に基づく地域動向調査の実施 

  ②管内事業者（税務指導・金融指導）を対象とする業況調査 

 ２．経営状況の分析に関すること 

  ①定量分析：財務状況を客観的に把握する為の財務分析 

  ②定性分析：ＳＷＯＴ分析などによる経営状況の把握 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

  ①事業計画策定セミナー及び個別相談会の開催 

  ②事業計画策定に向けての伴走型個別支援の実施 

  ③事業創業者拡大を目的とした「創業セミナー」開催 

  ④事業承継計画書作成支援 

 ４．事業計画策定支援後の実施支援について 

  ①四半期ごとの巡回訪問 

  ②ヒアリングシートによる進捗状況の確認 

  ③課題解決に向けた伴走型支援 

 ５．需要動向調査に関すること 

  ①各種統計情報からの需要動向調査 

  ②商店街イベント等によるアンケート調査の実施 

  ③物産館を活用した調査の実施 

 ６．新たな需要動向の開拓に寄与する事業に関すること 

  ①物産展・商談会への出店による販路開拓支援 

  ②アンテナショップの活用による販路開拓支援 

  ③Ｗｅｂショップによる販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

①観光振興による地域経済活性化 

  ②地域資源を活かした地域経済活性化 

連絡先 

〒８９５－００５２ 

鹿児島県薩摩川内市神田町３－２５ 

川内商工会議所 中小企業相談部 

電話：０９９６－２２－２２６７ FAX：０９９６－２２－２２６９ 

URL:http://sendai-cci.jp/   E-mail：info@sendai-cci.jp 

 

http://sendai-cci.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 

Ⅰ．概 要 

 
１.薩摩川内市の現状 

薩摩川内市は平成１６年１０月１２日に川内市・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村が合併し新しく誕生した。 

鹿児島県北西部に位置し、南は鹿児島市・いちき串木野市、北は阿久根市と接してお

り、本土地域と甑島地域で構成されている。東シナ海に面した変化に富む白砂青松の海

岸線、市街地を悠然と流れる川内川、ラムサール条約に登録されている藺牟田池、風光

明媚な長目の浜・トンボロ（陸繁砂洲）などの景勝地を有する甑島など、他に類を見な

い独特の景観や地域が広がっており、また、心身の疲れを癒す温泉が各地に湧き出して

いる。 

 高速交通体系としては、九州新幹線の停まる川内駅を有し、南九州西回り自動車道の

整備（薩摩川内市水引ＩＣ～鹿児島ＩＣの開通）、また、川内港は、中国をはじめとする

東アジア地域に近いという地理的にも優位なこともあり、韓国の釜山港を結ぶ国際定期

コンテナ航路が開設し、南九州の国際物流拠点としてサービスを提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２.人口の推移 

  

 平成１６年１０月、市町村合併により薩摩川内市が誕生した時の人口は、１０万５千

人強であったが、現在は１０万を割り込み ９万４千人まで減少している。今後も減少に

歯止めがかからず平成３７年には９万人を 

割り込む水準まで減少すると予測されている。 

 しかし、減少している地区としては、市町 

村合併した商工会地区がほとんどであり、川 

内商工会議所管内（旧川内市）においては、 

ほぼ横ばい状態を維持している。 

 ただし、６５歳以上の老年人口は増加し、 

平成３７年には、ほぼ３人に１人と予想され 

ている。 
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３.交通の推移 

 自動車道については、鹿児島市から延びる国道３号線が主要幹線であり鹿児島市内ま

で約１００分程度要していたが、南九州西回り自動車道が、鹿児島ＩＣから薩摩川内市

の水引ＩＣまで供用開始され、約半分の５０分程度の短時間で行くことが出来る様にな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       南九州西回り自動車道                 川内駅 
     

鉄道については、ＪＲ鹿児島本線に加え、九州新幹線の開通により川内～鹿児島中央

駅間が１５分で結ばれ、また、福岡博多駅でも最速で１時間３０分程度で行くことが出

来る。川内駅の乗降客数としては、平成２７年度１１５万人で、一日平均３，１５０人

が利用している。内５２万人が新幹線利用者であり半数を占めている。 

このように交通体系の整備が整って移動時間の短縮による物流等が便利になる反面、

買い物等で市外に流出する人数が、年々増加傾向にある。 

 

川内港の利用としては、アジア諸国への貿易拡大に向けた拠点として整備され、平成

２６年入港船舶数は３，１４０隻で、内１，３２８隻が商船であった。輸移入品では、

木産品が７６万ｔと最多で、次いで鉱産品が６９万ｔと２つの品目で約８割を占めてい

る。 

また、甑島への渡航手段として、平成２６年４月から、「高速船 甑島」が１日２往復

就航し、平成２８年度の乗降客数としては、約４６，０００人が利用している。現在薩

摩川内市として、甑島観光に注力しており、年々観光客も増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 
     物産館「川内とれたて市場」            高速船 甑島 
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４.観光関連の取組み 

 観光については、薩摩川内市への入込客数は平成２５年に３００万人を突破し、平成

２７年には３６４万人と大きく伸ばしている。その要因としては、平成２３年の九州新

幹線全線開業や平成２５年南九州西回り自動車道高江インターの整備、平成２６年川内

港甑島航路の開設など交通網の整備が考えられる。また、薩摩川内市が中心となり、平

成２１年から進めてきた「観光元年宣言」による地道な営業活動によるところも大きい。 

しかし、宿泊客数に関しては平成２６年度以降横ばい状態であり、交通網の整備によ

り日帰り旅行が可能になったことが影響していると思われる。 

 

 薩摩川内市 入込客数・宿泊客数 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

入 込 客 数 2,632,553 3,017,635 3,282,965 3,642,920 

宿 泊 客 数 254,292 273,172 328,556 327,002 

 

 

物産販売としては、川内駅１階に併設している物産館「駅市 薩摩川内」や、昨年オー

プンした、川内港甑島航路ターミナルに併設している物産館「川内とれたて市場」があ

り、市内事業者の商品や特産品を中心に販売、商品のブラッシュアップなどを行い、売

上も年々増えてきている。また、昨年９月、東京都品川区の戸越銀座商店街にオープン

した薩摩川内アンテナショップ「薩摩國」にて、首都圏での物産販売を通じて、特産品

ＰＲ及び市場動向などを生産者へフィードバックが行える場所として利用できる。 

 観光イベントとしては、川内商工会議所が主催し、毎年８月１６日に開催している「川

内川花火大会」が約８万人の観客。４００年以上の歴史があり、県の民俗文化財に指定

されており、毎年９月２２日に開催される「川内大綱引」が７万人の観客と、多くの観

客が集まるが、小規模事業者の売上に繋がるような活動は行っていない。 

また、今後予定されている鹿児島県観光誘客関連事業としては、現在放送されている

ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」や「明治維新１５０年記念事業」などがある。スポーツ

関連では、平成３２年に開催される「かごしま国体」があり、県内に来られる観光客を

いかに川内に立ち寄って頂くかが重要になる。 

 

５.薩摩川内市の産業 

 平成２５年の市内総生産額は約３，５１５億円で、構成比は第１次産業１．７％、第

２次産業３３．２％、第３次産業６４．４％という構成比になっている。 

 各産業の個別内訳は、製造業２５．９％、サービス業１７．４％、不動産業１０．８％

となっており、製造業が最も高くなっている。 
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 平成２６年度 市内総生産額    ３，４１３億円 

 実 績 割 合 

第１次産業      ５７億     １．７％ 

 内  農 業      ４１億     １．２％ 

    水産業      １１億     ０．３％ 

第２次産業   １，０９３億    ３２．０％ 

 内  製造業     ８２１億    ２４．１％ 

    建設業     ２６８億     ７．９％ 

第３次産業   ２，２２８億    ６５．３％ 

 内  サービス業     ６１２億    １７．９％ 

    不動産業     ３７６億    １１．０％ 

    卸・小売業     ２５７億     ７．５％ 

 

 平成２７年の国勢調査による就業人口は４４，８９２人で、１５年前の４９，１０２

人から４，２１０人減少している。産業別構成比では、第１次産業２，８０３人（６．

２％）、第２次産業１２，８８９人（２８．７％）、第３次産業２８，６４１人（６３．

８％）と第３次産業が最も高くなっている。 

 各産業の個別内訳は、製造業が７，９５９人と最も多く、卸売・小売業が６，２４９

人、医療・福祉が７，４１２人となっており、３分野で約半数を占めている。 

  

６.地場産品の状況 

 農業生産額全体としては、平成２３年が１３２億４千万円と平成１８年と比べると増

加傾向にある。 

 耕種の生産額については、米はほぼ横ばいで推移しているが、野菜・花など後継者不

足などの影響により減少しており、全体でも減少している。 

 畜産の生産額については、平成１８年に比べて１．５倍になっている。特に、肉用牛

の生産額の増加が顕著であるが、養豚は減少傾向にある。 

 園芸作物としては、果物では、ぶどう・きんかん・いちごなど、野菜では、ごぼう・

ラッキョウなどの生産が盛んであり、生産量、販売額ともに横ばいである。 

また、お茶に関しては、増加傾向にある。これらの農産物が、食材資源として飲食店

のメニューやお土産品など加工食品の原材料に使用されるなど、地域資源としての活用

されている。 
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Ⅱ. 小規模事業者の現状 
 

１．小規模事業者の現状 

平成２８年経済センサスによると、管内商工業者数は２，７４５事業所があり、その

内 小規模事業者数は２，１０８事業所 で７６．８％となっている。 

また、平成２１年の調査から商工業者数は２４５事業所、小規模事業者は１６９事業

所が減少している。 

事業所数では、卸売・小売業が最も多く５７１事業所、次いで宿泊・飲食サービス業、

建設業、生活関連サービス業となっている。 

減少が多い業種としては、卸売・小売業で１０８事業所が減少、大型店やコンビニエ

ンス等の増加と、高齢化や後継者不足による廃業が原因と思われ、今後もこの傾向は続

くと予想される。また、増加した業種は、宿泊・飲食サービス業で２事業所が増加、特

に中心市街地への飲食店の増加がみられる。 

 

産業大分類 
平成２１年 経済センサス 平成２８年 経済センサス 

小規模事業者数 構成比 小規模事業者数 構成比 

1.卸売業・小売業 ６７９ 29.8％ ５７１ 27.1％ 

2.宿泊業・飲食サービス業 ３４０ 14.9％ ３４２ 16.2％ 

3.建設業 ２８１ 12.4％ ２６７ 12.7％ 

4.生活関連サービス業・娯楽業 ２６７ 11.7％ ２７８ 13.2％ 

5.製造業 １３４ 5.9％ １３１ 6.2％ 

6.不動産業 １３４ 5.9％ １３１ 6.2％ 

7.サービス業（他に分類されない） ９２ 4.1％ ８２ 3.9％ 

8.教育・学習支援業 ６８ 3.0％ ５９ 2.8％ 

9.学術研究・技術サービス業 ６６ 2.9％ ５３ 2.5％ 

10.医療・福祉 ５９ 2.6％ ４９ 2.3％ 

11.金融・保険業 ５４ 2.4％ ５５ 2.6％ 

12.運輸・郵便業 ４６ 2.0％ ３９ 1.9％ 

13.情報通信業 ２２ 1.0％ １２ 0.6％ 

14.農業・林業 １７ 0.7％ １７ 0.8％ 

15.漁業・鉱業・複合サービス他 １８ 0.7％ ２２ 0.9％ 

合 計 ２，２７７ 100％ ２，１０８ 100％ 

 

（卸売・小売業） 

地域の小売店は、人口減少による購買力の低下や、コンビニエンスストアーや郊外ロ

ードサイドに出店するディスカウント店への消費者流出が一番の要因ではあるが、高齢

化や後継者不足で廃業するなど年々減少しており、買い物の環境が悪化している。 

 

（宿泊業） 

 当地域の宿泊施設の特長としては、出張・観光客向けのビジネスホテルと、川内原子

力発電所関係者が多く利用する長期滞在型宿泊施設の民宿・ホテルがあり、長期滞在型

宿泊施設は、出張や観光客向けには不向きな造りとなっている。以前は原子力発電所の
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定期点検時には、管内宿泊施設が満杯になり、出張・観光客は宿泊出来ない状態が続い

たが、現在は、県外資本のビジネスホテルが４施設出来たことによりだいぶ解消されて

きている。しかし、大きなイベントや会議等を行うには、まだ不足している状態である。 

 

（飲食業） 

 飲食業としては、創作料理提供するなど素材にこだわった専門店や、地元食材を利用

した居酒屋などの出店が中心市街地にみられ、事業所数としては少しではあるが増加し

ている。理由としては、原子力発電所再稼働も一つの要因ではあるが、薩摩川内市が行

っている家賃補助事業も大きな要素となっている。また、当会議所が平成２７年度から

行っている「創業スクール」の受講者も開業していることや、観光客を含めた入込人口

が増えている事も大きいと考えられる。 

 

（建設業） 

建設業においては、川内原子力発電所再稼働関連の業者に限り一時的に売上を伸ばし

た事業所もあったが、全般的には公共工事の減少により売上が大きく減少している事業

所が多く、事業継続が厳しい状況にある。 

 

（製造業） 

管内の製造業としては、九州電力㈱、㈱京セラ、中越パルプ工業㈱の大企業が立地し、

それに関連する下請け事業所も多く立地している。特に九州電力㈱川内原子力発電所関

連では、建設業、宿泊業、飲食業、運輸業はじめ、多くの関連事業所が原子力発電所に

依存しており、それが原子力発電所の立地する地域の優位性であると思っていたが、今

回の運転停止による地域経済に対する影響は大きく、現在は再稼働して、停止する前の

状況に戻りつつあるが、依然として地域経済は厳しい状況にある。 

このように、大企業の経営状況に大きく左右される事から、少しでも依存割合を少な

くする為の経営計画の作成や、販路開拓をしていく事が必要だと思われる。 

 

   

２．川内商工会議所のこれまでの取組み 

 (１)商店街振興に対するこれまでの取組み 

  ・中心市街地の賑わいを再び取り戻す事を目的に作成した、中心市街地活性化基本

計画並びに認定基本計画等を協議する「薩摩川内市中心市街地活性化協議会」を

平成２０年８月に設立し、平成２５年までの５年間、必要性・有効性・実効性等

について協議を重ね、意見書の提出をするなど、中心市街地の活性化に取り組ん

だ。 

  ・平成２６年に、商店街や各種団体、行政の若手を中心に、魅力ある商店街づくり

を目的に、ソフト事業を中心とした中心市街地活性化策を立案・実行する団体と

して、「薩摩川内わいわい街ミーティング」を設立し、年１０回程度話し合いをし

ている。 

  ・子供達の夏休みに書いた絵画を募集、商店街の店内に展示し集客の増加を図り、

街の活性化を図ることを目的に、「まちじゅう美術館」を開催している。今年で、

２１回を数え、毎年約１，３００枚の絵画を約７０店舗に展示している。 
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 (２)小規模事業者に対するこれまでの取組み 

・「緊急経済対策プレミアム商品券事業」を４年間実施し、地域商工業の振興に取り

組んだ。 

・小規模小売店や各通り会が、単独では実施できない規模の大きな大売出し事業を商

工会議所が取りまとめて実施する事により、購買客を吸引し、市内の賑わいの創出

を図り、商業の発展に寄与することを目的とした、「薩摩川内市連合大売出し事業」

を中元・歳末と年２回、約７０店舗の参加で開催し、小規模事業者の事業発展に取

り組んだ。 
・川内商工会議所管内の中心市街地を除く地域において、空き店舗を活用して商業を

新たに開始する事業者に対し、店舗改装費補助金を交付する「空き店舗改装費補助

事業」を実施し、地域小規模事業者の活性化に取り組んだ。 

・平成２１年から、日本政策金融公庫と県保証協会制度資金の支払利息に対する補助

事業として「薩摩川内市利子補助事業」を実施し、地域小規模事業者の活性化に努

めている。 

・平成２６年から、新規創業希望者の情報共有を目的に「創業支援ネットワーク会議」

を市役所、商工会、日本政策金融公庫、市内金融団、産業支援センター等のメンバ

ーで毎月開催している。また、平成２７年から、「創業スクール」を開催。２７年

５４名、２８年４０名、２９年４４名と多くの方が受講者され、新規創業者も増加

傾向にある。 

 

 (３)地域資源活用・交流人口増加に対するこれまでの取組み 

・川内原子力発電所１・２号機運転停止に伴う地域経済への影響について、アンケー

ト調査を平成２４年６月に実施したところ、５１.９％の事業所で影響があったと

の回答があった。そこで、早期再稼働に向けての陳情・要望活動を実施し、平成２

７年に再稼働となった。 

・「食」をテーマとした定期的な「市」を企画・立案・実施する事により、街の賑わ

いの創出を図ることを目的に「食のうんまか市」を年６回開催した。また、出店事

業者や来場者のニーズ調査や分析も同時に実施した。 

・毎年８月１６日に、花火見物の観光客を呼込み商工振興の一助と、お盆の帰省客に

ふるさとでの触れ合いの場を提供することを目的に、「川内川花火大会」を開催。

今年で６０回目と歴史も永く、例年約８万人の見物客で、ＪＲも新幹線・在来線で

臨時便を出すなど多くの見物客でにぎわっている。 

 

３． 川内商工会議所のこれまでの取組みの課題 

 （１）個店に対する経営支援体制の整備不足 

① 中心市街地活性化策について、話し合いを続け側面的な活動を行ってきたが、

昭和６０年ごろまで８つあった通り会が、現在では太平橋通り商店街のみとなり、

空き店舗が目立ち人通りも少なく、厳しい状況が続いている。経営環境の変化や

後継者不足など、経営上の課題に対する対応が課題である。 
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② 地域消費に依存する地域型産業である小規模事業者、特に卸・小売業や飲食

業・サービス業に対する支援は、全般的な支援がほとんどであり、個店に対す

る継続的な経営支援が十分に出来ていない。 

 

 （２）魅了的な地域資源の活用不足 

① 高速交通網の整備により入込客数は増加しているが、宿泊客数は横ばい状態で

ある。特に、九州内の宿泊客数が県内全体の中でも低く、県内各地域と組み合

わせた旅行プランや、顧客のニーズに合わせた体験型観光商品の開発や、会

議・スポーツ大会等の誘致が課題となっている。 

 

② 豊富な食材資源を使用した既存商品は有るものの、売上に結びついておらず販

路開拓が課題となっている。また、現在各企業個別で作成している既存商品の

ブラッシュアップ及び新商品開発における薩摩川内市のブランドイメージの

統一が必要である。 

 

 Ⅲ．小規模事業者支援の中期的な振興のあり方 
 １．中長期的な振興のあり方 

 

 薩摩川内市は、第２次薩摩川内市総合計画（平成２７年度～平成３６年度）において、

「農林水産物の高付加価値化と六次産業化の推進による一次産業の活性化」や、「起業の

意欲喚起、個性やこだわりのある事業所づくりと商店街の魅力創出による商工業の振

興」、さらに、「観光交流人口の増加による旅行需要の取り込みや、本市物産の市外向け

の販路拡大による観光物産ビジネスの展開」等の産業振興の方針を示している。 

それを踏まえて、川内商工会議所は、向こう１０年間の中長期的な視野に立った管内

小規模事業者の振興のあり方として、下記の２つについて重点的に取り組む。 

 

第一に、小規模事業者の支援については、行政や金融機関、よろず支援拠点、その他

専門家等との連携を密にして、「地域の農林水産物を活用した新商品」及び「旅行需要を

見込んだ魅力ある土産品」の開発と販路拡大の伴走型支援に努める。さらに、小規模事

業者数の減少に歯止めを掛けるために、事業承継や創業に関わる支援を積極的に実施す

る。これらの取り組みを通して、管内小規模事業者の活力強化と持続的発展を図る。 

 

次に、まちづくりについては、県都鹿児島市をはじめとした他地域との交流人口増加

や、地域ブランドの開発を促すことで新たな需要を創造し、地域の活力強化に努める。

とりわけ中心市街地は、小規模事業者の集積地であり、まちの顔としての側面も持つた

め重点的に賑わい創出を図る。具体的には、商店街振興組合や薩摩川内市、㈱薩摩川内

市観光物産協会と協力し、地域観光行事と連携した交流人口拡大や、魅力ある地域資源

を活かした新たな地域ブランドの開発に努めることで地域経済の活性化を図る。 
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２．経営発達支援事業の目標 

(１)商店街振興による中心市街地の活力向上 

(２)観光振興による地域活性化 

(３)地域資源を活かした商品による地域ブランドの創設 

(４)(1)～(3)に関連する小規模事業者の経営力強化を目指した伴走型支援 

 

３．目標達成に向けた方針 

(１)商店街振興による中心市街地の活力向上   

厳しい経営環境にある商店街において、まず行う事として、商店街が行う会議や事業

活動に参加をすることにより、商店街組織が抱えている課題を導き出し、各関係機関と

政策的な連携を行い、課題解決に向けた継続的な活動を行う。 

また、商工会議所の具体的な取組みとしては、個社としての経営計画を作成、経営基

盤強化を図ることにより、魅力ある個店の集積地として商店街の活性化を図る。 

 

 (２)観光振興による地域活性化 

  薩摩川内市は、魅力的な観光資源も多く、高速交通網の整備により入込客数は増加

傾向にあり、今後も県内観光誘客関連事業としては、現在放送されているＮＨＫ大河

ドラマ「西郷どん」や「明治維新１５０年記念事業」、スポーツ関連では、平成３２年

に開催される「かごしま国体」があり、更なる増加が見込まれている。この機会を活

用した観光関連事業が重要である。 

 具体的な取組みとしては、県内各地域と組み合わせた旅行プランや、顧客のニーズに

合わせた体験型観光商品の開発、また、スポーツ大会やスポーツ合宿受入れ環境の整備

などを行い、地域観光市場の拡大を図り、地域活性化に努める。 

 

(３) 地域資源を活かした商品による地域ブランドの創設 

  小規模事業者においては、豊富な食材資源を使用した新商品を開発しても販路開拓

や売上拡大に至っていない事が多い。そこで、既存商品のブラッシュアップや、新商

品開発における薩摩川内市のブランドイメージを統一したロゴマークやパッケージを

使用することによる、販路開拓支援を行う。 

  具体的な取組みとしては、展示会や商談会の情報提供に加え、出店前の商品ブラッ

シュアップ及び商品登録シートの作成など、一貫した伴走型支援を実施することで、

販路拡大を図る。 

 

(４)小規模事業者の経営力強化を目指した伴走型支援 

  小規模事業者の経営力強化に対応する為に、経営課題や消費者ニーズの収集に努め、

伴走型経営支援を行いながら、地域の需要動向に対応した商品やサービスにより売上

拡大が図れるような支援を実施する。 

具体的な取組みとしては、小規模事業者の実態把握に努め、売上高・利益を上げる仕

組みづくりの支援策（新商品・新サービス開発、情報提供、販路開拓、専門家派遣）を

行い、経営基盤強化を図る。 

創業・第二創業支援にも取組み、創業者の増加を図り小規模事業者の減少に歯止めを
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かけ、あわせて後継者育成支援によりスムーズな事業承継に繋げる。 

具体的な取組みとしては、平成２８年度・平成２９年度「創業スクール１０選」に選

ばれた、現在実施している創業スクールを継続的に実施するほか、薩摩川内市が月１回

開催している、創業支援ネットワーク会議（薩摩川内市、日本政策金融公庫、薩摩川内

市商工会、薩摩川内市産業支援センター、薩摩川内市観光物産協会、薩摩川内市金融団、

当会議所）において情報共有を行い、創業者の増加に努める。また、開業後も経営計画

の遂行状況等、伴走型支援を行う。 
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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） 
 （現状と課題） 

  当所における地域経済動向調査としては、主に各経営指導員が巡回指導や窓口相談

時において入手した事業者動向の情報や、各機関による景況調査を元に景気動向を把

握しているが、各経営指導員が個別で分析しており、統一した地域経済動向の把握が

出来ていない事が課題である。 

  改善策として、地域経済動向調査について統一した調査票を作成し、経営指導員並

びに支援員間で調査結果・分析を共有するとともに、その結果を活かして、小規模事

業者への情報提供や、経営分析、事業計画作成支援、販路開拓等の支援に役立てる。 

 

 （事業内容） 

(１) 各機関の業況指標等に基づく地域経済動向調査 

全国及び鹿児島県内の景気動向について、中小企業基盤整備機構、日本政策金

融公庫、鹿児島経済研究所等が実施している調査より、売上や消費動向など景況

動向の情報収集、また、観光庁、内閣府が実施している調査より、観光消費動向

や交流人口など観光関連の情報収集を行う。今後は、経営分析、経営計画作成支

援、販路開拓支援におけるデータとして情報を分析し、巡回・窓口相談時に小規

模事業者に提供する。また、収集した情報については、四半期ごとにホームペー

ジや会報へ掲載するなど、情報提供を行う。 

 

① 中小企業基盤整備機構（中小企業景況調査） 

業況判断、売上高、経常利益等の数値を産業別、地域別に算出 

② 日本政策金融公庫（小企業月次動向調査・中小企業動向調査等） 

  業種別、地域別の売上、採算、価格を算出 

③ 九州経済研究所（鹿児島県内景況） 

生産活動、消費関連、観光関連、貿易関連等 

④ 観光庁（旅行・観光消費動向調査） 

旅行、観光における消費実態 

⑤ 内閣府（ひと・まち・しごと創生本部 地域経済分析システム） 

交流人口等 

⑥ 薩摩川内市（統計さつませんだい） 

市内産業、経済等 
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(２) 管内小規模事業者を対象とする業況調査 

    確定申告委託など税務指導や金融支援において売上高、仕入、資金繰りなどの

情報収集により景気動向分析を行っている。また、消費税や円高など経営環境の

影響や、原子力発電所停止や地震等風評被害等の事象の発生時に、経営環境への

影響調査を行っている。さらに今後は、後継者不足等による事業廃業も増加傾向

にあることから、事業承継に関する掘り起し調査を行うこととする。 

     

① 税務指導・金融支援からの管内景気動向調査 

売上・営業利益・資金繰り等  調査事業者数 １００件 

② 経営環境に影響を与える事象に関する調査 

調査項目は事象に応じて行う 

③ 事業継承に関する掘り起し調査 

１０年後の事業所を想像（時期、後継者の有無、事業譲渡の可能性等） 

 

  （目標） 

   収集・分析した情報は資料データとして保管し、職員間で情報共有を図り、経営

課題解決をする為の情報提供を行う。そして、販路開拓のための個別相談会の実施

やセミナー開催等の参考データとして活用する。 

   また、商工会議所会報への掲載や、ホームページでの情報公開により、小規模事

業者への情報共有を図る。 

 

項  目 現 状 31年度 32年度 33年 34年 35年 

各機関の業況指標等に基づく調査 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

管内事業者業況調査企業数 50社 100社 100社 100社 100社 100社 

管内事業者業況調査回数 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

ホームページでの情報公開 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

会議所会報への掲載 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

 

2．経営状況の分析に関すること（指針 ①） 
 

（１）現状と課題 

  これまでの経営情報分析は、確定申告指導等により得た財務データを基にした定

量分析が主体であり、経営を取り巻く環境の変化に対応するための定性分析が不十

分であった。そのため当所の支援は、相談内容の一時的・部分的な解決に留まって

おり、相談者の本質的な経営課題解決に至らないケースも見受けられた。 

  これからは、相談者の本質的な課題を解決し持続的な発展を図ることを目的とし

て、従来の定量分析に加え、ＳＷＯＴ分析を用いて経営環境の把握と分析を行う。

また、分析結果は相談者にフィードバックし、自社のもつ「強み」を把握してもら

い、それを活かした事業展開への指針として供する。 
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（２）事業内容 

 経営者へのヒアリングや実地調査、財務諸表などの関係書類を基に、定量分析と定性

分析の両面で経営状況の把握、分析を行う。 

 

○1 定量分析 

  確定申告指導や金融相談などを通じて得た財務データを基に、中小機構の経営自己

診断システム等を用いて財務分析を行い、収益性、効率性、安全性、資金繰り状況等

を把握する。 

 

○2 定性分析 

 （ア）内部環境の把握 

   会社パンフレットや商品カタログ、財務諸表、ホームページ等を活用する。 

 （イ）外部環境の把握 

   統計薩摩川内、ＲＥＳＡＳ等を活用し、商圏、人口分布、競合状況等を把握する。 

 （ウ）ＳＷＯＴ分析、クロスＳＷＯＴ分析 

   「強み、弱み、機会、脅威」という視点で経営状況を把握、場合によってはそれ

を掛け合わせ、といった自社を取り巻く経営環境や商品やサービスなどの経営資

源を整理分析する。 

 （エ）経営計画つくるくんの活用 

   経営指導員は、経営計画策定ツール（経営計画つくるくん）を活用して商品分析

や競合分析等の結果をエクセルデータでアウトプットし、統一したフォーマット

として組織で共有する。 

 

 （３）成果の活用方法 

   分析結果は、経営相談時の事業計画策定支援をする際の基礎資料として経営指導

員間で共有する。また、結果は小規模事業者にフィードバックし、自社の「強み」

と追い風となる外部環境をしっかりと把握していただくことで、「強み」を「機会」

にぶつける事業展開への指針として供する。 

 

（４）目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析件数 - 80 84 88 92 96 
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3．事業計画策定支援に関すること（指針 ②） 
 （現状と対応策） 
   事業計画策定支援としては、各種補助金活用、金融支援、創業支援等、事業計画

書を必要とする場合において実施しているのが現状である。 

小規模事業者の持続可能な経営を実行するためには、「２．経営情報の分析に関す

ること」で得た情報を活かし、自社の経営状況を把握することで、今後、進むべき目

標に向けた事業計画策定が重要である。 

実施にあたっては、経営相談を受ける中で、経営者の熱意や必要性を判断し、事業

計画策定の重要性を説明、認識して頂くことに努め、事業計画策定支援事業者の掘り

起しを行い、事業計画策定セミナー及び個別相談会への参加を促進する。 

 

 

（事業内容） 

  （１）事業計画策定セミナー及び個別相談会の開催 

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

を認識して頂くと共に、事業計画作成の手法を学んで頂き、セミナー後には、持続

的発展に向け積極的に取り組む意欲がある事業所に対し、個別相談会を開催する。  

なお、所内での対象事業所に関する情報交換や、行政や連携支援機関、金融機関等

と連携をし、受講者数増加に努める。 

 

  （２）事業計画策定支援 

    事業計画策定に向けて取り組む事業者に対しては、伴走型の個別支援を実施し、

事業所の強みを活かした、実行可能な事業計画策定支援を行う。 

    また、専門的な支援が必要な課題等は、中小企業診断士などの各専門家のネッ

トワークを活用するとともに、ミラサポやエキスパートバンク、よろず支援拠点

等の専門家派遣制度を利用しながら伴走型の策定支援を行う。 

 

  （３）創業の事業計画策定支援 

    地域においての創業希望者の掘り起し、事業創業者拡大を目的とする「創業セ

ミナー」を開催する事で、創業希望者に対し創業ノウハウの習得を図り、創業計

画の策定支援を行う。また、創業ネットワーク（薩摩川内市・産業支援センター・

薩摩川内市商工会・日本政策金融公庫・市内金融団三水会・観光物産協会・川内

商工会議所）を構築し、各団体連携して受講生募集や創業後のフォローアップを

行う。 

 

  （４）事業承継支援事業 

    経営指導員等による相談時に事業承継希望者や事業譲渡希望者を把握するとと

もに、専門家派遣等を活用し、事業承継計画書の作成支援を行う。 

    また、鹿児島県事業引継ぎ支援センターと連携を図りながら、事業承継マッチ

ング支援など、事業所をつなぐ支援を行う。 
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（目標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

（１）事業計画策定    

セミナー開催回数 
1 2 2 2 2 2 

（２）事業計画策定    

事業者数 
15 40 44 48 52 56 

（３）創業計画支援 

事業所数 
4 4 8 12 16 16 

（４）事業承継計画支援 

事業所数 
- 1 1 1 1 1 

 

 

4．事業計画策定支援後の実施支援に関すること（指針 ②） 

（現状と課題） 

  事業計画策定支援後の支援としては、定期的な計画進捗状況確認を行う体制は構築

されておらず、巡回指導時にヒアリング等は行っているが、事業計画に沿って経営が

成されているか等、進捗状況の把握は出来ていないのが課題である。 

 

（今後の対応策） 

  今後は、事業計画策定、創業計画及び事業承継計画の策定事業所と、四半期ごと  

に統一した書式にてヒアリングを行い、事業計画進捗状況の把握し、事業計画の未達

成や経営課題がある場合には、事業主と一体となり問題点を抽出し、問題解決のため

の支援策を検討、事業計画が達成出来るよう伴走型の指導・助言を行い、小規模事業

者の事業の持続的発展を図る。 

 

 （事業内容） 

    事業計画策定したフォローアップとして、すべての事業者を四半期に１回、巡

回訪問することとし、統一したヒアリングシートにて事業計画の遂行状況を確認

する。ヒアリングにより抽出された課題においては、課題解決に向け事業主と一

体となり取り組み、計画のブラッシュアップや必要に応じては計画の見直しを行

う。 

また、必要に応じて、エキスパートバンクやミラサポ、よろず支援拠点等、専門

家派遣事業を活用するなど、伴走型支援で課題解決を図って行く。 
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（目標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定後の 

フォローアップ事業所数 
15 40 44 48 52 56 

事業計画策定後の 

フォローアップ述べ回数 
60 160 176 192 208 224 

創業後のフォローアップ

事業所数 
4 4 8 12 16 16 

創業後のフォローアップ

述べ回数 
16 16 32 48 54 54 

事業承継計画策定後の 

フォローアップ事業所数 
0 1 1 1 1 1 

事業承継計画策定後の 

フォローアップ述べ回数 
0 4 4 4 4 4 

 

5．需要動向調査に関すること（指針 ③） 
 （現状と課題） 

  これまでの需要動向調査については、新商品や新サービス、販路開拓等の事業計画

作成支援時における基本データとして重要な資料であるが、事業所からの要望に応じ

て、各指導員が情報収集して提供している状況であり、適切な対応は出来ていない。

さらに、資料の整備は、各指導員の個別対応となっており組織的なデータとして蓄積

出来ていないのが課題である。 

  今後の取組みとしては、各種統計資料やアンケート調査により、当地域の実情に沿

った需要動向調査を実施し、市場のニーズに合った新商品や新サービス作りに役立て

られる情報を提供する。そして、常に最新情報を提供することで、事業計画を見直す

際にも役立てるなど、小規模事業者に対してマーケットインの考え方を浸透させるた

めの支援を実行する。 

   

 （事業内容） 

 （１）各種統計情報からの需要動向調査 

  各種統計情報に、掲載されている業界ごとの需要動向等の情報を収集し、小規模事

業者にとって利用しやすい資料と成る様に分析した情報を提供し、商品の企画開発や

販路開拓を行う際に活用してもらうと共に、経営指導員の計画策定支援時の基礎デー

タとして整理する。 

① 商店街振興による中心市街地活性化のために、中心市街地に多く立地している小 

売業・飲食業の需要動向調査を行う。 

② 観光振興による地域活性化を目指すために観光業の需要動向調査を行う。 

③ 地域資源活用による地域ブランド創設のために特産品販売の需要動向調査を行

う。 

 

 （調査手段） 

  情報収集職員を定め、目標に掲げた項目（小売業・飲食業、観光業・特産品販売）
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の業種情報から、毎月情報収集を行い、業種別にデータ化を行い、経営指導員が情報

の共有を図り、相談対応時の基礎データとする。 

 

 （活用方法） 

  新商品の開発や、新サービスの企画・方向性の決定や事業計画策定、また、経営指

導員の相談対応時の基礎データとして活用する。そして、業界全体として有益な情報

は、ホームページや隔月発行の会報などを通じて、小規模事業所に対し広く情報提供

を行う。 

① 小売業・飲食業 

 調 査 先：統計さつませんだい・九州経済研究所・統計局・ 

日本フードサービスＨＰ等 

 収集項目：業界動向・店舗入込客数・消費額・地域特性 

② 観光業 

 調 査 先：統計さつませんだい・観光庁ＨＰ・鹿児島県観光統計・ 

九州経済研究所等 

 収集項目：業界動向・施設入込客数・旅行、観光における消費実態 

③ 特産品販売 

 調 査 先：統計さつませんだい・鹿児島県消費者購買動向調査・ 

日本経済新聞・商業界等 

    収集項目：商品購買情報・売れ筋ランキング 

 

（２）商店街イベント等によるアンケート調査の実施 

  商店街で開催される食のイベントを活用し、来場者に対してアンケート調査を行

い、飲食メニュー等の消費者需要動向の把握に努める。 

 （調査内容） 

価格（お値打ち感）、デザイン（彩、パッケージ等）、味（目新しさ）、 

食材内容（地産産品） 

  （調査手段） 

    商店街で開催される食のイベントに来場された消費者に対して、特に地元産品

を利用した商品等について、アンケート調査を実施する。 

  （活用方法） 

    アンケートで得られた調査結果を分析し、商店街イベント会議等において情報

提供し、今後のイベントの集客に繋げる。また、把握した来街者のニーズは商店

街の小規模事業者に対する個社支援に活用する。 

 

 （３）物産館を活用した調査の実施 

    薩摩川内市にある物産館（駅市・川内とれたて市場）や東京都品川区にある薩

摩川内市アンテナショップ（薩摩國）を利用して、市内外からの観光客が求めて

いるお土産等の需要動向の把握を行うことにより、観光業や地域資源活用による

地域ブランド創設に関わる小規模事業者の販路開拓を支援する。 

  （調査内容） 

価格（お値打ち感）、デザイン（彩、パッケージ等）、味（目新しさ）、 
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食材内容（地産産品） 

  （調査手段） 

    試食が可能な商品に関しては、実際試食をしてもらい、改善点等についてアン

ケート調査を実施する。 

  （活用方法） 

    アンケートで得られた調査結果を分析し、食品製造業者や飲食店に情報提供し、

商品改善や新商品開発に利用して頂く。そして、食品製造業者や飲食店が商品改

善や新商品開発を行う際は、伴走型支援を行う。 

 

（目標） 

項 目  現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(1)各種統計情報 

情報提供事業者数 0 12 14 21 22 24 
(2)商店街アンケート 

情報提供事業者数 0 8 10 10 10 10 
(3)物産館調査 

情報提供事業者数 0 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） 
 

（１）現状と課題 

  当所管内の小規模事業者の中には、地域資源を活用した商品を開発している事業者

も見受けられるが、その多くは販路の拡大に課題を抱えている。その理由としては、

小規模事業者においては「商品開発や取り引きに関するノウハウ・情報が不足してい

る」ことや、「商談会や物産展などに出展するための敷居が高く（費用の捻出、従業

員の確保）出展に躊躇すること」などがあげられる。 

一方、当所の販路開拓支援においては、これまでは情報発信や販売促進セミナーの

開催などの側面的な支援に留まっていたが、これからは小規模事業者の需要開拓に直

接寄与する具体的な支援を行う。 

 

  （２）事業内容 

事業計画を作成し需要動向調査を行った小規模事業者を対象として、商品開発と販

路開拓を支援する。特に、薩摩川内市の地域資源である「黒牛、黒豚、地鶏、ごぼう、

らっきょう、みかん、きびなご、あおさ、など」の農水産物の加工品を製造及び販売

する小規模事業者については、関東・関西等の大消費地への販売も視野に入れ、地域

ブランドを発信する付加価値の高い商品開発と販路開拓を支援する。 

 

   （ア）商談会・物産展への出店による販路開拓支援 

     地域資源を活用した商品を販売する小規模事業者や、これから商品開発を目

指す事業者を中心に、経営指導員がヒアリング調査を行って魅力的な商品をリ

ストアップする。これにより、販路開拓が見込まれる事業所の掘り起しを行い、

商談会や物産展への参加提案を行う。また、事業者の出展に際しては、薩摩川
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内市や㈱薩摩川内市観光物産協会と連携し金銭的支援や人的支援を受けること

で、小規模事業者の出展に関するハードルを下げることに努める。 

     出展される小規模事業者に対しては、関連機関への行政手続き、商品のブラ

ッシュアップ、ＰＯＰ等の販促ツール作成、顧客やバイヤーからの評価分析な

ど、売上に直接つながる具体的支援を行う。 

 

   （参加を予定する商談会） 

 

・そうしんまるごと食・観商談会（鹿児島県内） 

鹿児島相互信用金庫の主催で毎年開催される商談会。主として九州管内で

の販路開拓を目的として商談を支援する。食と観光のブースが全体で約１５０

ブース設置され、大手スーパー・百貨店・外食産業・食品卸関係５０社のバイ

ヤー等を対象に、ブース内での試食・試飲等のＰＲと商談を行う。 

 

・百貨店バイヤー（伊勢丹、井筒屋、山形屋等）のアテンドによる商談の仲介 

百貨店のバイヤーが薩摩川内市の商品を探しに来る商談の機会を捉え、主

として関東での販路開拓を目指して商談を支援する。 

 

   （参加を予定する物産展） 

 

    ・関西鹿児島ファンデー（京セラドーム大阪） 

   関西鹿児島県人会総連合会（会長：稲盛和夫氏）の主催で毎年開催され、

鹿児島県内の特産品製造や観光など３００事業者が出展する。関西鹿児島県

人会総連合会は出身地や出身校、居住地別につくる７９団体が加盟。ファン

デーは県出身者の交流の場にもなっており、約３万５千人の来場者で賑わう。

主に関西での販路開拓を目的として販売を支援する。 

 

（イ）アンテナショップの活用による販路開拓支援 

     ㈱薩摩川内市観光物産協会が運営するアンテナショップを、小規模事業者の

営業拠点として活用する。特に、薩摩川内市の農水産物の加工品を製造及び販

売する小規模事業者については、東京都品川区戸越銀座商店街の薩摩川内市ア

ンテナショップ「薩摩國」への出展により、関東地域への販路開拓を支援する。 

 

（営業拠点として活用するアンテナショップ） 

 ・「薩摩國」（東京都品川区戸越銀座商店街） 

㈱薩摩川内市観光物産協会が、東京都品川区戸越銀座商店街で運営する薩

摩川内アンテナショップ。関東での営業拠点として販売を支援する。 

 

・「駅市薩摩川内」（薩摩川内市中心市街地内ＪＲ川内駅に隣接） 

㈱薩摩川内市観光物産協会が、ＪＲ川内駅に隣接して運営するアンテナシ

ョップ。中心市街地での営業拠点として地元での販売を支援する。 
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（ウ）Ｗｅｂショップによる販路開拓支援 

昨今の消費者は、ＩＴを利用し商品を購入する割合が大きくなってきている。 

その為にも、販路拡大のツールとして欠かせないホームページや、既存のＷｅ

ｂショップを活用した販路開拓を支援する。 

     特に、地域資源を活用した商品を販売する小規模事業者に対しては、既存の

Ｗｅｂショップを活用して新たな販路を開拓する。具体的には、㈱薩摩川内市

観光物産協会が運営するＷｅｂサイト「薩摩川内ｗｅｂショップ『薩摩國』」や、

薩摩川内市が出展するふるさと納税サイト（ふるさとチョイス、ふるさとプレ

ミアム、楽天市場、Ｗａｗｍａ！、ＡＮＡのふるさと納税）の活用を支援する。 

 

 

（目標） 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

商 談 会 

参加企業 
0 3 3 4 5 6 

商 談 会 

成約件数 
0 3 3 4 5 6 

物 産 展 

参加企業数 
0 1 1 2 2 2 

物産展売上/社 0 12万円 15万円 15万円 18万円 18万円 

アンテナショップ 

出店企業数 
0 1 1 2 2 2 

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ売上/社 0 12万円 15万円 15万円 18万円 18万円 

Ｗｅｂショップ 

活用企業数 
0 2 2 4 4 4 

Web ｼｮｯﾌﾟ月売上/社 0 12万円 15万円 15万円 18万円 18万円 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
  

  地域経済の活性化に向けての取組みとしては、薩摩川内市、㈱薩摩川内市観光物産

協会、商店街をはじめとする関係機関と一体となり、観光資源の見直しによる観光振

興と、地域資源を活かした特産品や加工食品開発、また、飲食店の料理メニュー等を

考案、地域ブランドの創設することで地域経済活性化事業を行う。 

 

 （１）観光振興による地域経済活性化の取組み 

   観光については、高速交通網の整備や薩摩川内市が平成２１年から進めている「観

光元年宣言」による地道な活動により、入込客数は増加傾向にあるが、宿泊客数に

関しては横ばい状態である。 

そうした中、優れたスポーツ施設を多く有している当地域において取組みとして、

薩摩川内市、㈱薩摩川内市観光物産協会、旅館組合、飲食業組合など観光関連組織と

連携し、「スポーツ合宿報奨金制度」や「観光客受入施設整備促進補助金」活用した、

スポーツ合宿誘致やスポーツ大会事業を行う。 

この事業の実施にあたっては、社会人チームや大学生サークルなどの合宿誘致はも

ちろんであるが、観光業者との連携によるスポーツ大会企画やスポーツ合宿プランの

商品化を図ることが重要であり、商工会議所が市場調査を行うなど中心となり、商品

化に向けた取組みを行う。 

   スポーツ大会や合宿プランの宿泊商品の開発により、年間を通した宿泊プランの

新しい市場開拓が図られ、宿泊施設に関連する業者はもちろんであるが、お土産な

ど観光関連業者などにも波及効果がある。 

  また、平成３２年には大きなスポーツイベントとして、国内においては「東京オリ  

ンピック」、県内においては「かごしま国体」が開催されるなど、スポーツ熱の高ま

りもあり、地域経済の活性化に期待できる。 

  

 

（２）地域資源を活かした地域経済活性化の取組み 

  地域資源を活かした取組みとしては、豊富な食材資源を使用した商品の販路開拓支

援として、薩摩川内市、㈱薩摩川内市観光物産協会が管理している、川内駅に併設し

ている物産館「駅市 薩摩川内」や、昨年オープンした、川内港甑島航路ターミナル

に併設している物産館「川内とれたて市場」がある。また、今年９月、東京都品川区

の戸越銀座商店街にオープンした薩摩川内アンテナショップ「薩摩國」にて、首都圏

での物産販売を通じて、特産品ＰＲ及び市場動向などを生産者へフィードバックが行

える場所として利用できる。 

   既存商品のブラッシュアップや、新商品開発における薩摩川内市のブランドイメ

ージを統一したロゴマークやパッケージを使用することによる、販路開拓支援を一

貫した伴走型支援を実施する。指導員では解決が難しい課題については、専門家の

派遣により対応し、解決を図る。 

   また、情報発信や電子商取引に関しては、薩摩川内市が行う「薩摩國ブランドＥ
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Ｃプロジェクト事業」と連携し、観光誘客や物産販売による地域経済活性化を図る。 

 

 

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絡会議・合同講習会への参加【２回／年】 

    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に参加

することで情報交換と支援スキルの向上を図る。 

 

  （２）推薦団体連絡協議会【１回／年】 

いちき串木野、出水、阿久根、川内の４商工会議所と日本政策金融公庫川

内支店で構成される「推薦団体連絡協議会」において支援の現状や今後の取

り組みについて情報交換と支援スキルの向上を図る。 

 

  （３）創業支援ネットワーク会議【１２回／年（１回／月）】 

      薩摩川内市、薩摩川内市産業支援センター、㈱日本政策金融公庫、㈱薩摩

川内市観光物産協会、民間金融機関、薩摩川内市商工会で構成される「創業

支援ネットワーク会議」において、創業者の計画や現状について情報交換を

行い支援スキルの向上を図る。 

 

  （４）北薩よろず相談窓口【５２回／年（１回／週）】 

      鹿児島県よろず支援拠点と合同で小規模事業者の支援を行い情報交換と支

援スキルの向上を図る。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 
   

従来は、経営指導員が中小企業大学校や鹿児島県商工会議所連合会の主催する経営

指導員研修を最低限受講するものの、それらで得た知識を支援現場で十分に活かされ

ていなかった。また担当者別に経営支援をおこなっていたため経営状況等を共有する

仕組みが存在せず、支援ノウハウも共有されていなかった。さらに経営支援は経営指

導員が担当すればよいとの組織文化があり、一般職員は経営支援に関心をもっていな

い状況であった。 

本計画により以下の取組みを実践することで、経営指導員の支援能力向上や支援ノ

ウハウ等共有と合わせ、一般職員の意識改革を含めた人材育成を図り、もって組織的

支援能力の向上を図る。 

 

＜基本的考え方＞ 

外部研修のみならず自所の主催するセミナー担当、専門家を交えた経営相談、専門

家派遣事業の帯同、あるいはＴＶや雑誌・インターネット等で得られた情報について
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考察することなど、これらすべてを資質向上のための学習体験としてとらえる。これ

ら学習体験を放置することなく後述する「学習報告書」に表出化することで、得られ

た知見の定着を図る。また、支援対象企業の経営課題の分析・抽出を基に、解決策と

今後の支援目標の内容を整理した「経営状況把握シート」を作成することで、支援内

容の共有化及び支援スキルの向上を図る。この「学習報告書」と「経営状況把握シー

ト」を共有する場を設け、知見の連結化を促し、次の学習機会に内面化・共有化する

知識創造サイクルを機能させる。 

以下を実施することで、経営指導員については次を目指す。 

※ ヒアリングや外部情報収集等により、支援対象企業の経営問題を正しく定義でき、

課題を抽出できること 

※ 課題解決策を考案（課題によっては、ふさわしい専門家や他の支援機関を選別）で

きること 

※ 上記経営問題や課題および解決策について、説得力をもって当該事業者に提示でき

ること 

 

また共有の場である「経営支援学習会」は、次の実現を図る。 

※ 支援ノウハウや経営状況の分析結果等を共有する場であること 

※ 同時に支援ノウハウの学習の場であること 

※ 意識改革まで含めた人材育成システムとして機能すること 

 

（１）経営指導員は日本商工会議所や中小企業大学校、中小機構等が実施する、問題発

見・課題抽出法やマーケティング論等の理論研修や事例報告会等に年一回以上受講

し、小規模事業者の売上げや利益確保を重視した学習をおこなう。受講後は習得し

た内容を整理した「学習報告書」を作成する。また自所主催セミナーを担当した際

には、受付等の事務局業務だけではなく出席者と一緒に聴講し、その内容を整理し

た「学習報告書」を作成する。さらに専門家による経営相談への同席および専門家

派遣業務への帯同を積極的に推進し、実施後には同様に「学習報告書」を作成する。

さらに、支援対象企業の経営課題の分析・抽出を基に、解決策と今後の支援目標の

内容を整理した「経営分析報告書」を作成する。 

 

（２）一般職員はＴＶ / 雑誌 / インターネット等から得られた小規模事業者の経営に

資することが期待できる興味深い情報を考察し「学習報告書」を作成する。また自

所主催セミナーを担当した場合も、経営指導員同様に「学習報告書」を作成する。 

 

（３）「学習報告書」はＡ４一枚に、実施内容（受講内容や考察内容）概略、得られた知

見や気付き、該当する理論、 所感を定型様式に記入したものとする。得られた知見

や気付きには、専門家から得られたヒアリングや説得力ある 提示法などのコミュニ

ケーション・スキル等に関するものも含める。「経営分析報告書」はＡ４一枚に、経

営分析の内容、抽出された課題、今後の支援方針・目標を定型様式に記入したもの

とする。 

 

（４）「学習報告書」及び「経営分析報告書」から個々に得られた知見を共有する場とし



- 24 - 
 

て「経営支援学習会」を毎月１回、２時間程度開催する。経営指導員は毎回、一般

職員は輪番制により交代で出席するものとする。「経営支援学習会」においては、そ

れぞれ作成した「学習報告書」および経営状況の分析結果等の共有を図る。 
 
 ＜目標＞  

 

 

Ⅲ．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

討を行う。 

① 内部検討会議 

構成員は専務理事、事務局長、経営指導員、経営支援員で組織し、年１回事業の評価・

見直しの方針を検討する。 

② 事業評価検討会議 

内部検討会議のメンバーに管内中小企業診断士等の外部有識者を加え事業の実施状

況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、執行部へ報告し、承認を受ける。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果をホームページで公表する。 

 
項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営指導員一人あたりの 
学習報告書作成枚数 0 1 2 3 4 4 

経営指導員一人あたりの 
経営分析報告書作成枚数 0 1 2 3 4 4 

一般職員一人あたりの 
学習報告書作成枚数 0 1 1 1 1 1 
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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 

 

（平成 30年 4月現在） 

 

（１）組織体制 

  経営発達支援事業の実務担当としては、経営指導員４名と経営支援員４名が中心と

なり進めていく。 

 

 

【支援体制：中小企業相談部 ８名】 

   ・相談所長   １名  

   ・係長     １名  

   ・経営指導員  ２名 

   ・経営支援員  ４名 

 

 

【全体組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

   〒895-0052  

住 所：鹿児島県薩摩川内市神田町 3-25 

   ＴＥＬ：０９９６－２２‐２２６７ 

   ＦＡＸ：０９９６－２２‐２２６９ 

   ＵＲＬ：http://sendai-cci.jp/ 

       

 

会 頭 
 1 名 

副会頭 
3 名 

名誉会頭 
 1 名 

監 事 
3 名 

常議員 
26 名 

専務理事 
 1 名 

議員 
50 名 

事務局長 
  1 名 

中小企業

相談部 
8 名 

総務部 
6 名 
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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 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

小規模企業対

策事業費 

1.経営動向調

査費 

 

2.経営分析・

需要動向調査

費 

 

3.事業計画の

策定実施事業 

 

4.販路開拓支

援事業 

 

5.地域活性化

事業 

 

 

100 

 

 

500 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 
まちじゅう美術館 

200 
 

 

 

 

 

 

100 

 

 

500 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 
まちじゅう美術館 

200 
 

 

 

 

 

 

100 

 

 

500 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 
まちじゅう美術館 

200 
 

 

 

 

 

 

100 

 

 

500 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 
まちじゅう美術館 

200 
 

 

 

 

 

 

100 

 

 

500 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 
まちじゅう美術館 

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 

1.経営動向調査費     ：中小企業相談所の事業収入により調達 

2.経営分析・需要動向調査費：県補助金、参加費 

3.事業計画の策定実施事業 ：県補助金、事業収入、参加費 

4.販路開拓支援事業    ：事業収入 

5.地域活性化事業     ：事業収入、市補助金 

（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 

Ⅱ．経営状況の分析に関すること 

Ⅲ．事業計画策定支援に関すること 

Ⅳ．事業計画策定後の実施支援 

連携者及びその役割 

・団体名：鹿児島県商工労働水産部 部長 田﨑 寛二 

 住 所：鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０－１ 

 役 割：小規模事業者の各種情報の提供 

 

・団体名：鹿児島県商工会議所連合会 会長 岩崎 芳太郎 

 住 所：鹿児島県鹿児島市東千石町１－３８ 

 役 割：国・県からの各種イベント、補助事業の情報交換・エキスパートバンク事業 

     の専門家派遣による支援 

 

・団体名：ミラサポ 

 役 割：全国規模による専門家派遣による支援 

 

・団体名：よろず支援拠点 コーディネーター 加藤 剛 

 住 所：鹿児島県鹿児島市名山町９－１（かごしま産業支援センター） 

 役 割：経営革新・売上拡大等の経営上あらゆる相談に対応 

 

連携体制図等 

 

 

 

 
川内商工会議所 

 
よろず支援拠点 

 
ミラサポ 

 
鹿児島県 

 
鹿児島県商工 
会議所連合会 

各種情報提供 

情報依頼 

エキスパート依頼 

専門家派遣 

各種情報提供 

経営相談 

専門相談 

専門家派遣 
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連携する内容 

Ⅴ.需要動向調査に関すること 

  

連携者及びその役割 

・団体名：鹿児島県商工会議所連合会 会長 岩崎 芳太郎 

 住 所：鹿児島県鹿児島市東千石町１－３８ 

 役 割：国・県からの各種イベント、補助事業の情報交換・エキスパートバンク事業 

     の専門家派遣による支援 

 

・団体名：ミラサポ 

 役 割：全国規模による専門家派遣による支援 

 

・団体名：よろず支援拠点 コーディネーター 加藤 剛 

 住 所：鹿児島県鹿児島市名山町９－１（かごしま産業支援センター） 

 役 割：経営革新・売上拡大等の経営上あらゆる相談に対応 

 

・団体名：中小企業基盤整備機構九州本部南九州事務所 事務所長 山脇 修 

 住 所：鹿児島県鹿児島市東千石町１－３８鹿商ビル６F 

 役 割：各分野の専門家により、幅広い分野の経営課題について相談 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 
川内商工会議所 

 
よろず支援拠点 

 
ミラサポ 

中小企業基盤整備

機構九州本部南九

州事務所 

 
鹿児島県商工 
会議所連合会 

専門家派遣 

専門的相談 

エキスパート依頼 

専門家派遣 

各種情報提供 

経営相談 

専門相談 

専門家派遣 
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