
経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 
阿久根商工会議所（法人番号６３４０００５００５１２９ ） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目 標 

 

経営発達支援事業の目標 

(１)新規創業・事業承継の支援 

(２)小規模事業者の事業計画に沿った経営の推進及び支援 

(３)職員の資質向上の取組、支援体制の整備 

(４)阿久根のブランド力向上による交流人口増の取組 

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】 

・ 管内小規模事業者の景気動向調査を実施し分析したものを小規模事業

者へ巡回や窓口相談、会報、ＨＰにより情報提供する。 

・ 各関係機関が公表する地域経済動向調査を参考に分析したものを、小規

模事業者へ巡回や窓口相談、会報、ＨＰにより情報提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

・ 小規模事業者に対して、経営分析の重要性を周知・啓蒙し、分析を行う

上で経営分析シートを用い、内部環境分析、外部環境分析、財務分析を

行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・ 阿久根市、日本政策金融公庫等と連携し新規創業者の掘り起こしを行

い、個別相談及び新規創業セミナーの開催により支援する。 

・ 事業承継予定者の掘り起こしを行い、個別相談及び事業計画策定セミナ

ーの開催により支援する。 

・ 小規模事業者に対して事業計画書の必要性の周知し、個別相談及び事業

計画策定セミナーの実施により、事業計画策定支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・ 事業計画策定後のフォローアップの強化 

・ 国・県・市などの各種支援施策等に関する支援 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

・ 阿久根うに丼まつりで食のアンケート調査の実施支援 
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】 

・ 商談会、即売会において商談・成約率を上げるための研究会の実施 

・ 商談会、即売会の周知及び実地支援 

・ ホームページ作成・分析・活用セミナーの開催 

 

Ⅱ．地域活性化に資する取組 

・ あくねみどこい祭り・うに丼まつり・伊勢えび祭り・阿久根市産業祭開

催における流入人口拡大支援 

 

連絡先 

鹿児島県阿久根市大丸町１６番地 

阿久根商工会議所 中小企業相談所 

電話番号    ０９９６－７２－１１８５ 

ファックス番号 ０９９６－７２－１１８６ 

代表メール   daihyou@akune-cci.or.jp 

mailto:daihyou@akune-cci.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 

 

Ⅰ．阿久根市の現状 

 １．阿久根市の概要 

   当所が立地する阿久根市は昭和２７年に市制施行され、昭和３０年に三笠町と合

併し、現在の阿久根市が誕生した。総面積は、１３４．４平方キロメートルで、鹿

児島県の北西部に位置し、南北に長い形状をしており県指定名勝の牛之浜景勝地、

日本三大急潮の黒之瀬戸などが観られる風光明媚で温暖な土地である。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (県指定名勝の牛之浜景勝地) 

 

 

２．阿久根市における人口・生産年齢等人口・世帯数の推移 

   当市は、昭和２５年の４１,０００人をピークに平成２７年にはおよそ半数の 

  ２１，０００人余りに減少している。(図表１)なお、需要と供給の鍵を握る世帯数

及び生産年齢人口(１８歳～６５歳未満)も少子高齢化に伴い減少し、近年には全体

見ると２人に 1人が６５歳以上となり、かなり深刻化している。 

   

図表１－阿久根市の人口推移 (単位：人)                               

区 分 昭和 25年 平成 2年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

人  口 41,344 27,869 25,072 23,154 21,198 

(65 歳以上人口) ― 5,865 8,206 8,125 8,167 

(生産年齢人口) 
15歳以上～64歳未満 

― 17,072 13,515 12,370 10,726 

世 帯 数 8,182 10,122 10,177 9,830 9,196 

世帯当たり人員 5.05 2.75 2.46 2.36 2.31 

阿久根市 
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３．阿久根市の産業 

 阿久根市は、古くから漁業、農業の第一次産業を基幹産業とし、主立っては漁港

の街として栄え、毎朝のように水揚げされる青物などの鮮魚を活かした食品関連の

卸小売・水産加工等の事業を中心に発展してきた。 

魚種はなかでも、アジ(写真１)・サバ等の回遊性の各種浮魚に恵まれているほか、

磯や瀬付の魚種も多様である。農産物は、米・さつま芋等の普通作物、実えんどう・

そらまめ等の園芸作物や温州みかん・ボンタン(写真２)等の柑橘果樹が主体であり、

黄色で大きな実が特徴であるボンタンは、江戸時代に中国から阿久根市に伝えられ

たと言われ、長年の歴史もある。当市が制作した「アクネ うまいネ 自然だネ」(写

真３)の統一ブランドマークを活用し、阿久根市特有の水産農産から生まれた様ざま

な特産品及び観光のＰＲを図っており、地元食材をそのまま活かしたうに丼(写真

４)や伊勢えび料理のイベントを実施し、「食のまち阿久根」としてのイメージ向上

に努めている。また、大手企業の食肉加工会社も立地し、畜産業に関してもこの度、

第１１回全国和牛能力共進会※で日本一になった鹿児島黒牛ブランドの肥育牛等の

生産農家も複数いる。 

第二次産業は、県内でも高速交通体系の遅れから大消費地に遠いなど、立地条件 

に不利な面が多いものの、阿久根港の魚類を使った水産加工品の食品製造業をはじ

め食肉・金属加工・電子部品等が中心となっている。 

 第三次産業は、平成９年開店の地元大型２４時間スーパー（ＡＺ※）をはじめ、

最近は、街の郊外にチェーン展開のドラッグスーパー、コンビニエンスストアなど

が台頭して、商店街、その他小規模事業者は対抗できず遅れをとっており、主に売

上不振、事業主の高齢化、後継者不足などの理由から事業廃止され、年々減少して

いる状況である。 

  

写真１．あくねブランドの華アジ 写真２．特産のぼんたん 
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写真３．阿久根市ブランドマーク 写真４．うに丼 
※第１１回全国和牛能力共進会・・・全国和牛登録協会が主催する種牛、肉牛の部で全国 1位を決 

める 5年に 1度の全国大会。 

※ＡＺ・・・昭和 56年に前身のマキオホームセンター設立、㈱マキオに変更後、平成 9 年に売場 

面積 11,650 ㎡、駐車台数 1,200台の 24 時間大型スーパーセンターを開業、現在まで 

に鹿児島県内に川辺店、隼人店を出店拡大され、様々なサービスを展開。 

 

 

Ⅱ．小規模事業者の現状と課題 

１．小規模事業者の現状 

  商工業者の詳細については、当所が調査した平成２８年１２月末時点の総商工業

者数は、１，１４２事業所、うち小規模事業者数１，０２９事業所と 約９０．１％

の大多数を小規模事業者が占めている状況 である。なお、商工業者数は平成１０年

からすると平成２８年までにおよそ３００事業者減少しているが（図表２）、平成２

５年と比較すると主に医療・福祉関連、飲食業等のサービス業、太陽光発電事業な

どの新規創業があり、何とか現状維持できている。 

  

  図表２－ 管内商工業者数の推移 (単位：事業者数) 

   
             （阿久根商工会議所調査：平成２８年１２月末時点） 
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また、業種内訳については当所管内においては平成２０年から平成２８年の８年

間でおよそ５０者ほど減少した卸・小売業を中心に３次産業の比率が７０％を占め

高く、ほとんどが地域密着型の小規模事業者等が多数を占めている(図表３)。なお、 

産業別従業者については、一次、二次産業は減少している。(図表４) 

   

  図表３－産業別・業種別事業者数の内訳 (単位：事業者数) 

産業別 業   種 
平成２０年度 平成２８年度 

増減率※ 
商工業者数 内小規模事業者数 商工業者数 内小規模事業者数 

一次 

産業 

農林・漁業 １２ ８ １５ １０ 
↑25% 

小  計 １２ ８ １５ １０ 

二次 

産業 

建設業 １９９ １９０ １９１ １８２ 

↓3.6% 
製造業 １３７ １１５ １２７ １０２ 

電気・ガス・熱供給・

水道業 
２ ２ １２ １２ 

小  計 ３３８ ３０７ ３３０ ２９６ 

三次 

産業 

運輸業・郵便業 ３７ ３０ ３５ ２９ 

↓2.2% 

卸売業・小売業 ３６５ ３３３ ３１５ ２８６ 

金融業・保険業 １５ １３ １４ １０ 

不動産業・物品賃貸業 ３９ ３９ ５２ ５１ 
宿泊業・ 

飲食サービス業 
１２８ １１７ １３９ １２７ 

教育・学習支援業 ７ ６ １３ １１ 

医療・福祉 １９ １９ ２６ ２５ 

複合サービス事業 ４ ３ ４ ３ 

その他サービス業 １９８ １７９ １９９ １８１ 

小  計 ８１２ ７３９ ７９７ ７２３ 

合 計 １，１６２ １，０５４ １，１４２ １，０２９ ↓2.4% 

                 （阿久根商工会議所調査：平成２８年１２月末時点） 

※図表３の増減率は、平成２０年度と平成２８年度の小規模事業者数を比較したもの。 

 

 

図表４－産業別事業所の従業者数の内訳 (単位:人) 

 

産業別 
平成２１年 平成２４年 平成２６年 ２４年比率 

一次産業 ２６３ ２４１ ２２２ ９２．１％ 

二次産業 ２，６３３ ２，６４６ ２，５８２ ９７．５％ 

三次産業 ６，３０９ ６，１４３ ６，２４６ １０１．６％ 

合  計 ９，２０５ ９，０３０ ９，０５０ １００．２％ 

（平成２１年、２４年、２６年経済センサス基礎調査） 

 

 

 

年次別 
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２．商業の年間販売額の推移 

 平成２６年における当市の商業の年間商品販売額は２９３．６億円。平成６年以 

降の調査のなかで最も大きい平成６年度に比べると７０％の水準まで減少。 

(図表５)直近と７年前の平成１９年度調査を比べると、マイナス８％で約２５億円 

の減少である。なお、平成１１年の大きな増加はＡＺスーパーセンターによるもの。 

 

図表５―商業の年間販売額の推移（単位：億円）                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(経済産業省 商業統計より) 

 

３．小規模事業者の課題 

 巡回・窓口指導等において事業の継続について伺ってみると、継続したい、また 

はわからないと答えた事業者が約３割、事業廃止を考えていると答えた事業者は約 

７割でその理由については、売上不振(顧客離れ、高齢化、大型店の進出、ＪＲの 

撤退等による)、後継者がいない、事業主本人の高齢化などを理由に 自分の代で事 

業廃止を考えている小規模事業者がほとんどを占めていることがわかった。 

そのことから分かる総体的な小規模事業者の課題は、下記のとおりである。 

(１)売上不振による商工業者(小規模事業者等)の減少 

(２)人口減少及び高齢化による人材不足 

 (３)事業存続における後継者不足 

(４)計画性に乏しい事業実施 

(５)大型店に対抗する問題提起・商品力・サービス力向上の意識の低さ 

 

Ⅲ．阿久根商工会議所のこれまでの取組 

 １．当所のこれまでの取組 

当所は阿久根市全域を管内とし、経営改善普及事業、会員サービス事業のほか、

共通商品券事業や実行委員会組織で行っている阿久根みどこい祭り、商店街を中心

とした「はな・ＨＡＮＡ・華まつり」、地域資源を活用した「うに丼祭り」「伊勢え

落込みが深刻 
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びまつり」などの周期的なイベント等に協力・実施し、地域の連携、消費拡大、中

心市街地を基点とした活性化事業に取組んでいる。 
  ※はな・ＨＡＮＡ・華まつり・・・市と商工会議所、商店街が連携し、ゴールデンウィークに

商店街や、空き店舗、商工会議所を活用し、商店街に人を呼び戻すイベントを実施。 

   

２．当所の課題 

当所の抱える課題を整理すると、下記のようなことが考えられる。今回の経営発

達支援計画の実施を通じて、小規模事業者の課題解決を図るために、「事業計画に基

づく経営の推進、新たな需要開拓に向けた支援、新事業展開や高付加価値化の支援

など、小規模事業者の売上の増加や利益の確保に直結する小規模事業者支援」に軸

足をシフトし、地域の小規模事業者等に頼られる支援体制づくりの強化を図ってい

く必要がある。 

   

(１)限定的ではあるが、職員が各々で地域の消費動向、景況等を把握してはいるも 

のの、経営支援に活かされていない。また、経営支援等に関する情報共有が充 

分に図られていない。 

  (２)職員が組織として経営支援に取組むことの意識の低さと個々の支援能力のレ 

ベルアップ。 

(３)会員以外の小規模事業者等への経営改善普及事業が充分に行えていない。 

  (４)県、市、金融機関などの支援機関と連携が充分図れていない。 

(５)商工業者が必要とする有力な情報を会報、ホームページで提供出来ていない。 

 

Ⅳ．中長期的な振興のあり方(１０年先を見据えて) 

   阿久根市は、目指すべき将来像について、「阿久根市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」にて以下のように定めている。 
   人口ビジョンでは、本市の人口を、２０６０年に約１２，６００人と展望している。 

総合戦略では、人口の自然減対策と社会減対策を基本とし、本市の人口の長期的な安定 

性の確保を図るものとする。この将来展望を踏まえ、①地方における安定した雇用を創 

出する(※)、②地方への新しいひとの流れをつくる、③若い世代の結婚・出産・子育て 

の希望をかなえる、④時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守ると共に、地域と 

地域を連携する、この４つを基本目標とし、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

をめざす。としている。 

※商工業の振興施策としては、①地元商工業者の育成、支援事業(新規創業)、②後継者 

 育成支援事業(事業承継)、③産学官金連携事業を掲げている。 
  

  そこで当所は、今後も 地域資源を強みとした「食」関連の産業の底上げ と新規創

業・事業承継支援の取組を、市と方向性を一にしつつ、産業振興施策の実行に協力

する。 
  

１．当所が見据える中長期的なあり方(１０年先を見据えて) 

（１）新規創業及び第２創業の活発化がなされている。 

（２）事業承継が相談しやすい、支援機関の体制づくりがなされている。 

（３）小規模事業者が自らＰＤＣＡサイクルを回し、地域のビジネスモデルとなっ 

ている。 
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（４）職員が職種を問わず、経営支援の対応力の向上が図られている。 

（５）会員・非会員問わず、濃密な情報提供が周期的に図られている。 

（６）食関連産業が活性化し、市内外を問わず注目を浴びている。 

 

Ⅴ．阿久根商工会議所の経営発達支援事業の目標と方針 

   当市の、商工業の中長期な振興のあり方を踏まえ、経営発達支援事業の目標と方

針は次のとおりとする。 
 

１．新規創業・事業承継の支援 

 目標 新規創業及び事業承継者に対し支援を行い、地域の小規模事業者の減少に歯止

めを掛ける。 

     

方針 新規創業や第２創業の希望者に対して、基礎的なビジネススキルの習得や金融 

の斡旋の他、売上拡大に繋がる支援を実施する。事業継続・承継等に悩む事業 

者に対しては、名義変更等の初歩的な手続は当所で支援し、Ｍ＆Ａ等の高度な 

支援は専門家を派遣もしくは事業承継センターを紹介し対応する。 
  ※Ｍ＆Ａ・・・企業買収、事業譲渡等のこと 

 

 ２．小規模事業者の事業計画に沿った経営の推進及び支援 

 目標 事業計画策定により、大型店との競合に負けない競争力ある企業の育成及び発

掘に取り組む。 

     

方針 郊外型チェーン店の進出、大型店等による競争の激化に対し、小規模事業者の 

   経営計画策定支援の推進・強化を図る上で、地域の情報の収集、調査分析を行 

い当該情報・分析結果を提供し、自らがＰＤＣＡサイクルを回すことが出来る 

ような小規模事業者を増やす。また、策定した事業計画書を活用し、様々な補 

助金の申請等にも役立てることで、小規模事業者の発展に資する支援を実施す 

る。 
 

 ３．経営指導員等の資質向上の取組、支援体制の整備 

 目標 商工会議所の職員全員が事業計画策定・税務・金融・創業・事業承継といった

各支援における幅広い知識が求められるため、職員一人一人の資質向上に取り

組み、地域の支援機関としての全体的な底上げを図る。また、取得した情報や

支援ノウハウは組織内で共有する体制を整備する。  

     

方針 職員の知識・支援ノウハウにおける資質向上のため、所内研修及び外部研修に 

積極的に参加し、研修で得た支援事例や外部情報、また、小規模事業者の抱え 

る課題やこれまでの支援履歴、指導ノウハウといった情報を共有し、地域の支 

援機関としての全体的な底上げを図り、あらゆる経営相談にワンストップで対 

応できる仕組みを整備する。  
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４．阿久根のブランド力向上による交流人口増の取組 

 目標 魅力ある食の開発と、地域資源を強みとした食の情報発信により交流人口の増

加を図る。 

     

方針 阿久根市のまちひとしごと創生戦略の重点目標としている「まちを「うまい」 

で満たし、「うまい」を広める取組」に準じて地域イベント、商工業者の育成 

事業に参画し、主に地域資源を活用した商品の開発及び販路開拓に資する支援 

を行う他、うに丼まつりのメニュー開発を行い、「食のまち阿久根」のＰＲと 

流入人口増を図る。 

 

商工業のこれまでの状況と課題を踏まえ、小規模事業者等に対しての支援を鹿児

島県、阿久根市、地元金融機関、よろず支援拠点等の支援機関と連携を行い、小規

模事業者の事業計画策定、実行支援、消費者ニーズやトレンドの把握と商品開発並

びに販路開拓支援、創業支援、事業承継支援等の取組を実施し、続ける経営、生ま

れる経営のための下支え役を担い、地域の活性化に貢献する。 

なお、同時に経営発達支援事業が継続し、順調に実施されるよう職員能力の向上

や情報・ノウハウの共有を図り、小規模事業者等支援機関としての体制強化を図る。 

また、地域経済の活性化に関しては地域資源を活かした活性化に資する取組とし

て、市のまち・ひと・しごと総合戦略の重点目標としているまちを「うまい」で満

たし、「うまい」を広める取組に準じて、「販路開拓・拡大支援、飲食店魅力向上事

業、「食」のイベント開催」なども同様に県・市をはじめ観光連盟などの関係団体と

連携を図りながら取り組んでいく。 
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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） 

 

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） 

これまで、空き店舗調査を年に１度、消費者購買動向調査を３年に１度実施して 

  きた。この他、巡回訪問・窓口相談時に業況等について生の声を聞いている。 

しかしながら、調査と県への報告のみで終わり、これまで事業者の指導・施策へ 

の活用は行っていない。 

また、これまでも地域の経済状況を充分に把握できていなかったため、地域の経 

済活動のために情報を提供出来ていなかった。 

今後、小規模事業者等が、事業計画策定に際して欠かすことの出来ない地域経済

の動向について、各調査機関が提供する情報の中から抽出し整理・分析をした上で

提供する必要がある。 

 

（事業内容） 

（１）管内小規模事業者の景気動向調査(新規) 

 管内の景気動向等について、より詳細な実態を把握するために、独自に管内小規模 

事業者の景気動向について調査分析を年１回行う。 

【調査対象】管内小規模事業者 50社（製造業・建設業・卸小売業・飲食業・サー 

ビス業から各 10社ずつ） 

 【調査項目】売上額・仕入価格・経常利益・資金繰り・雇用状況・設備投資等 

 【調査手法】調査票を巡回・窓口において、経営指導員等がヒアリングを行う。 

 【分析手法】経営指導員が主体となって分析を行う。 

   

（２）各種統計調査の活用(新規) 

上記独自調査と併せ、効率的な経済活性化を目指すために必要な情報を収集し、経

営指導員が分析したものを小規模事業者が経営力の向上に必要な経営計画の策定や、

補助事業の資料として活用できるように整理し提供する。なお、下記のとおり調査機

関ごとに収集したものを年２回行う。 

 

①中小企業庁(中小企業景況調査) 

・日本全国の中小企業を対象とし、中小企業の景況を把握、経営の診断・情報提供・ 

事業の企画立案に寄与する項目を分析する。 

    

  ②内閣府(地域経済分析システム) 

・地域のお金の流れを生産・分配・支出の三段階で見える化し、経済状況が把握出 

来る、まち・ひと・しごと創生本部の地域経済分析システム(ＲＥＳＡＳ)を活用 

し、人の流れや地域が何で稼いでいるのか等を分析する。 
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③鹿児島総合経済研究所(県内企業業況調査) 

・鹿児島県内の企業業況の詳細な実態を把握し、経営の診断・情報提供・事業の企 

画立案に寄与する項目を分析する。 

 

【分析手法】経営指導員が主体となって分析を行う。 

   

 （成果の活用） 

  各種調査・分析結果をエクセル・ＰＤＦ等を活用し報告書形式にして、常に小規模

事業者が地域経済の状況を把握できるよう、当所ホームページや会報で公表する。 

また、分析した情報を職員で共有し、窓口相談や巡回訪問時にも、経営分析や事業

計画書作成のための基礎資料として活用・情報提供する。 

 

(目標) 

  実施内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(１) 管内小規模事業者の景気動 

向調査結果公表回数 
未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

(２)各種統計調査の分析・公表回 

  数 
未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

   

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  (現状と課題) 

  現状では、小規模持続化補助金、ものづくり補助金などの補助金申請支援、日本政

策金融公庫小規模事業者経営改善資金等融資斡旋時、専門家派遣制度時にしか経営状

況の分析を行っていない。また、多くの小規模事業者が経営状況の分析を実施するこ

とに対して必要性や認識が薄い。当所が、小規模事業者の経営状況を伺う際は、共通

のツールがなく職員がそれぞれ独自に聴き取りしている状況である。このため、職員

のスキルや経験により、収集した内容にバラつきや不足が生じている。 

  課題として、小規模事業者は己の経営感覚に頼る経営が多いため、「経営状況の分

析の必要性」を周知していくことが肝要である。また、当所が一定レベルの支援スキ

ルを保持するために、職員間の共通ツール(経営分析シート)を用いて経営状況の把握

を行い、小規模事業者の強み・弱み・機会・脅威を認識していく必要がある。 

 

(事業内容) 

 経営分析シートを活用した小規模事業者の経営分析(既存拡充) 

①経営分析対象者の発掘、抽出方法 

  補助金支援関連、巡回訪問や窓口相談等、金融支援等を通じて、経営状況の把握と

分析を行い、事業計画の策定の重要性を認識してもらい、事業計画の策定支援を伴走

型で実施する。また、事業計画の策定において「自社の経営分析(診断)、今やらずに

いつやるの？！自社の置かれている状況をしっかり把握しよう！」など、キャッチフ

レーズを掲げ重要性を訴え、認識してもらうと共に関心を持つ小規模事業者を地道に
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増やしながら、広く周知・啓蒙していく。 

 

②経営分析の方法・手段 

  巡回訪問、窓口相談時における経営分析シート(図表５)を活用した経営状況の収

集、把握を行い、小規模事業者の内部環境分析（強み・弱み）、外部環境分析（機会・

脅威）を用いた分析を行う。財務分析においては決算書のデータから中小機構がホー

ムページで提供している「自己診断システム」（図表６）を活用して財務分析を行う。     

また、ベンチマークとして経営指標は「鹿児島県の経営指標」※を用いて活用する。 
 ※「鹿児島県の経営指標」とは、鹿児島県が毎年１回、県内の 中小企業数千社の前期決算時点の財務

データを基に、財務諸表と経営指標について、それぞれ売上高、純利益額など 59 項目にわたる数値

を業種ごとにまとめたものです。 

 

  図表５－経営分析シート 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 図表６－中小機構の経営自己診断システム 
 

  
         中小機構の経営自己診断システムの活用 
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③経営分析の内容 

  財務諸表(損益計算書、貸借対照表)による、収益性・安全性・資金繰り分析の財務

分析、またその会社の「強み・弱み・機会・脅威」を整理するＳＷＯＴ分析※等を中

心に実施し、分析が上手く進まない場合は他の職員でフォローする。 
※ＳＷＯＴ分析とは、外部環境や内部環境を強み、弱み、機会、脅威の４つの項目で分析し事業環境変化に対応

した経営資源の最適活用を図る経営戦略策定方法に用いられるものです。 

 

④経営分析結果の活用方法 

経営状況の分析結果を当該事業者にフィードバックするとともに、経営状況の客観

的分析により、今後のあるべき事業の方向性と具体的な経営課題の抽出を行い、課題

解決に向けた支援を実施する。 

(目標) 

実施内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析件数 １３社 ３６社 ３６社 ３６社 ３６社 ３６社 

  

(効果) 

  経営分析を行うことで、小規模事業者が財務状況や自社の強み・弱みをしっかりと

把握でき、それにより事業計画の必要性を感じることができ、事業計画書の策定をす

る意識が高まる。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(現状と課題) 

  小規模事業者が自ら事業計画の策定をしているケースは少なく、当所においても事

業計画策定支援は創業補助金や創業融資の申込時、経営革新計画策定時、ものづくり

補助金、小規模事業者持続化補助金など事業者からの要望に応え作成支援している状

況である。また、現在ほとんどの小規模事業者は事業計画の策定自体に取組むことが

難しく、無くても困らないと言った旧以前の考え方から積極的に取組む事業者は極僅 

かであり、事業承継の相談については、ほとんどが事業主の死去、病気などの何らか

の事象が発生してからの相談がほとんどである。 

  課題として、事業計画書の作成の必要性を認識してもらえるように補助金活用はも

とより、経営革新、経営力強化支援などの中小企業施策に関心を示してもらうために

巡回訪問・窓口相談、また経営セミナーを開催し、事業計画書の作成の重要性に感心

を示してもらい一人でも多く計画策定ができるように推進し、事業承継にあたって

は、時間に余裕を持った早めの準備が必要であることを周知し、１つでも多くの事業

所の継続を推進していく必要がある。 

 

(事業内容) 

(１)新規創業・事業承継予定者・事業計画策定事業者の掘り起こしと広報強化(新規) 

  新規創業者の掘り起こしについては、創業支援ネットワークで連携し、広報・受入

体制を整えている状況であるが、創業に関する金融、補助金などの情報を当所ホーム

ページにて提供し、新規創業者の発掘を行う。 
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事業承継の課題を抱えている事業者の掘り起こしについては、経営指導員等が巡回

の際に啓蒙を図り事業承継診断票(図表７)などを活用して発掘を行う。また、上記「２．

経営状況の分析」で実施した経営状況分析事業者や事業承継の検討が必要と思う事業

者へ事業計画策定セミナーの案内を行うとともに、当所のホームページや会報を活用

し、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。 

 

  図表７－事業承継診断票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)新規創業セミナー及び事業計画策定セミナーの開催(既存拡充) 

  新規創業セミナーを年１回開催することで、新たに創業する方またはしたいと考え

ている方の創業への可能性・成功性を高めたい。 

また、事業承継を予定する事業者、事業計画の策定を目指す事業者に対し事業計画

策定セミナーを年に１回開催することで、小規模事業者に事業計画の必要性、重要性

の理解を促す。なお、新規創業セミナー、事業計画策定セミナーでは当所が実施する

１．地域の経済動向調査に関することで収集した経済動向調査の結果を活用し、２．

経営状況の分析に関することで分析した小規模事業者を対象に、小規模事業者が直面

する課題或いは機会を見据え、事業計画の課題、目標を設定する。 

 

(３)事業計画の策定支援(既存拡充) 

  職員が前述のセミナーにより多く参加し、支援に対する意識を持って事業計画の策

定支援を継続していく。策定の方法に関しては新規創業者に対しては、創業セミナー

で作成する事業計画書をそのまま活用し、本来の事業計画策定を支援する。また、日々

の事業計画策定支援については、巡回・窓口相談にて行い、中小機構が提供している

「経営計画つくるくん」等を活用し、事業計画策定支援を行う。 
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(目標) 

 

(効果) 

新規創業セミナーは、創業したいと思う方の自信や計画性の向上に繋げることがで

きる。また、事業計画策定セミナーは、小規模事業者が事業計画策定の必要性につい

て理解を深めることができ、事業計画策定が身近なものになるため、経営指導員等の

支援の実効性が高められ、各種補助金申請周知及び支援の土台づくりとなる。 

 

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) 

  現状は、金融実行支援、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金における採

択後の金融や補助事業だけの支援に留まっており、継続した事業計画の実行支援には

取組めていない。 

課題として、事業者の事業計画策定後の支援に取組んでいけるよう計画を立て、巡

回等で定期的な支援を実施し、事業計画の実行支援、新たな課題の取組等による計画

の変更など、策定した事業計画が円滑に進められるよう支援することが必要である。 

 

(事業内容) 

(１)事業計画策定後のフォローアップの強化(新規) 

  上記「３．事業計画策定支援に関すること」により、新規創業及び事業承継等の事 

業計画を策定した 全ての事業所を対象 とし、経営指導員等が概ね 四半期に一度の頻

度 で、事業計画策定支援後のイメージ(図表８)（Ａ実行支援⇒Ｂ実行後支援⇒Ｃ確認

支援）のカテゴリー別に進捗状況を管理し、巡回訪問・窓口相談により定期的なフォ

ローアップ、成果のフィードバックを行い、必要に応じて専門家を派遣、計画の変更

等まで一貫して支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

新規創業セミナー開催回数 ０回 １回 １回 １回 １回 １回 
事業計画策定セミナー開催回数 ０回 １回 １回 １回 １回 １回 

新規創業予定者計画策定数 ２名 ４名 ４名 ４名 ４名 ４名 

事業計画策定支援事業者数 

(事業承継も含む) 
４名 ８名 ８名 ８名 ８名 ８名 
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 図表８－事業計画策定支援後のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)各種支援施策等の提案（既存拡充） 

  国・県・市・支援機関が行う支援施策等の活用を、上記「３．事業計画策定支援に

関すること」により、事業計画を策定した全ての事業所を対象に提案し、事業計画を

スムーズに行えるように支援する。 

  事業計画の実施にあたり、資金調達を必要とする事業者については政策公庫の小規 

模事業者経営改善資金(マル経)・小規模事業者経営発達支援資金などを事業者に対し、

斡旋する。 

 

(目標) 

実施内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ事業者数 ６社 １２社 １２社 １２社 １２社 １２社 

フォローアップ延べ回数 ２４回 ４８回 ４８回 ４８回 ４８回 ４８回 

専門家派遣事業者数 ２社 ３社  ３社  ３社  ３社  ３社  

金融制度の斡旋件数 ０件 ３件  ３件  ３件  ３件  ３件  

  

(効果) 

  事業計画を進める事業者に、経営指導員が寄り添った支援を行うことで事業者の身

近な存在となり信頼関係を築け、目標とする方向へ導き計画の実施をより良いかたち

で行える。また、実施した支援の成否に係らずその要因を検証し、職員間で情報共有

することで他の職員の意見やアドバイスも受けられ、今後経営課題に直面する他の小

              
・計画の実行に携わり、寄り添い支援 

              ・事業に役立つ情報等を提供 
 (フォローアップ) 

 
 
                    
  

・計画の実行後の状況・内容の検証 
・検証の結果、次のカテゴリーＣへ移行 

 (フォローアップ) 
 
 
 
 
 
 

              ・事業計画が順調に実施された場合は、 
               計画実行後の計画の修正・見直し 
              ・必要に応じ、専門家を派遣 
               (フォローアップ・フィードバック) 
 

カテゴリーＡ 

実行支援 

カテゴリーＢ 

実行後支援 

カテゴリーＣ 

確認支援 
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規模事業者の経営支援のノウハウとしても活用する。 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(現状と課題) 

当市は、阿久根市の現状で述べたようにイベント開催を中心に「食のまち阿久根」

のイメージ向上に努めているが、平成１９年から１１年にわたり「うに丼祭り・伊勢

えびまつり」を阿久根市観光連盟、阿久根市、当所、北さつま漁協と協力して、市内

飲食店等１５社で開催している。うに丼祭りは下記の表のとおり、平成２０年の開始

年から平成２５年までは徐々に売上数(食)も増え順調に増加したものの、平成２７年

から地のうにの漁獲量の減少から開催期間が短くなったこと、平成２８年は熊本大震

災発生の影響を受け、例年とすると大きく減少した。平成２９年は、平成２７年並み

の売上数まで戻ったが、平成２６年よりここ数年間は伸び悩んでいる状況である。 

小規模事業者(飲食店)は、常連客からの一部の評価は直接聞いているものの、本格

的に消費者への周知や評価など充分なマーケティングリサーチを行っていないため、

商品開発や販路開拓に活かしていないケースが多い。本調査では、「阿久根市の地域

資源」を活用した飲食業のための需要動向調査として、小規模事業者(飲食店)と共に

調査目的・調査方法・分析方法など綿密に打ち合わせを行った上で、消費者マインド

に照らし合わせた食のプレミアム化を目指したメニュー商品開発・販路開拓に役立つ

需要動向調査を行い活用し、「阿久根の食」を伸ばしていきたい。 

 

◎阿久根市うに丼祭りの売上数などの状況（参考）  

開催年 平成２０年 平成２５年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

売上数(食) 16,174食 19,111食 13,662食 10,120食 13,637食 

売上増減 － +2,937食 △5,449食 △3,542食 +3,517食 

協賛店舖 １６社 １８社 １６社 １５社 １５社 

開催期間 ４５日間 ４５日間 ３０日間 ３０日間 ３０日間 

 

(事業内容) 

(１)「阿久根うに丼まつり」で食のアンケート調査の実施(新規) 

①食のアンケート調査の目的 

阿久根うに丼祭りは、現在阿久根市内の飲食店１５社が協賛店として各々の業種に

応じて個性を出したうに丼を提供している。例えば、１５社の協賛店の業種は和食料

理店、寿司店、焼肉店、フランス料理店、ドライブイン、旅館、漁協直営店、道の駅

など様々で、お店により寿司飯に変更できたり、手巻き寿し、軍艦巻き、また海鮮風

や焼肉に添えたり(図表９)して食するなど提供する店舗でアイデアも異なる。来店客

は、近場より鹿児島市内、福岡市内などの遠方から態々訪れてくださる方も多いので、

売れるメニューづくりに繋げるために来店の機会に以下の項目でアンケート調査を実

施する。調査結果は、当所で選定した飲食店別に整理し、事業者にフィードバックし、

消費者ニーズに合致した売れるメニューづくりに繋げていく。 
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図表９－提供している様々なうに丼まつりメニューの一例 

   
うに丼 

（旅館） 

うに丼(カサゴの味噌汁付) 

(ドライブイン) 

うにの軍艦巻き 

(寿司屋) 

   
海鮮風うに丼 

(フランス料理店) 

うにの手巻き寿し 

(道の駅) 

牛肉のうに添え 

(焼肉店) 

 

②食のアンケート調査の手法  

うに丼まつりに協賛している協賛店でうに丼を提供している飲食店３社を選定し

「うに丼」について、飲食店に来られるお客様を対象にアンケート用紙を用い実施す

る。なお、アンケート調査は、阿久根市観光連盟に調査に関するアンケートの依頼及

び回収に協力を頂き実施し、実施方法についてはうに丼の提供時にアンケート用紙を

添え、食べ終わった後に記入して頂く。   

なお、本事業はうに丼まつり協賛店より毎年３社選定し、５年間実施して合計１５

社を支援する。 

 

③アンケート調査の項目 

・来店客情報(住所、年齢、性別、来店目的、来店構成(一人・家族・友達など)) 
(例：住所・霧島市 年齢・３０代 性別・女性 来店目的・誕生日会 来店構成・家族) 

・うに丼について（見た目、味、価格、メニュー内容、容量） 
 (例：味 さっぱりとした口当たりでまろやかなうにで美味しかった) 

・店舗について（接客、待ち時間、トイレ、駐車場) 
 (例：トイレが古くさい、汚れているなど) 

 

④アンケート調査の対象者 

 選定した３社に来店する「阿久根市うに丼祭り」来店者１社あたり１００名 

 

⑤アンケート調査の実施時期 
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うに丼まつり開催期間の１ヶ月間(時期：春) 

 

⑥アンケート調査結果の分析方法と提供 

 調査結果の分析方法は、選定事業者ごとに③アンケート調査の項目に応じて集計し 

たものを選定した３社のみにフィードバックする。なお、収集したアンケートは、当

所で項目ごとにエクセルで集計する。 

 

⑦アンケート調査結果の活用 

 調査結果について、実施した選定事業者との確認後、うに丼による顧客ニーズや新

たなサービスなどを模索するため、必要に応じて専門家を派遣し、ブラッシュアップ

することで、売れるメニューづくりに繋げる。 

 

(目標) 

実施内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

アンケート調査回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

アンケート調査人数 未実施 100名 100名 100名 100名 100名 

調査結果提供事業者数 未実施 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

 

(効果) 

アンケート調査により消費者の評価を受けとめる機会であり、小規模事業者にとっ

て良い意見材料となる。また、この機会にアンケート結果を受け止め、メニューやサ

ービスを改善し、更なるチャレンジを試みる切っ掛けづくりにする。 

逆に評価が高いメニューは、阿久根市開催等の食のまつりなどで広くＰＲする際の

看板メニューとして売り込むことに繋げられる。 

 

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) 

小規模事業者の販路開拓支援は、これまで鹿児島山形屋物産展、鹿児島県主催のか

ごしま逸品商談会などの各種商談会・イベントへの出店案内、また、小規模事業者の

既存商品のデザインを専門家が評価するブラッシュアップセミナーや、域外等への販

路開拓の手段として、ホームページ・ＳＮＳ活用のセミナーなどを開催してきた。 

しかしながら、小規模事業者の個別の商品の需要動向について検証することや、ホ

ームページのセミナーを受けたが実際にホームページの作成や、ＳＮＳを活用して集

客を図るなどの一歩先までの支援は少なく、ほとんどの小規模事業者が単独で自ら考

え行動する販路開拓に留まっていた。 

課題として、小規模事業者の個別の商品特性やサービスを踏まえた支援が出来てい

なかったことから、今後は小規模事業者の新たな需要の獲得に向けた研究や即売会・

商談会への事前・事後のフォローを行い、効果的な販売や商談が行えるよう支援する。 

また、一般消費者は最近では、スマートフォンなどでイベントや商品などの新しい

情報を得る傾向にあるため、ホームページやＳＮＳの活用の重要性を伝え、自らが常

に情報発信できること、自社のファンを作ることなど、域外の購買力を上げるための

ＩＴを活用した販路開拓を推進することが必要である。 
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(事業内容) 

(１) 出展研究会の実施(図表１０) (新規) 

 小規模事業者の売上拡大を図るためには、自社が取り扱う商品・サービスについて

の特性や販売方法の明確化を図る必要がある。 

このことから、即売会や商談会等で売り方が不慣れな小規模事業者が、やがては自

らが能動的に商品やサービスの売り込みが図れるよう知識やノウハウを得る場とし

て、研究会を開催する。 

研究会の内容は、小規模事業者の販売力強化・育成を中心とし、即売会や商談会に

関する基礎的事項をはじめ、現地の情報提供、出展に関する費用、不安要素など参加

者それぞれが課題を出し合い、売り子や買い手のプロモーションなどの実践的なこと

も交え、出展したときに実際に成果を上げられるよう研修などを行う。 

なお、研究会で解決困難な課題については、専門家派遣制度を活用しアドバイスを

受ける。 

参加者の募集方法については、出展研究会の趣旨や目的を、当所管内の製造業・卸

売業・小売業などの小規模事業者に巡回訪問及びホームページ・ＳＮＳで案内し、推

薦や参加希望者から５社を選定し、当所(経営指導員)が主体となり、阿久根市・阿久

根市観光連盟などと連携して開催する。 

なお、出展研究会(図表１０)の開催や活動については、「研究会開催の目的や取り組

み状況等」をホームページやＳＮＳで掲載し、大手百貨店などが興味を示すような話

題づくりと広報ツールとしても活用する。また、地元メディアを招き広報にも力を入

れ、下記 (２) 関係機関が実施する商談会等の周知及び実地支援 の即売会や商談会の

出展へ導く。 

  図表１０－出展研究会の仕組み 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
（出展研究会活動の構想図） 

当所が主になって 
出展研究会の開催 
(出展、商談方法の手法

などを学んだり、研究

する) 
専門家派遣活用 

当所ホームページやＳＮＳに

研究会の活動、検討などの様

子を掲載(目標④) 

（ＳＮＳ） 

(インターネット) 
話題づくり、地域を味方につ

けて広報を促す、拡散する。 

自社商品を持つ小規模事業者 
出展に不慣れな５社を選定 

阿久根商工会議所 

百貨店バイヤー 
各物産展主催者 

メディア 
活動をバイヤー

等が見る。 
ＨＰ等を見て研究

会の活動に興味を

示し、出展依頼を

かける。 
 

商品や企

画の売込

み 

 
UP 
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(目標) 

実施内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①出展研究会開催回数 － ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②出展研究会参加事業者数 － ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

③ホームページ掲載回数 － ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

④SNS掲載回数 － ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

(効果) 

 出展研究会を実施することにより、即売会や商談会の出展に際し不慣れな事業者に

対して自信を持たせることができ、最終的に売上拡大に貢献できる。また、商談会な

どは小間代、旅費、人件費などの費用負担が大きいことから出展できる回数にも制限

があるので、即売会や商談会などを確実に成功に導くことで、今後の出展回数の増加

が図れ、事業所のモチベーションアップに繋げられる。 

 

(２) 関係機関が実施する即売会等の周知及び実地支援(新規) 

 前述の(１)出展研究会において、選定した事業所に対して地元の即売会だけではな 

く域外への販路開拓の支援を積極的に行うべく、即売会・商談会の情報を広く収集し、 

小規模事業者のニーズに応じた情報提供を行う。なお、想定している即売会・商談会 

等は下記のとおりである。(図表１１) 

 また、実地支援については、現地において集客方法、接客態度、商品構成、商品陳 

列など、事業者のモニタリングを実施する。 

 その結果を踏まえ、売上実績、支援者とのヒアリングと合わせ集約し、事業所ごと 

に課題を抽出・分析した上で、改善策を次回以降の即売会等で実施する。 

 

図表１１－想定している即売会・商談会等 

種

別 
即売会・商談会名 

即売会・商談会

の内容 
支援対象者 訴求対象者 場所 

 

Ｂ 

To 

Ｃ 

 

①関西かごしま 

ファンデー 
(来場者数３万人) 

関西圏内をター

ゲットにした販

売会 

製造業 

小売業 

一般消費者

等 

 

京セラドーム 

(大阪府)  

(関西鹿児島県人会

主催) 

 

Ｂ 

To 

Ｃ 

 

②鹿児島山形屋 

あくね物産展 
(来場者数１万人) 

主に鹿児島市内

をターゲットに

した販売会 

製造業 

小売業 

一般消費者

等 

鹿児島山形屋 

(鹿児島市) 

(阿久根市観光連盟

主催) 

 

Ｂ 

To 

Ｂ 

 

③地産地消推進

「食」の商談会 
(来場企業数１５社) 

 

県内大手企業の

バイヤーとの個

別商談会 

製造業 

小売業 

流通業界バ

イヤー 

鹿児島商工会議所 

(鹿児島商工会議所

主催) 
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(目標) 

即

売

会

・

商

談

会

等

内

容 

①関西かごしまファンデー

(２日間) 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(参加数) ０社 １社 ２社 ２社 ２社 ２社 

(売上額) － ３０万円 ６０万円 ６０万円 ６０万円 ６０万円 

②鹿児島山形屋物産展 
(春・秋  各６日間) 

現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(参加数) ０社 １社 ２社 ２社 ２社 ２社 

(売上額) － 60万円 120万円 130万円 130万円 130万円 

③地産地消｢食｣の商談会 

(1日間) 
現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(参加数) ０社 １社 ２社 ２社 ２社 ２社 

(商談成約件数) － １件 ２件 ２件 ２件 ２件 

 

(効果) 

 小規模事業者が消費者やバイヤーと直接触れ合う機会を創出することで、商品のブ

ラッシュアップが可能になると共に、初見客を引き込む機会 にもなる。 

また、実地支援により即売会等の出展に不慣れな小規模事業者に対し、現場の状況

を細かく把握し課題解決に向けた効果的な支援が出来る。 

 

（３）ホームページ作成・分析・活用セミナーの開催（既存継続）  

優れた商品や製品を持ち、インターネットを通じて販路を拡大したいと考えながら

も、ＩＴスキルや人材の不足、または初期費用など経費の不安から新たな販路開拓に

取り組めない事業者に対して、セミナーを実施し支援を行う。 

また、ホームページを作成していない事業者に対しては、新たな販路開拓策として

作成及び活用を促し、作成後なかなか売上や集客が上がらない事業者には、ＩＴコー

ディネータなどの講師を招いて分析し、内容の構成や見せ方、更新の頻度やタイミン

グなど訴求力の高いホームページやＳＮＳの作成・活用方法についてノウハウを提供

する。  

 

(目標) 

実施内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ＨＰ作成・活用セミナー １回 1回 1回 1回 ２回 ２回 

ＩＴ個別指導の事業者数 1社 ２社 ３社 ３社 ５社 ５社 

  

(効果) 

ホームページやＳＮＳで商品や店舗情報の発信により、新たな集客を図り売上を拡大

させる。また、商品購入や宿泊、飲食の予約など消費者のニーズに応え、域外の消費

者等もターゲットとすることができる。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(現状と課題) 

 阿久根市の抱える問題は、「人口減少」「超少子高齢化」「商店街の衰退」など、どの

地方都市でも見られる同様な問題を抱えています。しかし、阿久根市は地場産業によ

る豊富な資源(イワシ、アジ、サバなどの鮮魚、農産物は米・さつま芋等の普通作物、

実えんどう・そらまめ等の園芸作物や温州みかん・ボンタン等の柑橘果樹)があり、様

ざまな特産物を出荷する 食糧生産地 であります。 

そこで、地域における他の機関とより一層連携し、事業毎に実行委員会等を組織し

て地域経済活性化の方向性を検討し、意識の共有を図り、それらの地域特性を存分に

活かしながら、小規模事業者の活動の場である地域を元気にする面的支援への取組が

重要となってきます。そのため、当所ではこれまで地域経済の活性化に資する事業と

して「あくねみどこいまつり」や「うに丼祭り(写真５)」「伊勢えびまつり」「阿久根

市産業祭(写真６)」などの阿久根を代表するイベントに協力しており、他の連携する

団体と同じように「交流人口の拡大による地域活性化」を目的とした共通認識を持ち、

地域のブランド化や賑わいの創出を促進します。 
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組織・事業名 事業内容 連携する団体 当所の役割 

阿久根みどこいま

つり実行委員会 

みどこい春祭り 

「駅前通り会前夜

祭、カレーフェス、

グリーンフェス」 
(集客人数 5,000人) 

みどこい夏祭り 

「ハンヤ踊り・音楽

パレード」 
(集客人数 5,000人) 

みどこい秋祭り 

「花火大会」 
(集客人数 23,000

人) 

春～秋の合計３回

実施 

阿久根商工会議所 

阿久根市 

阿久根市観光連盟 

北さつま漁協 

阿久根市連合通り会 

阿久根警察署 

ＪＡあくね 

阿久根金融クラブ 

南日本新聞阿久根支局 

阿久根青年会議所 

阿久根ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 

あくね夢のまちﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ 

阿久根市文化協会 

阿久根みどこいまつりの

組織運営に参画し、春祭

りから秋祭りにおいての

連携会議に年回参加し、

当所は、秋まつりの「花

火大会」において主催者

として実施している。 

うに丼まつり 

例年４月～５月の

１カ月間にかけ阿

久根市内の飲食店

等１５店舗で開催 
(集客人数 13,000

人) 

阿久根市観光連盟 

阿久根商工会議所 

阿久根市 

北さつま漁協 

主にまつりの開催案内、

問い合わせ対応、ポスタ

ー、チラシの配布など協

力 

伊勢えび祭り 

例年９月～１０月

の２カ月間にかけ

て阿久根市内の飲

食店等１０店舗で

開催 
(集客人数 8,700人) 

阿久根市観光連盟 

阿久根商工会議所 

阿久根市 

北さつま漁協 

主にまつりの開催案内、

問い合わせ対応、ポスタ

ー、チラシの配布など協

力 

阿久根市産業祭 

実行委員会 

例年１２月に阿久

根市等の特産品等

を一同に揃えた即

売会を２日間開催 
(集客人数 6,000人) 

 

阿久根市 

北薩地域振興局 

阿久根商工会議所 

阿久根市観光連盟 

北さつま漁協 

ＪＡあくね 

鶴翔高等学校 

北薩森林組合 

北さつま水産物仲買協

同組合 

阿久根市水産研究会 

阿久根市社会福祉協議

会 

阿久根市産業祭の組織

運営に参画し、主にまつ

りの開催案内、問い合わ

せ対応、ポスターの配布、

当日の運営スタッフなど

協力 
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(事業内容) 

１．阿久根みどこいまつりにおいては、自治体を中心に実行委員会が組織され、「あく

ねみどこい祭り実行委員会」を年４回実施。本委員会において、みどこいまつり会

場の中心となる商店街に重きを置き、市全体の商工業の発展の方向性について検討

し実施協力する。(既存拡充) 

 

２．平成１８年から阿久根市観光連盟が主催者として始まった「うに丼まつり、伊勢

えびまつり」は今年で第１１回を数え、市、観光連盟、北さつま漁協、当所が一体

となり取組んでいる。交流人口の拡大を目的に阿久根の食を大きくＰＲするために

今後は、さらなる広報支援として問い合わせ時のイベント紹介、近隣商工会議所等

との地域連絡協議会等での広報、ホームページへの掲載、ＳＮＳを活用した発信に

より、協力する。(既存拡充) 

 

３．阿久根市産業祭においては、自治体を中心に実行委員会が組織され、当所も一体

となり取組んでいるが、今後は商工業発展のためにより一層特産品のＰＲ、消費拡

大を目的として実施協力する。(既存拡充) 

  
写真５．うに丼まつり開催風景 写真６．阿久根市産業祭の出展風景 

 

(効果) 

阿久根市の各種団体が連携し、地域の魅力の特性を十分に伝えることが可能となり

にぎわいの創出を図り、地域活性化及び商工業の発展に貢献する。 
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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 

現状においては、鹿児島県商工会議所連合会や日本政策金融公庫、鹿児島県信用保

証協会等との研修会により、小規模事業者の経営支援に関するノウハウ、支援事例に

ついて情報交換し共有している。  
本事業により、小規模事業者の収益拡大を図るために、他の支援機関と連携し、そ

れぞれの機関が有する強みと特徴を活かした経営支援を行い、小規模事業者が抱える

資金繰り、販路開拓等の様々な経営課題、問題に迅速に対応することや、収益が低迷

している小規模事業者に対し、連携支援による経営の抜本的な改善にも取り組んでい

くことが必要である。 
このため、当所では様々な関係機関と連携し、より困難な経営支援にも積極的に取

組み、現場で得た経営支援に関するノウハウを蓄積また、共有し組織強化を図る必要

がある。 
 
(１)地元金融機関等との支援力向上の為の研修会等の開催(年１回) 

鹿児島県信用保証協会、地元金融機関、阿久根市と連携して研修会を開催し、最

新の商工業者の経営動向を把握するとともに、小規模事業者のための施策情報を共

有し、地域金融機関等と小規模事業者の支援ノウハウの交換を行い、ニーズに即し

た効果的な支援ができるように努める。 
 

(２)小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会へ出席(年 1 回) 
川内商工会議所、出水商工会議所、いちき串木野商工会議所と日本政策金融公庫 

による「推薦団体連絡協議会」に経営指導員等が出席し、地域の現況、支援ノウハ 
ウ、支援事例等について、情報交換を行い今後の支援活動に繋げる。 

 
(３)中小企業支援機関連携推進会議・鹿児島県中小企業経営革新支援協議会へ出席 

(年 2 回) 
鹿児島県内の中小企業支援機関を対象とする「中小企業支援機関連携推進会議・  

  鹿児島県中小企業経営革新支援協議会」に経営指導員等が出席し、経営革新支援計

画の支援実績をはじめとする様々な支援事例に関する説明や意見交換、支援ノウハ

ウ等について情報交換を行い、連携強化を図る。 
 
(４)小規模納税者に対する税務援助事業に関する実務者協議会へ出席(年１回) 

出水税務署管内の商工会議所、商工会、税理士会で行う「実務者協議会」に経営 
指導員等が出席し、地域の小規模事業者に対する税務指導の具体的実施方法や記帳

能力向上策等について協議し、申告・納税制度の適正化を図る。 
 
(５)阿久根市創業支援ネットワーク会議へ出席(新規)(年１回) 

   市が創業支援事業計画の国の認定を受けたことにより、阿久根市、地元金融機関、

当所で構成する創業支援ネットワーク会議へ経営指導員が出席し、新規創業者の掘

り起こしの他、創業計画、資金調達、技術指導等の情報交換や支援ノウハウの共有

を図る。 
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(効果) 

  他の支援機関と連携し支援ノウハウを共有することによって、知り得た支援方法を

活用し、これまで当所単独では困難な経営課題や時間を要する支援内容に対して効果

的な支援が可能になる。   
 

２.経営指導員等の資質向上に関すること 

 現状はこれまで、資質向上において全体としての内部研修会は不定期で年に１度実

施しており、計画的な取り組みではなかった。また、組織として全体的に支援能力の

向上を図る意識も少なく個々の支援能力を頼る状況である。 
 課題として、職員が総合的に支援能力を向上するようＯＪＴ及びＯＦＦ－ＪＴに積

極的に参加し、支援能力の共通意識をもって取組む。 
 
(１)ＯＪＴによる資質向上 
毎月１回以上、経営指導員、経営支援員等が参加し、小規模事業者の経営に関する

支援を中心に内部研修を行う。また、各種研修会等に参加した経営指導員や経営支援

員、一般職員の中でも経営支援に必要な研修会に参加した職員が講師となり、研修会

の配布資料を基に支援ノウハウを共有し、支援能力の向上を図る。また、支援経験の

浅い職員については、経験豊富な経営指導員等の支援ノウハウや支援情報を共有し、

２人以上のチームで小規模事業者への支援を行い、支援スキルを向上させ、指導、助

言内容、情報収集方法を学ぶなど、内外の研修により伴走型の支援能力向上を図る。

なお、支援内容などの情報については、所内でデータベース化を図りネットワークサ

ーバーにて、支援情報の共有化を図る。 
 
(２)ＯＦＦ－ＪＴによる資質向上 
①日本商工会議所、九州経済産業局、九州商工会議所連合会が主催する研修会へ積極 

  的に参加し、売上アップや利益確保を重視したビジネスモデルを学び、支援能力の

向上を図る。 
 
②中小機構が主催する経営発達支援研修において、経営指導員等が参加し経営発達支

援計画における支援ノウハウを学び、経営発達支援計画事業の適切な事業実施を図

る。 
 
③鹿児島県商工会議所連合会が主催する鹿児島県内の商工会議所の経営指導員を対 

象とする応用研修会（一般、特別コース）に参加し、国等における最新の施策や支   
援策の習得並びに事例演習等を行い、支援スキルの向上を図るとともに、県内商工 
会議所管内の小規模事業者への支援事例や地域の課題等について情報交換を行う。 

 
④鹿児島県商工会議所連合会が主催する鹿児島県内の商工会議所の経営支援員を対象 
とする研修会に参加し、小規模事業施策に関する基礎的な知識・支援ツールを学び、 
経営発達支援事業の実施体制の平準化を図る。 
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⑤川内商工会議所、出水商工会議所、北薩地域広域指導協議会と合同で実施する「地 

域中小企業支援事業」において、新規創業、経営革新、地域資源活用への取り組み 
事例、支援策の講習会の開催に加え、支援機関との情報交換により効果的な支援能 
力の向上を図る。 

 
⑥上記①～⑤の研修で不十分な能力を分析した上で、それを補うために中小企業大学 
校が主催する研修会への参加により、時代に即した経営手法や専門的知識の向上を 
図り、小規模事業者へ効果的な支援に取り組む。 

 
（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、

検証を行うことで、事業の反省、改善を通じて次年度にさらに効果的、効率的な事業

が進められるようにする。 
 
(事業の評価) 
①内部検討会の実施 
 専務理事、事務局長、経営指導員、経営支援員、一般職員により検討会を実施し、

本計画の取組状況、成果の把握、改善を行う。 
 
②「経営発達支援事業評価報告書」の作成 
本事業の評価にあたり、毎年度事業終了後に各事業の取組結果、数値結果、事業に

関係する者のヒアリング、小規模事業者へのアンケート等の結果を、本会内で検証、

評価、見直し案を検討し「経営発達支援事業評価報告書」を作成する。 
 
③「経営発達支援事業外部評価委員会」への報告 
作成した「経営発達支援事業評価報告書」を踏まえ、経営コンサルタント、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。評価、見直しは、当初目標に対する実施状況、達成率を明記し、直面した課題と

その対応を検討の上行う。 
 
④事業の成果、評価、見直しの結果については、議員総会等へ報告する。 
 
⑤事業の成果、評価、見直しの結果を阿久根商工会議所会報やホームページで公表し、 
当所窓口においても常に閲覧できるようにする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成３０年１１月現在） 

（１）組織体制 

 
 ①【事務局職員】 （単位：人） 

事務局長 経営指導員 経営支援員 一般職員 計 

１１ ３ ３ ３ １０ 
 

１②【組織体制図】 ４ ３ ４ １２ 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

１③【支援体制】 ４ ３ ４ １２ 

・当所事務局長を中心に中小企業相談所職員(経営指導員３名、経営支援員３名)が主体

となり経営発達支援事業を実施する。 
・必要に応じて各支援機関と連携を図るとともに、総務課の職員(一般職員３名)も事業

遂行協力に当たる。 
・相談窓口として中小企業相談所全員で対応するが、相談内容により、企業の個別課題

を解決するため専門家を直接派遣する。 
 

 

（２）連絡先 

名称     阿久根商工会議所 中小企業相談所 
住所     〒899-1624 鹿児島県阿久根市大丸町 16 
電話番号   0996-72-1185 
ＦＡＸ番号  0996-72-1186 
ＨＰアドレス http://www.akune-cci.or.jp 
代表メール  daihyou@akune-cci.or.jp 

 

 

専門家派遣等依頼 

専門家派遣等支援 

【阿久根市内】 

小規模事業者 

 

【阿久根商工会議所】 

 

（事業担当）事務局長 

経営指導員 

      経営支援員 

（事業遂行協力）一般職員 
【関係機関】 

鹿児島商工会議所連合会 

日本政策金融公庫 

鹿児島県産業支援センター 
鹿児島県よろず支援拠点 

各種関係団体等 

相談 
 
 
支援 
 

連携 

http://www.akune-cci.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 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 13,001 13,001 13,001 13,001 13,001 

 中小企業相談所会計 
(指導事業費) 

 
2,992 

 
2,992 

 
2,992 

 
2,992 

 
3,000 

 

(小規模事業施策普及費) 69 69 69 69 69 
 

(地域中小企業支援事業費) 74 74 74 74 74 
商工会議所一般会計 7,966 7,966 7,966 7,966 7,966 

市補助金 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 

（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 

商工会議所一般財源（会費等）、事業（手数料）収入、国・県補助金、市補助金、 
事業委託費 

（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 

１．地域の経済動向調査に関すること 
・市が実施する各種統計調査や中小機構、鹿児島総合経済研究所、日本政策金融公

庫の分析結果について共有し、地域内の経済動向の把握分析をする。 
２．経営状況の分析に関すること 
  ・中小機構が設置している「自己診断システム」により、経営状況の分析を行う。 
３．事業計画策定支援及び事業計画策定後の実施支援に関すること 
  ・阿久根市、地元金融機関、日本政策金融公庫と連携し、新規創業者の掘り起こし

及び創業計画の作成支援、資金調達支援を行う。 
  ・外部専門家と連携し、小規模事業者を対象に事業計画策定セミナーを開催する。  
４．需要動向調査に関すること 

・阿久根市観光連盟と連携し、需要動向調査を行う。 
５．新たな販路開拓に関すること  
  ・阿久根市観光連盟に出展案内、出展に関する情報提供の協力により連携する。 
  ・出展研究会の実施にあたり、外部専門家、阿久根市と連携する。 
６．地域経済の活性化に資する取り組み 
  ・阿久根市、阿久根市観光連盟、北さつま漁協との地域イベントに対する取り組み 
７．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 
  ・県下商工会議所との情報交換 
  ・金融機関等との情報交換 
  ・日本商工会議所、中小企業大学校、鹿児島商工会議所連合会による講習会の受講 

連携者及びその役割 

●金融機関 
役割：地域の経済動向調査、事業計画策定支援及び事業計画策定後の実施支援、経営  
   発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

①㈱鹿児島銀行阿久根支店 支店長 吉松和則 
阿久根市本町 146 番地 ０９９６‐７２‐０２９５ 

②鹿児島相互信用金庫 阿久根支店 支店長 水口正流 
阿久根市大丸町 90-3 番地  ０９９６‐７２‐０３８１ 

③㈱南日本銀行 阿久根支店 支店長 有島一寛 
阿久根市琴平町 42 番地 ０９９６‐７２‐０４８５ 

④鹿児島信用金庫 阿久根支店 支店長 松元浩一 
阿久根市大丸町 90-18 番地 ０９９６‐７３‐４１１２ 

⑤鹿児島県信用保証協会 会長 布袋嘉之 
鹿児島市名山町９番１号(鹿児島県産業会館内) ０９９－２２－０２７１ 

⑥日本政策金融公庫川内支店 国民生活事業統括 浅沼真司 
薩摩川内市西向田町５－２９番地(南国殖産ビル内) ０９９６－２０－２１９１ 
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●行政機関等 
 役割：地域の経済動向調査、事業計画策定支援及び事業計画策定後の実施支援、需要 

動向調査に関すること新たな販路開拓、地域経済の活性化に資する取り組み 
①鹿児島県 県知事 三反園 訓 

鹿児島市鴨池新町１０番１号 ０９９－２８６－２１１１ 
②阿久根市 市長 西平良将 
 阿久根市鶴見町２００番地 ０９９６‐７３‐１２１１ 
③阿久根市観光連盟 理事長 安田暢子 
阿久根市晴海町３番地 ０９９６‐７２‐３６４６ 

 
●公的支援機関 

 役割：地域の経済動向調査、経営状況の分析、事業計画策定支援及び事業計画策定後 
の実施支援、新たな販路開拓 

①公益財団法人かごしま産業支援センター 理事長 古川仲二 
鹿児島市名山町９番１号(鹿児島県産業会館内) ０９９‐２１９‐１２７０ 

②中小企業基盤整備機構南九州事務所 九州本部長 山地禎比古 
鹿児島市東千石町１番３８号 ０９９‐２１９‐３７４０ 

③鹿児島県中小企業団体中央会 会長 小正芳史 
鹿児島市名山町 9 番 1 号(鹿児島県産業会館内) ０９９‐２２２‐９２５８ 

④ミラサポ（中小企業庁ポータルサイト） 

URL https://www.mirasapo.jp/ (0570)057-222（運営事務局コールセンター） 

⑤鹿児島県よろず支援拠点 コーディネーター 加藤 剛 
 鹿児島市名山町９番１号(鹿児島県産業会館内) ０９９‐２１９‐１２７０ 
⑥鹿児島県中小企業再生支援協議会 会長 津曲定利 
鹿児島市東千石町１番３８号(鹿児島商工会議所内)０９９‐８０５‐０２６８ 

⑦鹿児島県事業引継ぎ相談窓口 
鹿児島市東千石町１番３８号(鹿児島商工会議所内)０９９‐２２５‐９５３３ 

⑧鹿児島県水産技術開発センター 所長 佐々木謙介 
 指宿市岩本字高田上１６０番１０ ０９９３－２７－９２００ 
⑨鹿児島県工業技術センター 所長 西元研了 
 霧島市隼人町小田１４４５番地１ 

  
●県下商工会議所等 
役割：経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 
①鹿児島県商工会議所連合会 会長 岩崎芳太郎 
鹿児島市東千石町１番地３８号 ０９９‐２２５‐９５００ 

②鹿児島県商工会連合会 会長 森 義久 
鹿児島市名山町９番１号(鹿児島県産業会館内) ０９９‐２２６‐３７７３ 

 
 
 
 

https://www.mirasapo.jp/
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 ●専門家 
役割：経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

  ①㈱薩摩川内市観光物産協会 アドバイザー 奈良迫英光 
薩摩川内市鳥追町１－１(JR 九州薩摩川内駅内) ０９９６‐２５‐４７００ 

  ②グローカルサポート 代表 川野義美(経営コンサルタント) 
鹿児島市荒田町２２－１４－７３ ０９９‐２５８‐６８２６ 

③浦島コンサルタント事務所 代表 浦島和衛(中小企業診断士) 
薩摩川内市西開聞町７－２５ ０９９６－２２－０４７９ 

  ④寺畑幸雄税理士事務所 代表 寺畑幸雄(税理士) 
阿久根市脇本１３１２９番地 ０９９６‐７５‐０６６２ 

  ⑤鮫島吉田社会保険事務所 所長 吉田誠(社会保険労務士) 
阿久根市脇本７１８２－２番地 ０９９６‐７５‐０４８８ 

   
 ●教育機関・その他 
 役割：事業計画策定支援及び事業計画策定後の実施支援、地域の活性化に資する取り 

組み 
  ①鹿児島県立鶴翔高等学校 校長 前田良文 
   阿久根市赤瀬川１８００番地 ０９９６‐７２‐７３１０ 
  ②鹿児島いずみ農業協同組合 代表理事組合長 上 宗光 
   出水市高尾野町下水流８９０番地 ０９９６‐６４‐２６００ 
  ③北さつま漁業協同組合 代表理事組合長 佐潟芳藏 
   阿久根市晴海町２番地 ０９９６‐７２‐１５１１ 
  ④鹿児島国際大学 学長 津曲貞利 
   鹿児島市坂之上８－３４－１ ０９９－２６１－３２１１ 
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連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営発達支援に係るネットワークの連携体制図 

        
【小規模事業者】 

【阿久根商工会議所】 

経営相談 
経営支援 

【金融機関】 
 

地銀、日本公庫、県保証協会 
 

【経済動向調査、事業計画策定、
経営発達支援計画事業全般】 

 
 
 

【公的支援機関】 
 

産業支援センター 
工業技術センター 
中小基盤整備機構 
よろず支援拠点 
ミラサポ 他 

 
【経済動向調査、経営

状況分析、事業計画策
定、販路開拓】 

 

【行政機関等】 
 

国、県、阿久根市、観光連盟 
 

【経済動向調査、事業計画策

定、需要動向調査、販路開拓、
地域経済の活性化】 

 
 

【県下商工会議所等】 
 

県商工会議所連合会、 
県商工会連合会  

 
【経営発達支援計画事

業全般】 
 
 
 
 

【専門家】 
 

プロデューサー、 
経営コンサルタント、

税理士、社労士 
 

【経営発達支援計画
事業全般】 

 
 

【教育機関・その他】 
 

鶴翔高校、 
鹿児島国際大学、    
鹿児島いずみ農協、 

北さつま漁協 
 

【事業計画策定、地域
経済の活性化】 
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創業支援ネットワークの連携体制図 
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