
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

 
奄美大島商工会議所（法人番号 ６３４０００５００４７９９） 

 

実施期間 平成３１年４月 1日～平成３６年３月３１日 

目  標 

今後、世界自然遺産登録を見据えたうえで観光・商工業・地域産業の連携等大き

な課題に対して観光立島を目指した多様な産業連携のまちづくりを行うために各

種団体と連携し、地域資源を最大限活かした計画を策定し実現して行く。 

行政や業界組合との幅広い連携を行い、地域と事業者にあった支援を行い「地域 

のため」の考えのもと商工会議所がコーディネーターとしての役割を果たせるよう

努める。併せて、商工業・業界組合の個々の事業者に対する意識改革・スキルアッ

プのために中長期戦略に基づく事業を伴走型で支援することを目標とする。 

事業内容 

Ⅰ、経営発達支援事業の内容 

１、地域の経済動向調査に関すること 

地域の各種団体等の経済動向調査の分析結果を把握し、踏まえて今後管内小規模

事業者を対象に雇用動向調査や景況調査を定期的に実施し、併せて事業承継に関す

る状況調査を行い、その分析結果を有効活用する。 

２、経営状況の分析に関すること 

管内事業者が抱える課題を把握するとともに、経営分析を行い課題解決の支援と

伴走型支援の基本資料として活用する。 

３、事業計画策定支援に関すること 

経営分析・市場調査の結果を踏まえた上で経営課題に応じた事業計画策定に向け

専門家派遣支援事業（ミラサポ・よろず支援拠点等）を活用した伴走型支援を行う。 

４、事業計画策定後の実施支援に関すること 

支援結果の検証や定期的なフォローアップを伴走型支援のもと行う。 

５、需要動向調査に関すること 

小規模事業者が提供している商品に対しての試食評価会を実施し、消費者・バイ

ヤーの調査に基づき、専門家・経営指導員等が支援・助言を行い売れる商品づくり

につなげる。事業者が開発する特産品等の求評会と類似商品調査を行い、商品改善

に役立てる。 

６、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

商品力向上セミナー、展示会・商談会への出展支援、既存イベントを活用した物

産展の開催、受発注サイト等への登録支援、専門家を活用した販路開拓支援を行う。 

 

Ⅱ、地域経済の活性化に資する取組 

中心商店街の賑わいを創出するための活性化事業、中心商店街への創業者育成を

行い活性化をはかる。また、世界自然遺産への推進や受け入れ観光関連業界の整備

について各種団体と連携する。 

連 絡 先 

〒８９４－００３４ 鹿児島県奄美市名瀬入舟町１２－６ 

奄美大島商工会議所 中小企業相談所 

TEL:0997-52-6111 / FAX:0997-54-0934 

E-mail:amamicci@amami-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 

１．地域の概要 

 （１）現状 

奄美市は、平成 18年 3月に旧名瀬市、笠利町、住用村の１市１町１村が合併し誕生した。

１商工会議所、１商工会がある。奄美大島商工会議所の管轄地域については合併前の旧名瀬

市を中心に構成されている。 

地理的には、鹿児島から南へおよそ 380キロメートルに位置し、全国の離島の中でも沖縄

本島、佐渡島に次ぎ 3番目に大きな島で奄美市は、人口的には島全体の約 4 割を占め、中核

都市としての機能を持つ名瀬地区（旧名瀬市）、緑豊かな森林と清流を持つ住用地区（旧住

用村）、広い農地と美しい海岸線を持つ笠利地区（旧笠利町）で構成されている。 

また、自然環境・文化においては国定公園に属する景勝地をはじめ、エメラルドグリーン

の海、珊瑚礁の間を遊泳する熱帯魚，珊瑚礁が砕けてできた白い砂浜特別天然記念物のアマ

ミノクロウサギなど希少な動植物平均気温 21℃ 前後の中で年間を通じて絶えることのな

いハイビスカスやブーゲ ンビリアなどの原色の花々，ソテツ・アダン・ガジュマルなどの

熱帯樹に囲まれた集落など、豊かな自然に恵まれた亜熱帯の島である。奄美大島商工会議所

地区においても、特産農産物、シマ唄 ・八月踊り・六調踊り等の伝統芸能や大島細など個

性的で多様な観光資源が豊富に存在する。 
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（２）人口・年齢構成  

人口的には年々減少しており、また、年齢構成についても高齢者比率が高く特に大学が存

在しないこともあり若年層が島を離れる傾向にある。このことは就業人口の減少にもつなが

っており、早急な解決策の策定が必要となってきている。 

また、所得的にも格差が大きく、国、県との差が埋まらない現状が続いている。このこと

も若年層の定住減少にもつながっているといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

平成２７年国勢調査 

（３）域内小規模事業者の現状  

産業全体でみても商工業者数、小規模事業者数ともに年々減少している。特に小規模事業

者においては大半が家族経営であり、高齢化の進捗に伴い後継者対策も急務となっている。

産業別にみても特に第２次産業については基幹産業であった大島紬の不振もあり減少幅が

大きくなっている。これは産業別人口推移にも現れており従事者の高齢化に歯止めがかかっ

ていない状況にある。また、地域的に第３次産業の割合が全国、鹿児島県と比較しても高く

人口及び交流人口の増減に左右されやすい産業構造になっている。 
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(単位：企業) 

区 分 平成21年 平成24年 平成26年 

商工業者数 2,206 1,898 1,859 

小規模事業者数 1,844 1,549 1,531 

(管内商工業者数等の推移) 

経済センサス 

(単位：企業) 

業 種 小規模事

業者 

商工業者

数 農林漁業 15 16 
鉱業、採石業   

建設業 113 131 
製造業 136 140 

電気・ガス・水道

業 
5 8 

情報通信業 11 21 
運輸業、郵便業 27 36 
卸売業、小売業 478 641 
金融業、保険業 39 46 

不動産業、物品賃

貸業 
93 102 

専門・技術サービ

業 
49 55 

宿泊業、飲食業 253 313 
生活関連サービス

業 
196 205 

教育、学習支援業 26 28 
医療、福祉 32 35 

複合サービス事業 8 10 
サービス業 50 72 
合  計 1531 1859 

業種別事業者数 (平成 28年)                                  

経済センサス 

①産業別推移 

（ア）農水産業(一次産業) 

当地域においては、サトウキビを中心として近年タンカン、パッションフルーツ、スモモ、

マンゴーなど南国特有の農産物の栽培が盛んで、全国でも 有数の生産量をあげている。こ

れらの農産物は黒糖、ジュース、フルーツソース、ジェラート、ドレッシング、菓子類、調

理素材など多くの加工食品、原材料に活用され、奄美大島を代表する観光土産品や飲食店メ

ニュー等として島内外において幅広く販売・提供されている。今後、奄美大島の観光活性化

に伴って、これらの農産物を加工販売する特産品製造販売業や調理メニューの素材とする飲

食業については、相乗的に販路開拓、需要拡大が十分に見込めるものであり、観光関連産業

と 併せて地域経済活性化を図ることが期待できる業種である。ただ、それには地理的及び

気候条件により定量、定質の出荷が難しいという問題点も抱えており、今後、輸送体制を含

めた改善が必要となっている。 
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（イ）製造業(二次産業) 

・大島紬 

基幹産業として奄美大島経済の牽引役となっていた大島紬ではあるが、近年は着物離れ及

び消費者ニーズの多様化もあり検査反数においても平成 27年度 5，108反に対し平成 28年

度 4，597反と前年比 511反減の約 90％と減産が続いており「本場奄美大島紬産地再生 5カ

年計画」「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」等を実施し新商品開発等を行っているが成果

には結びついていない現状にある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・黒糖焼酎 

これまでの数次にわたる焼酎ブームにより、製成・課税移出ともに飛躍的な伸びを見せ

た時期もあるがブームの沈静化や消費者志向の変化等もあり数量的には減少傾向にある。

現在、新商品の開発及び海外進出等積極的な事業を展開し、需要拡大を図っている。 
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（ウ）観光業・サービス業(第三次産業) 

観光資源豊富な奄美大島は 、以前から多くの観光客が訪れるなど、南国の観光地として

有名な地である。豪雨水害や東日本大震災等の影響により観光客数は一時減少したものの、

近年、東京、大阪、福岡 ・鹿児島等からの観光客等により入込客数が 持ち直してきつつ

ある。 

  観光産業についてはＬＣＣの便数増加による交通アクセス利便性の向上、大型客船の寄

港等、好材料が多々あり、若年層を中心として入込客も増加している。相乗効果として宿

泊業等観光業者はもとより飲食業等も徐々に活況を呈してきており、大河ドラマ放映と更

なる追い風もあり地域経済活性化に貢献することが大きく期待できる業種である。また、

世界自然遺産登録は、２０１８年を登録目標にしてきたが、延期はされたものの再度見直

し、次回登録へむけて課題の取組を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県観光統計 
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２．奄美大島商工会議所の現状と課題 

 

（１）会員数 

 

商工会議所として活動を行っていく上で、根幹となる会員数については県内他地区に比較

して微減ではあるが商工業者の衰退もあるが奄美市による出店補助金により新規開業者の

増加もあり今年度は微増した。 

 

◎会員数 

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

会員数 1,015 1,012 1,006 1,003 983 978 989 

 

（２）これまでの取り組み 

 

商工会議所本来の業務である、経営改善普及事業については金融、税務が中心になりがち

であったが近年各種補助金の申請増加により事業計画策定業務が増えつつあり、このことは

これまでの点の指導から線の指導への転換が求められており、職員の資質向上も大きな課題

となってきている。原因として考えられるのが、事業内容の見直しを行わず、事業の取捨選

択が行われない中で、年々事業内容が増加し、それに対応する職員数の慢性的な不足により、

相談所職員が相談業務に専従することが非常に難しい状況にあることである。この状況を改

善するためには、これまでの事業内容の抜本的見直しを行い、経営発達支援計画の事業実施

にシフトチェンジし、商工会議所の一般職員を含め、全職員による指導体制を構築すること

が急務とある。 

 

①小規模事業者に対する支援 

 

小規模事業者等経営改善普及事業として金融、労務、税務、経営、経理を５つの柱と定め

事業を行い、一定の成果を収めてきたが小規模事業者のニーズの多様化、複雑化もあり、よ

り効果的な支援を行っていく上での職員資質向上、情報の共有化、連携体制の強化等が今後

必要となってきている。 

 

支援内容 これまでの取り組み 課題及び解決策 

金融 日本政策金融公庫融資制度

の斡旋を中心に事業を展開 

◎H29実績 

斡旋件数 75件 

貸付件数 60件 

既存利用者（借換需要）が

多く新規利用者の開拓が進

んでいない。今後は創業資

金利用者の掘り起こし及び

商品開発等、新規事業の提

案を積極的に行うことが必

要。 

労務 労働保険加入促進、各種手

続き及び各種共済加入促進 

制度内容の説明が主である

ことから取扱件数はほぼ横
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ばいである。 今後、人手

不足が予想されることから

人材育成、活用も含め指導

提案を行っていく。 

税務 申告書作成指導 申告書作成事業所は年々増

加してきているが作成のみ

で終わることが多い。今後

内容分析も含め経営計画作

成を絡めた細やかな指導が

必要となってきている。 

経営 事業計画書作成指導 補助金申請に向けた事業計

画書作成が主であったが、

円滑な事業承継に向けての

後継者育成や第二創業への

取り組み支援を絡めた経営

指導が必要。 

経理 記帳及び消費税転嫁対策指

導 

創業者に対する記帳指導及

び消費税転嫁対策事業を中

心に事業を行ってきたが今

後は売上、利益確保につい

ても一歩踏み込んだ支援が

必要である。 

 

②地域活性化に向けた取り組み（交流人口の増加） 

平成２１年に創立５０周年記念事業の一つで地域振興・観光交流人口の拡大のために始

めた奄美観光桜マラソンがあります。第 10回を数え年々参加者数の増加また群島外から

の参加者も増加しておりました。地域の活性化に向けスポーツ振興、交流人口の拡大を図

っていた。昨年度までに 10回を数え参加者数も 1,800名を数えているが島外参加者数は

20％弱となっており、運営課題や業務量も多く本来の業務を充実させる為にも 10回大会

で 1区切りをつけ廃止した。 

 

回数 ４回 ５回 ６回 ７回 8回 9回 10回 

参加者数 1,588 1,788 1,695 1,906 1,756 1,640 1,851 

群島外参加者数 172 155 231 396 370 368 433 

 

 ③沖縄との交流事業 

   奄美・沖縄経済交流会を開催し沖縄の民間シンクタンク南西地域活性化センターと連

携し、世界自然遺産登録に向けての意見交換会を行っている。 

 ④クレジットカード導入調査 

   昨年度、大型客船等の来航に伴い需要の多いクレジットカード決済の導入の促進に伴

い奄美市と連携し、中心商店街での実態調査を行った。 
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⑤行政との意見交換会 

   市長を始め奄美市役所職員、奄美市議会議員との観光交流人口の拡大と商業の活性化

について、奄美市経済の現状と展望について意見交換会を行った。 

 

（３） 支援・後援・協力 

 

行政または、大島紬等基幹産業、中心商店街主催の各種イベントに対して支援・後援・ 

協力を行っている。 

 

月 日 事 業 名 主   催 場   所 

平成２９年 

４月２1日 
ビジネスマナー実践基礎研修 

（公財）日本電信電話ユーザ協会 

鹿児島中央地区協会鹿児島支部 
奄美大島商工会議所２階会議室 

平成２９年 

７月  ～ 

２月 

鹿児島の食とデザイン２０１７ 
鹿児島県 

（商工労働水産部経営金融課） 
大島支庁 

平成２９年 

７月 ５日 
米国焼酎販売開拓セミナー 

日本貿易振興機構 

鹿児島貿易情報センター 
奄美観光ホテル 

平成２９年 

８月１２日 
第１６回商店街夏祭り 奄美市通り会連合会 奄美市中心商店街 

平成２９年 

１０月２８日 

商店街秋祭り２０１７ 

(台風の為中止) 
奄美市通り会連合会 奄美市中心商店街 

平成２９年 

１２月１５日～ 

２月１４日 

第３５回本場奄美大島紬産地まつり 本場奄美大島紬協同組合 本場奄美大島紬会館６階 

平成３０年 

１月 ５日 
第４０回紬の日のつどい 紬の日実行委員会 ＡｉＡｉひろば 

平成３０年 

１月２４日～ 

２月１１日 

第３８回奄美市美術展覧会 奄美市美術展覧会実行委員会 奄美文化センター 

平成３０年 

２月１４日～ 

２月１９日 

２０１８ 

「本場奄美大島紬グランプリ」 
本場奄美大島紬協同組合 本場奄美大島紬会館６階 

 

３．経営発達支援に向けての目標と取り組み 

人口減少・ネット社会の普及による消費の流出等による域内購買力の低下、既存事業所

代表者の高齢化並びに後継者不在による廃業事業所の増加、さらには創業事業者の廃業に

つながるケース等、上記のような深刻な課題を踏まえ、既存の事業者並びに新規創業者が

当市において事業を継続することができるよう【次世代までつながる企業作りと人材育成】

を理念とし、①商業・サービス業の魅力度向上、②創業支援による地域活性化、③後継者

不在事業所の魅力度向上、④後継者不在事業所の事業を引き継ぐ人材の掘り起こし、⑤世

界自然遺産登録に向けて観光地としての魅力アップ事業を展開しブランド化による地域イ

メージの向上等を図ることにより、小規模事業者数の減少に歯止めをかけ、現状維持がで

きるよう、奄美市・地域金融機関その他の支援機関と連携し、伴走型の支援体制を構築し

支援に取り組む。 

なお、上記の目標を達成していくためには、下記のような取り組みを強化してくことが

必要である。 
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（１）既存事業所の持続的発展支援に対しての中核となる 

企業育成においては、精神面・技術面の双方を支援するため①人材育成、②需要調査（販

路・売れ筋商品）、③販路支援（展示会・即売会）の各支援による販路開拓・拡大を目標と

する。 

そのため、行政・金融機関・専門家・ＩＴ業界と連携を図り、常に情報の共有化に図り、

様々な課題に速やかに対応できるプラットフォーム体制を構築し、そのコーディネーター的

な存在となって取り組んでいく。 

 

（２）創業支援に向けての積極的な情報発信・支援拠点となる 

当地域の課題となる、既存事業所代表者の高齢化・後継者不在による廃業による事業所

減少を解消し、地域全体の魅力を高めていくために、創業支援の指導体制としての新たな

プロジェクトチームを立ち上げて、創業者発掘・創業支援を行っていく。このことについ

ては現在あまみ創業塾を開催しているが、本事業の更なる発展に向けて地域の教育現場と

連携し、若年者に対する創業意欲育成支援も積極的に行っていく。 

さらに、創業をするに当たっての情報提供支援・創業後の経営基礎力向上支援・【起業・

第二創業・事業承継】支援・女性の社会進出推進のための女性向け創業支援・豊富な知識

や経験を活かした創業を推進するため定年退職者向け創業支援を行い、確実で継続性の高

い起業を目標とする。 

 

（３）支援体制の整備 

上記（１）並びに（２）の目標を実現するため、職員の資質向上等を積極的に行い、ま

た、これまでも各種施策の連携を取ってきた行政との創業支援連携を強化していく。 

 

（４）地元産品を活用しての地域ブランド化の推進 

奄美市には、温暖な気候を活用したタンカン、グアバ等の果実を中心とした農産物も豊

富である。タンカンについては高級かんきつ類として全国に流通はしているが、定量、定

質の出荷について問題点もあり、地域ブランドとしての認知度は低い状況にある。 

そこで、加工食品も含め認知度向上に向けた取り組みの推進でブランド化を図り、奄美

大島＝果実の島として定着させることで農工商消（消費者）連携を図ることを目的とする。 

 

４．経営発達支援事業の目標及び目標達成方針 

 

（１）中長期的な振興のあり方 

 

今後、再度世界自然遺産登録等に向けて観光・商工業・地域産業の連携等大きな課題に対

して観光立島を目指した多様な産業連携のまちづくりを行うために各種団体と連携し、地域

資源を最大限活かした計画を策定し実現して行く。 

この目標を達成するために行政や業界組合との幅広い連携を行い、地域と事業者にあった

支援を行い「地域のため」の考えのもとコーディネーターとしての役割を果たせるよう個々

の事業者に対する意識改革・スキルアップのために商工会議所の最大の強みである伴走型支

援を中長期的に行い小規模事業者の経営力強化を図り、かつ効果的な事業を展開することに

より小規模事業者の持続的発展を目指していく。 
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（２）中長期的な振興のあり方を踏まえた本計画の目標 

 

① 地域資源（食・観光・農林水産物・歴史）を活用した取組みによる地域活力の向上 

② 新規創業の増加と円滑な事業承継による小規模事業者の維持拡大 

 

小規模事業者自体の高齢化や後継者難も進みつつあるそのような状況において、交通アク

セスの利便性向上、世界自然遺産登録など知名度向上による観光客の増大など、観光関連産

業の進展が進みつつあり、このことは地域経済活性化を図る上で大きな要因である。 

このような強み、機会等を踏まえ、奄美大島商工会議所では、経営発達支援事業として、

鹿児島県、奄美市、その他支援機関等と連携し観光分野に着目して、観光関連産業 （宿泊 ・

レジャー業）及び観光活性化と 相乗的に進展が期待できる特産品製造販売業、飲食業の経

営力向上 、販路拡大等を重点的に継続して支援する。 

併せて、当該業種の新商品開発 ・サービス開発等の新規事業 （経営革新）支援及び起業

支援を 効果的に行う支援体制を構築し、「観光関連産業 ・特産品製造販売業、飲食業を軸

とした地域小規模事業者全体の経営力強化、経営発展を推進する」ことを目標とする。 

また、後継者・創業者育成を支援し、高齢化の進みつつある当該業種の事業継続・持続的

発展を高めるための支援を行う。観光関連産業の経営発達は、観光客等の外部資本の流入を

促進し、地域の全業種の小規模事業者の経営発達に大きく波及を促すものである。 

経営発達支援事業の推進により、「観光奄美」の側面を強くアピールし、地域小規模事業

者全体の経営強化、地域景気浮揚、経済活性化に寄与することを併せて目標とする。 

 

（３）目標達成にむけた方針 

 

上記(2)－①地域資源（食・観光・農林水産物・歴史）を活用した取組みによる地域活力

の向上の目標達成に向けた方針 

① 各種団体等の観光に対する取り組みの分析及び現状把握を行い、それにより今後の取り

組む方針を見極める 

② 地場産業の育成と地域資源を活用した新商品開発・商品改良の支援並びに食資源や歴史

資源を活用した交流人口増加による観光産業振興 

③  小規模事業者の事業計画策定や実行にあたっては国、県、市町村、その他支援機関と連 

携強化し施策活用を推進 

 

上記(2)－②新規創業の増加と円滑な事業承継による小規模事業者の維持拡大の目標達成

に向けた方針 

① 奄美市創業支援施策等の活用による創業、第２創業の支援 

奄美市が実施している市内商工業の育成及び振興に寄与する為の市内空き店舗等を活用

する中心市街地出店支援事業補助金を活用し新たな創業を目指す者の新規開業及び魅力あ

る専門店の出店を促し新規創業や第 2 創業と同時に既存店後継者の新たな事業に対する育

成を図り小規模事業者の維持拡大を図る。 
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② 小規模事業者の重点支援目標及び達成指標数 

 

以上の取り組みにより、観光・商工業・地域産業の連携等大きな課題に対して観光立島を

目指した多様な産業連携のまちづくりを行うために各種団体と連携し、地域資源を最大限活

かし地域と事業者にあった支援を行い、商工業・業界組合の個々の事業者に対する意識改

革・スキルアップのために中長期戦略に基づく事業を伴走型で支援する。取組を強化するこ

との成果としては事業者数の増加であり、今回の発達事業支援計画では、下記の目標を設定

した。 

 

 現状 31 年度 32年度 33 年度 34 年度 35年度 

小規模事業者数 1,091 1,095 1,100 1,100 1,100 1,100 
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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】 

地域の経済動向調査は、これまで各種調査の具体的な分析と十分な補足説明を伴わない資

料として、小規模事業者へ提供していました。 

今後は、専門家を招聘し、国・県及び市、地元金融機関等の調査や各業界の調査の補 

足分析を行うと共に、当所が独自に実施する以下の各種動向調査を実施し分析することによ

り、小規模事業者の現状とニーズを把握します。 

さらに、そのデータを小規模事業者の経営方針、販売戦略、販路開拓、商品開発等の 

施策へと活用します。 

 

（１）事業内容・活用方法 

①小規模事業者経済動向調査（新規） 

小規模事業者向けに郵送及び個別配布回収にて、奄美市の経済動向を把握し、小規模事業

者の経営発達に資するデータを収集し分析します。調査は、建設業者、製造業者、卸小売業

者、サービス業者に分け、郵送及びヒアリングにて年１回実施します。 

調査内容は、年度ごとの趨勢として、売上高、受注・販売品の単価、販売量、来店客数等

を調査し、経営状況として収支、資金繰り等の状況を調査し、経営への考え方として、アピ

ールポイント、経営課題、今後の方針、当所に望む経営支援サービスを調査します。 

この調査分析結果は、上記と同じく巡回時に提供すると共に、本所の会報やメールマガジ

ン、ＨＰに掲載し、自由に利用できるものとし、小規模事業者の事業計画策定や各種事業の

実施に活用します。 

ア、実施時期: 年２回、6月、11月  

イ、調査事業者数: 建設業30件、製造業20件、小売業30件、サービス業20件 

ウ、実施方法: 経営指導員等の巡回による聞き取り調査  

エ、調査項目: 売上高、仕入れ単価、採算、資金繰り、業況 
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②調査統計を活用した経済動向の収集（新規） 

行政や金融機関が実施している各種統計データの情報を収集・分析を行い、分析結果を会

報やメールマガジン、ＨＰ等に掲載し、小規模事業者に対し周知するとともに事業計画策定

や経営相談のための資料として活用します。 

  

ア、国勢調査、人口動態調査等・・・年齢別人口、世帯数、将来推計人口等  

イ、経済センサス等・・・業種別事業者数、従業員数、商品販売額等  

ウ、観光統計・・・観光客数、観光消費額 

エ、日本政策金融公庫の全国中小企業動向調査からの経済動向  

 

③観光関連業者動向調査（新規） 

観光産業については、県の「観光統計」、「観光動向調査」及び奄美市・観光物産協会など

の各種調査結果の集計分析によるデータの活用と共に、新たに年１回域内の観光関連業者

（宿泊業、飲食業、土産物等販売業）へ「観光関連業者動向調査」を郵送法及びヒアリング

にて実施し、奄美市の観光動向を調査分析します。 

調査内容は、最近 1年間の観光客購買（宿泊・飲食・購入）数と観光客の割合を調査し、

観光客増加に向けての設備や取り組みの実施状況と施設のアピールポイント、観光客増加に

対する経営課題や今後の方針、本所に望む経営支援サービスを調査します。 

分析結果は、当所観光部会員、各観光関連業者へ個別巡回訪問して観光客増加のための事

業者の取り組みの参考資料としてもらうと共に、その計画策定の資料とします。また、全体

及び業種ごとの観光客増加の取り組みのための資料とします。 

景気及び雇用等の調査を年に２回、同一事業所を継続して実施し、業種毎の課題抽出、分

析を行い、地域の業種の経済動向を把握します。この調査分析結果は、巡回時に提供すると

共に、当所の会報やメールマガジン、ＨＰに掲載し、自由に利用できる。 

ア、実施時期: 年２回、6月、11月  

イ、調査事業者数: 宿泊業10件、飲食業10件、土産品等販売業10件 

ウ、実施方法: 経営指導員等の巡回による聞き取り調査  

エ、調査項目: 宿泊者数、来店者数、売上高、業況 他 

 

 

 

 



１４ 
 

④事業承継状況調査の実施（既存拡充） 

小規模事業者に対して事業承継状況調査を実施します。現在後継者の有無のみの調査でし

たが、今後は調査後、集計結果については、事業承継にかかる事業計画策定支援の資料とし

て活用するほか、創業予定者とのビジネスマッチングにも活用します。 

ア、実施時期: 11月 

イ、実施頻度: 年に１回調査事業者数 小規模事業者数 60  

ウ、実施方法: 経営指導員等の巡回による聞き取り調査  

エ、調査項目: 後継者の有無、事業継続意志の有無、経営課題等 

 

<年度ごとの目標値> 

 
支援内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

小規模事業者経済動向

調査（建設業） 
1 2 2 2 2 2 

小規模事業者経済動向

調査（製造業） 
1 2 2 2 2 2 

小規模事業者経済動向

調査（卸小売業） 
1 2 2 2 2 2 

小規模事業者経済動向

調査（サービス業） 
1 2 2 2 2 2 

経済動向レポート作成数 0 2 2 2 2 2 

観光関連業者動向調査

（宿泊業） 
1 2 2 2 2 2 

観光関連業者動向調査

（飲食業） 
1 2 2 2 2 2 

観光関連業者動向調査

（土産品販売業） 
1 2 2 2 2 2 

事業承継状況調査 １ 1 1 1 1 1 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】  

小規模事業者への経営分析の結果は、これまで、主に財務諸表の経営指標に基づき、融

資や各種認定申請・補助事業申請支援の一環としての活用に留まり、具体的な経営戦略に

反映できず、小規模事業者の販路開拓、売上の拡大に貢献できていませんでした。 
今後は、専門家を招聘し、事業所の財務状況の分析に加え、商品や営業上等の強みや弱

み、課題や改善の方向性、経営方針や事業承継を含めた今後の希望を調査し、個別事業所

ごとの経営状況の分析を行います。 
 

（１）事業内容・活用方法 

①事業者の経営分析（新規） 
これまで、主に財務諸表の経営指標に基づいた財務分析に留まっていましたが、今後は、

経営状況の分析のために以下の項目の「現状と強み、弱み、経営課題と改善の方向性」を個

別事業所ごとに調査し、支援カルテとして整備します。 
 

ア、 経営管理、財務管理、仕入在庫管理、販売顧客管理の管理体制 
イ、ビジネスモデル 
ウ、財務の収益性、健全性 
エ、製品、商品、サービス 
オ、営業や販路、営業組織 
カ、専従者・家族、正社員、パートの充足度 
キ、機械設備 
ク、店舗、工場 
ケ、IT 化 

 
実施方法としては、巡回相談・窓口相談、よろず経営相談会の開催等を通じて企業情報の

収集を図りながら、当所の経営指導員が中心となり、中小企業庁のミラサポ、鹿児島県よろ

ず支援拠点、鹿児島県商工会議所連合会と連携し、個別事業者の相談対応を行い、上記の経

営状況を聴取し関係資料をもらい経営分析を進めます。なお、経営分析の実施に際しては、

経営指導員等の資質の向上も目的に専門家の指導を仰ぎます。 
分析結果には個人情報が多く含まれるものがあるためデータ加工等を行い、各種セミナー

等で情報を提供し、経営指導員等の巡回・窓口相談にて、小規模事業者の事業計画策定のた

めの基本資料として活用します。 
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②実施時期と目標 

実施時期は通年として、目標として、事業者の経営分析や事業計画策定等を伴走し 

て支援するため「巡回訪問件数」、事業者の抱える経営上の悩みに対し広くサポートするた

めの「よろず経営相談会開催回数」と「経営分析数（顧客分析、マーケティング分析含む）」

を下記のとおり計画しています。 

 

＜年度ごとの目標値＞ 

 
支援内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

巡回訪問件数 １００ １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ 

よろず経営相談

会開催回数 
２４ 24 24 24 24 24 

経営分析件数 18 20 25 25 25 25 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】  

＜ 事業所の事業計画策定支援 ＞ 

経営状況の分析や市場調査の結果等を踏まえ、需要を見据えた事業計画を策定するための

指導・助言については、下記のとおりの策定方針（考え方）、支援対象、手段、目標とします。

また、策定した計画の実施支援については、下記のとおりの指導内容と目標とします。 

 

（１）事業計画策定の体系 

①策定方針 

事業計画の策定に際しては、経営状況分析、経済動向調査・需要動向調査結果を利用した

SWOT 分析を行い、経営方針、経営改善・経営向上・経営革新計画とアクションプランとし

て整理します。 
策定においては、当所経営指導員が主体となり、事業者及び家族、特に後継者がいる場合

はその者の意見も十分取り入れ、身の丈にあい且つ実現可能な事業計画の策定を行います。 
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②支援対象 

事業計画策定支援対象は小規模事業者全てとします。 

自発的且つ自主的な作成ができる事業者のみならず、事業計画策定の要望はあるものの知識

や事務作業において事業者自らの作成が困難な小規模事業者等に対しては、その主体性を損

なわないような側面支援での事業計画書作成を図ります。 

 

③支援体制 

事業計画の策定は事業者自身の自発的且つ自主的な作成を行うように、担当する経営 

指導員を始め、当所職員が一丸となって取り組みます。また、策定支援の一部は、支援機関

であるよろず支援拠点、エキスパートバンク及びミラサポ等の専門家、取引先金融機関の協

力を受ける場合があります。この場合は、情報交換と共に目線合わせを行い、事業計画作成

の効果を高めるように図ります。 

 

④事業計画策定方法 

事業計画策定のきっかけを上手く捉え、事業者に策定への強い動機付けを行います。その

ための“気づき”となるように、下記の活動を行います。 

 ・アンケート調査や巡回指導時の経営課題に対する改善の提案 

・月次試算表、確定申告の評価と財務分析からの課題改善の提案 

現在は必要に迫られての事業計画策定であり、経営課題解決の計画書ではありませんで

した。そのため、持続的な経営ができるように経営課題解決を踏まえた経営改善計画策定

の支援を行います。 

特に、事業承継が必要な小規模事業者にも事業計画策定を推進します。 

・セミナーでの経営改善、経営革新・経営発展の事例を通した気づき 

 ・連携するよろず支援拠点の専門家や金融機関からの紹介 

 

（２）事業計画策定内容 

①事業方針の立案 

まずは事業者に自身の経営課題と特異的な優位性を再確認してもらいます。 

次いで経営を取り巻く環境要因から、今後の需要予測と消費者ニーズ、購入条件を認識して

もらい、商品力、販売力での改善、向上のポイントを理解してもらいます。 

それらの経営内部要因と外部環境要因を SWOT 分析手法にて整理し、事業者自ら進むべ

き方向性を認識しつつ、改善や発達に対する意欲を持っていただきます。 

この方向性を経営方針とし、課題解決のための方針と将来的な発展方針も含まれます。 
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②事業計画策定支援の手段・手法 

 事業計画策定支援を実施する取り掛かり、及びその手段として以下の項目の策定支援活

動を実施します。 

ア、事業計画策定セミナー・個別相談会開催による事業計画の策定支援（新規） 

各支援機関及び専門家と連携し、事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会を開催（主

催・共催）することにより、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行い、事業

の持続的な発展のための事業計画策定支援を行います。 

 

イ、巡回訪問時の事業計画の策定支援（拡充実施） 

経営指導員等の巡回訪問時に小規模事業者からの経営相談等を受けるとともに、積極的な

提案により事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行い、事業の持続的な発展の

ための事業計画策定支援を行います。 

 

③改善項目、革新（発展）項目であるアクションプランの策定 

事業計画の策定において、当所としては、より具体的な改善項目、革新（発展）項目を事

業者と共に策定し、その実施支援につなげます。そのために、具体的な改善項目、革新（発

展）項目のアクションプランの策定を支援します。 

アクションプランは、経営管理、商品・製品管理、営業管理、労務管理、店舗・機械設備

管理、財務管理の項目ごと、３年から５年までの詳細活動計画と６年から１０年までの概略

活動計画にまとめます。なお、アクションプランには、実施支援の頻度やチェック項目も盛

り込みます。 

 

＜アクションプラン記載枠＞ （実際の策定では下記を記入する） 

 

経営改善 

項目 

アクションプ

ラン項目 

責任者 

実行体

制 

具体的な取り組

み内容 

実施 

時期 

期待効果 

（目標値） 

実施支援 

モニタリング 

経営管理 

            

            

            

財務管理 

            

            

            

商品・製品

管理 
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営業管理 

            

            

            

労務管理 

            

            

            

店舗・機械

設備管理 

            

            

            

 

④策定後の実施支援に使用するＫＰＩ（重要経営指標）の設定 

事業計画に記載するアクションプランの到達目標値であるＫＰＩを定めます。担当する経

営指導員は、実施支援活動として、そのＫＰＩの遂行状況を確認し、実施支援につなげます。 

＜ＫＰＩと支援計画の例＞ 

 

アクションプラ

ン項目 
詳細活動計画 

最終月の 

成果目標 

（ＫＰＩ） 

進捗チ

ェック

の方法 

管理 6 月 12 月 

新規客、リピ

ート率増加の

ための顧客管

理の改善 

・既存の顧客データ

の洗い直しを含め

て、タイプ別に分類

する。 

・タイプに応じて社イ

ベント勧誘、普段の

来店促進、 購入促

進、紹介促進のＤ

Ｍ、メールを行う。 

① 利用可能顧

客データ数  目

標 4,000 名 

②  月間平均ア

プローチ数 500

名 

③  月間平均レ

スポンス数 100

名 

毎月の

巡 回

指導で

の確認

と ア ド

バイス

を行う 

目標 

① 2,000 

②  500 

③  100 

① 2,000 

②  500 

③  100 

実績     

支援

内容 
    

＊記載内容は事例 

⑤事業計画書の体系 

当所が策定を支援する事業計画書の基本体系（ページ立て）は以下のとおりです。これら

は、小規模事業者でも取り組める内容です。 

 経営改善計画の概要 

 経営の現状と課題の総括（平成３１年時点） 

 ビジネスモデルの状況（俯瞰図と評価） 

 現状と課題（経営、財務、商品・製品、営業・サービス、労務、店舗・機械） 

 業界・消費者動向 

 自社を取り巻く環境 

 ＳＷＯＴ分析 



２０ 
 

 経営方針、経営戦略 

 アクションプラン 

 ＫＰＩ 

 予想損益計算書 

 予想貸借対照表 

 予想年度資金繰り表 

 モニタリング・実施支援項目 

 

⑥実施時期と目標 

実施時期は通年として、具体的な目標数値として、小規模事業者の事業計画策定のための

「事業計画策定セミナー・個別相談会開催数」と「巡回訪問時の事業計画の策定支援回数」、

それらの結果としての「事業計画策定事業者数」を下記のとおり設定します。 

 

＜年度ごとの目標値＞ 

 
支援内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

事業計画策定セミナ

ー・個別相談会開催

回数 

1 2 2 2 2 2 

巡回訪問時の事業

計画の策定支援回

数 

20 25 30 30 30 30 

事業計画策定事業

者数 
18 20 25 25 25 25 

 

（３）創業・第二創業支援の体系 

①創業・第二創業支援組織体制 

当所では、奄美市創業支援事業計画（平成２７年５月国より認定）に基づき、奄美市等

と奄美市創業支援センターを設立、共同で創業支援セミナーを実施しています。 

今後も、その支援活動を拡充し、創業及び第二創業の支援を行います。 

特に、商品力向上につなげるための生産者との農商工連携事業や６次産業化への参画の

支援を行い、創業のみならず、第二創業（経営革新・事業承継）の支援を活発に行います。 
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②創業支援対象者 

創業を目指す市民、Ｕターン・Ｉターン希望者、定年後の高齢者、農商工連携事業・６次

産業化に取り組みたい生産者とその家族を対象とします。 

広報としては、奄美市の会報誌やホームページ、公民館での掲示を行います。特に、Ｕ

ターン・Ｉターン希望者向けに当所ホームページで全国に広報します。 

 

③創業・第二創業支援実施内容 

ア、創業・第二創業のきっかけとなるビジネスモデルの紹介 

空き店舗情報、創業先輩者情報、創業ビジネスモデル情報を当所のホームページで掲載し、

創業のための情報やきっかけとしてもらいます。 

 

 

イ、創業・第二創業支援の手段・手法 

創業・第二創業支援を実施する取り掛かり、及びその手段として以下の項目の策定支援活

動を実施します。 
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・奄美市創業支援センター創業セミナーの開催（継続） 

今後も奄美市創業支援センター創業セミナーを開催し、創業希望者の基本的知識の習得か

ら創業計画（ビジネスプラン）の策定までを行うことにより、創業支援を実施します。 

・第二創業相談会の開催（新規） 

第二創業（経営革新・事業承継）に関する相談会を開催し、第二創業（経営革新・事業承

継）の事業計画の策定を支援します。 

 

・創業計画書、第二創業計画書の策定支援（継続拡充） 

奄美市創業支援センター創業セミナーの講座が終了した後、また別途の要望がある創業希

望者・第二創業希望者に関して、創業計画書、第二創業計画書策定の支援を行います。この

場合、当所の経営指導員に加え、必要に応じてよろず支援拠点の専門家の支援協力を受けま

す。 

 

④実施時期と目標 

目標数値として、「奄美市創業支援センター創業セミナーの開催回数」「奄美市創業支援

センター創業セミナー及び個別支援による創業支援者数」「第二創業相談会の開催数」「第二

創業相談会の開催数」「第二創業支援者数」及び「創業計画書の策定支援数」「第二創業計画

書の策定支援数」を下記のとおり設定します。実施時期は、奄美市創業支援センター創業セ

ミナーは７月から１１月に開催、第二創業相談会は９月と１０月に開催します。 

＜年度ごとの目標値＞ 

 
支援内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

奄美市創業支援

センター創業セミ

ナーの開催回数 

8 8 8 8 8 8 

奄美市創業支援セ

ンター創業セミナ

ー及び個別支援に

よる創業支援者数 

21 25 25 25 25 30 

第二創業相談会

の開催数 
0 1 1 2 2 2 

第二創業支援者

数 
0 5 5 5 5 5 
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創業計画書の策

定支援数 
18 20 20 20 20 25 

第二創業計画書

の策定支援数 
0 5 5 5 5 5 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】  

これまでは事業計画を策定した小規模事業者の要望に応じフォローアップとして支援を

実施していました。今後は、下記の各活動を通して、事業計画策定した事業者（既存会員で

の事業計画書策定者、創業・第二創業計画策定者）に定期的に、事業計画書で設定したＫＰ

Ｉや、創業計画書、第二創業計画書の実施項目の進捗を確認し、実施のための改善策の提案

や実施の側面的な助勢を行います。 

  

（１）事業計画策定の体系 

①支援体制 

策定された事業計画のアクションプランの実行の実施支援は、担当する経営指導員としま

すが、策定時同様、当所の他の経営指導員、職員も総合的に関与してのグループ支援体制と

します。なお、必要に応じ、よろず支援拠点を始めとした専門家の協力を仰ぎます。 

②支援内容 

アクションプランの実行の進捗と、その実施成果であるＫＰＩの確認を行います。策定を

Ｐ（プラン）、実施をＤ（ドゥー）、進捗確認をＣ（チェック）、実行とアドバイスや練り直

しをＡ（アクション）としたＣ段階ですが、担当する経営指導員は伴走型支援を方針とする

ので、必要に応じてＤやＡの助勢となる活動の支援も行います。 

 

（２）事業内容・活用方法 

①事業計画策定後の巡回訪問・個別モニタリング（拡充実施） 

事業計画策定後に、経営指導員が四半期に１度巡回訪問し、進捗状況の確認を行うととも

に、必要に応じて、中小企業庁のミラサポ、鹿児島県商工会議所連合会、奄美市、鹿児島県

よろず支援拠点、地元金融機関と連携し、専門家を招聘し、必要な指導・助言を伴走して行

います。 

巡回訪問での実施支援より、本所での個別モニタリングでの実施支援が良い場合もあり、

この実施支援は、事業者と当所にて年間スケジュールを立て実行します。 
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②小規模事業者経営発達支援融資制度のフォローアップ（新規） 

事業の持続的発展に取り組むために小規模事業者経営発達支援融資制度を活用した小規

模事業者に対し、経営指導員が四半期に１度巡回訪問し、進捗確認を行うとともに、必要に

応じて専門家を招聘し、必要な指導・助言を伴走して行います。 

 

③実施支援のための経営管理システムの提供支援（新規） 

小規模事業者でも利用が簡単な販売管理アプリや労務管理のアプリの紹介や導入支援も

行い、事業計画の管理面での実施支援を行います。この実施支援は、四半期に１度の巡回訪

問又は当所での個別モニタリングの際に実施します。 

なお、これらは事業者のＩＴ化推進支援の側面も有するものです。 

 

（３）実施時期と目標 

具体的な目標数値として、「事業計画策定後の巡回訪問・個別モニタリング回数」「小規模

事業者経営発達支援融資制度のフォローアップ回数」「実施支援のための経営管理システム

の提供支援件数」を下記のとおり設定します。 

 

＜年度ごとの目標値＞ 

 
支援内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

事業計画策定後の巡回

訪問・個別モニタリング回

数 

18 100 100 100 100 100 

小規模事業者経営発達

支援融資制度のフォロー

アップ回数 

0 5 5 5 5 5 

実施支援のための経営

管理システムの提供支援

件数 

0 5 5 5 5 5 

 

事業計画策定支援が不十分であり、当然ながら策定後のフォローは出来ていない。また、

創業者への支援結果の検証や創業後のフォローもできていない。 

今後は、事業計画策 

定後には巡回等において定期的に進捗状況等を確認しながらフォローアップを行い、事業

計画に記載された目的の遂行を支援します。  
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５．需要動向調査に関すること【指針③】  

奄美市は、亜熱帯特有の豊富な農・水産物に恵まれ食料品関係の事業所が多数ある。一

部の事業者は商談会等に出展するものの、消費者ニーズの把握やバイヤーへのアプローチ

方法も分からずに出展されている。また、需要動向に関するデータの活用については、個々

の相談指導において必要に応じて外部から取得し、その都度、支援対象者に提供する程度

のものであり、経営指導の基礎資料として十分に活用できていなかったのが現状であり、

今後、これをいかにして管内の小規模事業者にとって役立つものとなるよう収集・整理・

分析・提供できるかが課題である。 

 

（事業内容） 

（１）特産品であるサトウキビ、たんかんなどの柑橘類の加工品について、商工会議所２階

会議室において一般消費者とバイヤーによる試食評価会を実施する。（年１回 １１月） 

事業者が提供している商品に対しての試食評価会を実施し、率直な消費者・バイヤーへの

下記調査項目に、専門家・経営指導員等が支援・助言を行い、売れる商品づくりにつなげ

る。 

  【調査項目】（消費者・バイヤー共通）  ・参加事業所から一品出品してもらい、「価格、味、量、見

た目（パッケージ等）、購買意欲」について調査する。  

  【手段・方法】 試食評価会において消費者・バイヤーを一堂に集め、出品された商品を試食す

る。消費者・ バイヤーは当所が用意したアンケート用紙（商品毎）に記入し、回収

する。 

     消費者１００名（２０代～・３０代～・４０代～・５０代～・６０代以上を年代別に男女各１

０名を対象とする）     バイヤー３名  

  【分析方法】 消費者アンケート：年代別・男女別に集計を行い、結果報告書を作成する。 バイヤ

ーアンケート：調査項目別に集計し結果報告書を作成する。  

【成果の活用】 結果報告書により、経営指導員と専門家の意見を交えながら小規模事業者にフィ

ードバックし、売れる商品づくりやターゲット層の把握等につなげる。  

（２）飲食業者並びに食品等加工業者の新商品開発支援のため、これらの事業者が開発しよ

うとする特産品等について、近隣の道の駅等の直売施設を対象に類似商品の出品状況

の調査を行い分析・整理する。調査結果は当該開発事業者へ提供するとともに、経営

指導員、専門家等の助言・指導を受け新商品開発につなげる。 

（特産品等類似商品調査）【指針③】【新規事業】 

〔調査項目〕商品名（および商標登録の状況）、製造業者、内容量、小売価格など） 

   〔調査対象施設〕 

    ・ゆてぃもれ（奄美市/食料品・おみやげ品） 

    ・味の郷かさり（奄美市/農産物直売所・地場産業） 

    ・道の駅奄美大島住用レストランマングローブ 
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（奄美市/農家レストラン・地場産業） 

   ・奄美空港土産品販売所（奄美市/観光土産品） 

   (目標)  

（１）地域住民に対するアンケート調査による課題の抽出により、小規模事業者の経営支援

の基礎資料を得るとともに、事業計画策定や需要開拓の支援に活用する。 

（２）管内の産品を活かしたレシピや新商品の開発を進める小規模事業者に対し、消費者や

バイヤー等有識者の評価を提供することにより、事業者が今後の商品改善の参考にで

きるようにする。 

（３）本市の産品を活かしたレシピや新商品の開発を進める小規模事業者に対し、類似商品

調査結果を提供することにより、商品改善に役立つとともに、開発事業者が需要を見

据えた新商品開発の際の参考資料としての活用を推進する。 

 

項 目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

特産品等求評会 

 開催回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

特産品等求評会 

 出品事業者数 
未実施 2件 3件 4件 4件 5件 

特産品等類似商品

調査実施事業者数 
未実施 5件 5件 5件 5件 5件 

 

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】  

これまでは、各事業者が自主的に各種展示会・商談会等へ出展参加しており、参加する

事業者が一部に偏っているとともに、管内の小規模事業者の公的な企業データベースや受

発注マッチングサイトへの登録が少なく、情報発信の点で他の地域より遅れを取っており、

これらへの出展参加・登録支援を通じて地域外からの受注獲得や販路開拓のための手段と

しての活用促進を図る必要がある。 

また、商品力向上や販路開拓のための取り組みについても、現状では通常の経営指導の

中で事業者の求めに応じて都度専門家派遣等により対応するのみにとどまっており、新た

な需要を開拓するための支援体制を構築する必要がある。 

 

 

（事業内容） 

（１）商品力向上に関するセミナーと個別相談会の開催 

①製造・販売を行う小規模事業者を対象として、商品力向上に関するセミナーと個別

相談会を毎年度１回開催し、セミナーでは需要を見据えた商品開発の重要性や、商

品開発・販路別の販路開拓のノウハウ、また商品力向上における商品パッケージデ

ザインの重要性や考え方等についての理解・認識を深め、商品開発や販路開拓に対

する取り組みを支援する。セミナー等の開催に当たっては、連携する支援機関から
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の専門家・コーディネーターを講師に招聘する。なお、個別の相談案件に対しては、

連携する支援機関の専門家・コーディネーターにより専門的な指導・助言を受け、

小規模事業者の商品開発スキルの向上や商品のブラッシュアップを図る。                                                                                  

【指針④】【新規事業】 

 

（２）各機関主催の展示会・商談会等への出展参加を積極的に支援する。 

①千葉県船橋市の東武百貨店船橋店で開催される「奄美・沖縄の物産展」 

（主催：「（一社）奄美群島観光物産協会」）において、奄美市と連携して、地元の特産

加工品の展示・販売会を行う。大都市圏の百貨店での 7日間に渡る物産展のため、

来場者数も多く、百貨店バイヤーに対しても商品のＰＲや販路拡大が期待出来る。 

         【指針④】【新規事業】 

   【参考】「夏の奄美・沖縄物産展」は６月の年１回、７日間にわたり、東武百貨店６ 

       階イベントプラザ（２００坪）で開催され延べ約６万５千人が来場する恒例

のイベントで、食品・工芸品業者１９社（平成 30年度）が出展している。 

③その他、関係機関等の主催により開催される農畜産品や加工品に特化した各種展示 

会・商談会・コンクール等に向けて、奄美市と連携して、出展の推進を図るとともに 

出展参加する小規模事業者に対して支援を行う。【指針④】【拡充事業】 

 

なお、商談会でのプレゼンテーションが効果的になるよう事前研修を行うとともに、 

事後には、名刺交換した商談相手へのアプローチ支援など、商談成立に向けた実効性 

のある支援を行う。 

 

・「かごしまの新特産品コンクール」（主催：(公社)鹿児島県特産品協会） 

（内容） 

鹿児島県内で新たに開発・発売された特産品（食料加工品・工芸品）を対象に、 

多様化する消費者ニーズに対応した売れる商品づくりを促進するため、生産者 の技

術向上と商品開発意欲の高揚を図るとともに、入賞商品を広くＰＲすることによりそ

の販路拡大に努め、もって活力ある地場産業の育成・振興に寄与する。 

（狙い） 

鹿児島県内で最も権威があり、出品事業者も多い。（平成 29年度は食品部門 133 

品目、工芸・生活用品部門 76品目が出品）入賞することによりＰＲ効果が高いコン

クールであるとともに、他社の取り組み等の展示を同じ会場で見ることができ、今後

の商品開発にとって大いに参考になる。 

（３）各種の公的な企業データベースや受発注マッチングサイトへの登録を支援し、企業の

情報発信強化と地域外からの受注獲得、販路開拓を促進する。 

【指針④】【新規事業】 
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〔想定する主な対象サイト〕 

・鹿児島県製造業ビジネス・マッチング・ステーション 

（（公財）かごしま産業支援センター） 

・J-GoodTech（ジェグテック）（（独）中小企業基盤整備機構） 

・ビジネス・マッチング・ステーション（（公財）全国中小企業取引振興協会） 

・日本公庫インターネットビジネスマッチング（㈱日本政策金融公庫） 

 

（目 標） 

（１）商品開発等の重要性やノウハウを学ぶことにより、知識・スキルの向上とともに事業

者の商品開発や販路開拓への意識高揚が図られる。また、個別相談会や随時の専門家

派遣を併せて行うことにより、セミナーとの相乗効果を図る。 

（２）展示会や商談会等への出展参加を支援することにより、小規模事業者がバイヤーや消

費者、競合他社等と直接触れ合う機会が増え、事業や商品の露出度を高めることがで

きるとともに、出展ブースや商品ディスプレイなどの演出効果、実演販売等の売り方・

見せ方の工夫、商談等におけるバイヤーとの接し方や自社・商品に合った販路先の見

極めなどを直接見たり体験したりできることで、これらのスキルの向上により売上や

受注・販路の拡大を図る。 

（３）企業データベースや受発注マッチングサイトについては、登録にとどまらず、主に域

外企業とのＢtoＢ促進のツールとして活用を促し、企業の情報発信強化と地域外から

の受注獲得、販路開拓につなげる。 

（４）開拓すべき販路の紹介にとどまらず、目指す販路の方向性や販路別のアプローチなど、

専門家の知見に基づく的確なアドバイスをいただくことにより、小規模事業者の販路

開拓の成約率向上を図る。 

 

項 目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

商品力向上セミナ

ー・個別相談回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

商品力向上セミナ

ー・個別参加者数 
未実施 10件 10件 10件 10件 10件 

商品力向上の専門家

派遣事業者数 
未実施 3件 4件 4件 4件 4件 

奄美・沖縄の物産展

出展者数 
19 20 20 21 21 21 

奄美・沖縄の物産展

出展売上額 

 14,596

 千円 

 14,600

 千円 

 15,000

 千円 

 15,600

 千円 

 15,800

 千円 

 15,900

 千円 

その他商談・展示会 

出展者数 
未実施 10社 12社 12社 12社 12社 

その他商談・展示会 

商談件数 
未実施 20件 20件 25件 25件 25件 

その他商談・展示会 

成約・受注成立件数 
未実施 5件 10件 10件 12件 12件 

受発注マッチングサ

イト登録企業数 
未実施 5社 5社 5社 5社 5社 
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受発注マッチングサ

イト受注件数 
未実施 1件 2件 2件 2件 2件 

受発注マッチングサ

イト受注額 
未実施 500千円 500 千円 1000 千円 1000 千円 1000千円 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

７．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は、小規模事業者の経営発達と合わせて、まちづくりの推

進による賑わいの創出や、世界自然遺産登録に向けて、奄美の地域資源を生かした観光

業の振興や特産品・加工品開発に係る取り組みが重要である。国、奄美市や地域住民、

商店街団体、観光特産協会をはじめとする関係機関が連携し一体となって各種事業を行

い、地域経済活性化事業を進める。 

（１）中心市街地活性化及び商店街活性化の推進 

本市も、モータリゼーションの進展等による商業施設の郊外出店やロードサイド型 

店舗の増加の影響を受け、中心市街地の空洞化が進み、各商店街の機能減退等が顕 

となっている。このような中で、平成 19年から末広・港町地区の区画整理事業が始 

まり、中心商店街の活性化を図るため街の賑わいの創出及び中心市街地・商店街の再生

に取り組んでいる。奄美大島は、格安航空会社（LCC）の東京、大阪からの就航や、外国

客船の寄港増により観光客の来島が増加している。宿泊施設も中心市街地に多く存在す

ることから、中心市街地の活性化は急務となっている。奄美市、商店街団体、当所が機

密に連携し魅力ある商店街活性化に向けた取り組みが必要である。 

 

（事業内容） 

  中心市街地の持続的な発展に向けては、イベント等の開催による賑わいの創出と合わせ

て、個店の経営力強化・魅力づくりが不可欠である。商店街の個店においては、経営者

の高齢化も課題となっていることから、新規創業者や若手後継者等を対象とした経営者

セミナーを新規事業として実施し、個店の経営力強化及び魅力づくりに向けた支援を行

う。また、これまでと同様に、関係機関と一体となって、各種イベントの開催により、

中心市街地への集客を図る。そして、集客効果を周辺の商店街に波及させるため、その

方策等について、関係機関が出席するイベント会議等により協議を続け、回遊性の向上

等を目指す。 

    

 （目標） 

平成 31 年度：中心商店街における新規創業者向けの講習会・セミナーの開催によ

り開業支援を行う。中心商店街の活性化については、関係機関等の

意見を聞き取り、効果的な開催に向けた検討を進める。 

            その他のイベント等についても、積極的に参画し、中心市街地及び

周辺商店街の活性化に寄与する。 
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 平成 32年度：まちづくりの推進に向け、課題の抽出・見直し等を続け、個店の 

以降 経営力強化及び中心市街地・周辺商店街への集客力・回遊性の向上

を図る。 

 

（２）世界自然遺産登録に伴う観光事業活性化の推進 

平成 15年に、環境省と林野庁による「世界自然遺産候補地に関する検討会」において、

奄美群島を含む「琉球諸島」は、世界遺産の登録基準を満たす可能性が高い地域として

選定された。その後、平成 30年 5月に IUCNにより、世界遺産一覧表への「記載延期」

が適当との勧告により、平成 30年 6月に政府が、推薦をいったん取り下げることを決定

している。このような状況下の中で、今後、認定予定の世界自然遺産登録に伴い鹿児島

県、奄美市、経済観光団体が一丸となって認定実現に向けて取り組んでいる。 

（事業内容） 

奄美群島は人口減少が続いている。地域経済の活力維持強化していくためには、域外の

需要獲得を積極的に図って行く必要があります。農業、観光、商工を基軸とした雇用創

出に重点をおいた産業振興が目指されている。世界遺産への登録は観光産業の振興にと

っては大きなビジネスチャンスであり、地域の期待は大きなものがあります。 

一方、観光産業の振興を図って行く際には、自然環境保全とのバランス確保とともに、

世界自然遺産登録の効果を群島全体に広げることが課題と思われます。実現のためには、

国、鹿児島県、奄美市を始め各市町村、地域住民、商工観光業者、商工会議所、商工会、

各種団体などとの連携を図る必要があります。 

 

（目標） 

    平成 31 年度：まず、遺産地域の観光利用に伴う環境負荷低減を図るため、遺産縁

部での拠点整備などによる観光客の分散促進策、世界自然遺産登録

前段階での規制やルール策定などを関係団体と連携して行う。 

     平成 32年度：輸送能力の制約等の実情、観光産業の環境変化等を踏まえ、エ 

以降  コツアーや着地型、体験型交流プログラムの整備による滞在日 数拡

大、クルーズ船誘致、沖縄経由での観光客誘致による観光消費額の拡

大を図る。 
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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 

（１）実施概要 

他の商工会議所・商工会等の支援機関、及び関係機関と連携し、支援を行うための情報の

交換と共有を図り、支援ノウハウの習得と蓄積と活用を積極的に行います。 

支援ノウハウ等の情報は、各支援機関、関係機関ごとにその組織や業務・機能の特性に基

づく個別情報であり、他の各支援機関、関係機関では入手困難なものが多くあります。そこ

で、各情報を共有し活用することで、当所のみが行う経営支援より高度な支援の実施が可能

となります。 

この交換された情報を活用することで、事業者への経営改善、経営発達に資する事業計画

の策定、経営革新や農商工連携事業等の取り組み、創業・第二創業、販路開拓の各種の支援

が高度に、且つ効率的に実施できるものと期待しています。 

ただし、個人情報や支援ノウハウの関係者以外への流出が無いようにセキュリティには万

全を図ります。 

 

（２）事業内容 

①他の支援機関との連携構築及び情報交換会の開催（新規） 

当所と同じく地元の生産物を活かした農商工連携事業、製造業の異業種交流事業に取り組

む商工会議所、商工会と連携協定を締結します。 

また、連携協定先には、鹿児島県産業支援センター、鹿児島県県中小企業団体中央会の他、

鹿児島県発明協会、鹿児島県工業技術センターも含みます。 

この連携協定に基づき、年に２回、支援活動や支援ノウハウの共有のための情報交換会を

開催します。 

 

②関係機関との連携構築及び情報交換会の開催（新規） 

農商工連携事業への取り組みを行うためには、奄美市、あまみ農業協同組合、名瀬漁業協

同組合、鹿児島県大島支庁農林水産部との連携を図ります。 
観光事業への取り組みのためには、奄美市、観光物産協会、鹿児島県大島支庁、域内活動

団体との連携を図ります。 
上記の関係先との情報交換のために、前述の紬・観光活性化部会への参加依頼を行うと共

に、当所にて関係する情報の一括管理と、関係機関への情報の提供を行います。 
年に１回、情報共有のための情報交換会を開催します。 
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③金融機関との連携と情報交換会の開催（新規） 

奄美市の創業ネットワーク組織内の全ての金融機関の担当者、及び金融機関の本部融資・

審査担当者との意見交換会を年に１回、開催します。 

④専門家等との連携構築及び支援ノウハウ習得・情報交換会の開催（新規） 

専門家を招聘し、支援活動や支援ノウハウに資する専門家のセミナーを開催します（次節

にて目標設定）。 

鹿児島県商工会議所連合会、南九州税理士会大島支部等、各会との連携協定も平成３１年

度中に順次を結びます。 

これらの専門機関との情報交換会を年に１回開催します。 

 

（３）目標 

具体的な目標数値として、「他の支援機関との情報交換会の開催回数」と、「関係機関との

情報交換会の開催回数」「金融機関との情報交換会の開催回数」「専門機関との情報交換会

の開催回数」を下記のとおり設定します。 

 

 

＜年度ごとの目標値＞ 

 

支援内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

他の支援機関との情報交

換会の開催回数 
0 1 1 1 1 1 

関係機関との情報交換

会の開催回数 
0 1 1 1 1 1 

金融機関との情報交換

会の開催回数 
0 1 1 1 1 1 

専門機関との情報交換

会の開催回数 
0 1 1 1 1 1 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）実施概要 

経営指導員及び職員の中から、支援ノウハウや関連情報の管理と共有推進の担当者を選任

し、外部で習得した情報、会員の経営情報、外部環境情報、事業計画策定及び事業計画書情

報、経営革新・農商工連携事業等の支援ノウハウを、当所の基幹システムの中にデータベー

スとして一元管理します。この情報は、当所経営指導員及び全職員がパソコン上で閲覧でき

ると共に、毎月１回、新規の支援ノウハウの確認と習得を内部研修会として実施します。ま

た年に２回は外部専門家を招聘して支援ノウハウ習得の研修会を実施し、支援案件に対する

支援ノウハウの支援方法の習得を図ります。 

また、当所の経営指導員及び全職員は、前節の他の支援機関や関係機関等からの情報、専

門家からの支援ノウハウの習得の他、積極的に新たな支援ノウハウの習得のために、関連す

る各種セミナーや勉強会に参加し、全員での資質の向上を図ります。 

 

（２）事業内容 

①中小企業大学校の専門コースへの参加（既存拡充） 

中小企業大学校が行う経営指導員・職員向けの、支援ノウハウ提供の専門コースに、年に

１名順次参加します。 
 

②農業、市民活動等、中小企業経営に関係する知識の習得（新規） 

鹿児島県６次産業化サポートセンターが主催する６次産業化、農商工連携事業セミナーに

参加し、農水産業者との連携や６次化事業の支援ノウハウを習得します。 

また、地域コミュニティビジネス創出関連のセミナーに参加し、コミュニティビジネスの

視点での事業化のノウハウを習得します。 

このようなセミナーへの参加を、経営指導員及び職員が年に２名は参加します。 
 

③専門家による支援ノウハウ研修会の開始（既存拡充） 

認定支援機関の資格を所有し、鹿児島県再生支援協議会の事業計画策定を行っている中小

企業診断士等を年に２回招聘し、事業者計画策定の要領、事業計画策定後の実施支援の方法、

経営革新・農商工連携事業等の支援ノウハウの習得を行います。 
 

④当所内部研修会の定期開催（既存拡充） 

内部研修担当として、当所の経営指導員、職員を本計画の目標項目ごとに主担当（１名）

副担当（１名）として配置し、年に１０回、各事業（目標項目）の確実な実施を目的とした

支援ノウハウの習得の内部研修会を開催します。 
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（３）目標 

具体的な目標数値として、「中小企業大学校の専門コースへの参加者数」「農業、市民活動

等、中小企業経営に関係する知識の習得セミナー参加者数」「専門家による支援ノウハウ研

修会の開催回数」「当所内部研修会の定期開催回数」を下記のとおり設定します。 

 

＜年度ごとの目標値＞ 

 

支援内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

中小企業大学校の専門コ

ースへの参加者数 
1 2 2 2 2 2 

農業、市民活動等、中小

企業経営に関係する知識

の習得セミナー参加者数 

0 2 2 2 2 2 

専門家による支援ノウハウ

研修会の開催回数 
2 3 3 3 3 3 

本所内部研修会の定期開

催回数 
6 10 10 10 10 10 

 

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 

（１）実施概要 

年に２回、本計画に記載の事業の実施状況及び成果についての検証を、外部有識者を活用

して実施します。この検証にて、事業の推進方法の是正を図り、支援事業全体の効果を高め

ます。 

また、この検証活動は外部公開するものとします。 

 

（２）事業内容 

①事業検証の仕組み 

事業計画策定と実施支援の状況、各種セミナー等の実施と参加人数、効果の評価としての

事業検証を行います。 

この事業検証は、本経営発達支援計画の「計画Ｐ（プラン）、実行Ｄ（ドゥー）、進捗確認

と評価としての事業検証であるＣ（チェック）、その検証でのアドバイスや練り直し活動の
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実行であるＡ（アクション）」のマネジメントサイクルの一貫活動であり、全ての事業に適

応します。 

この事業検証であるＣ（チェック）は、各事業の数値目標の達成度合い、未達の場合の原

因と対策、支援ノウハウや情報等の活用状況を、事業の種類ごとに年に２回の期間で検証（モ

ニタリング）するものです。 

 

 

＜事業の評価及び見直しの仕組みのイメージ図＞ 

 

PLAN（計画） 

                常議員会・総会 

 

ACTI0N（改善）              DO（実行） 

      事務局・関係団体            事務局・関係団体 

 CHECK（評価） 

                経営発達支援計画 

推進委員会 

 

②検証組織 

当所の三役又は常議員の代表、奄美市・奄美市商水情報課、金融機関を代表して日本政策

金融公庫、鹿児島県産業支援機関、外部専門家にて「奄美大島商工会議所経営発達支援事業

評価委員会」を構成します。 

特に外部専門家からは、事業計画策定、実施支援、経営革新、農商工連携事業等の専門的

な事業支援に係る項目に対して、客観的な立場からの検証をしてもらい、評価と改善点があ

る場合の指摘をしてもらいます。 
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＜奄美大島商工会議所経営発達支援事業評価委員会組織図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③奄美大島商工会議所経営発達支援事業評価委員会開催要領 

計画認定を受けた段階で、第１回委員会を開催します。上記の構成員に本会計画の策定趣

旨、事業内容、目標を理解いただくと共に、各事業実施の協力を仰ぎます。 

年に２回、全事業の検証と評価を行います。なお、年度終了後１ヶ月以内に委員会を 

開催します。 

  

④検証結果の公開 

検証結果は、当所常議員会に報告すると共に、個別会員名を伏せて総会に報告します。ま

た、当所のホームページ、会報で公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援事業 

評価委員会事務局 
（代表経営指導員） 

当所三役 
又は常議員の代表 

奄美市商水情報課 

 

日本政策 
金融公庫 

鹿児島県産業 
支援機関 

外部専門家 
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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 10月現在） 

（１）実施体制 

 

  【経営発達支援計画事業実施人員】 

 

   経営指導員 ３名 

   経営支援員 ３名 

    

 

【事務局組織図】 

 

 
 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 〒894-0034 

鹿児島県奄美市名瀬入舟町１２－６ 

奄美大島商工会議所 中小企業相談所 

  TEL：0997-52-6111 / FAX:0997-54-0934 

E-mail:amamicci@amami-cci.or.jp  

 

 

専務理事 

１名 

【実施体制】 
中小企業相談所 
経営指導員３名 
経営支援員３名 

 
総務課 

一般職員２名 

 
業務課 

一般職員１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 

(31年 6

月以降) 

32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 

 

 

経営改善普及事業費 

講習会開催費 

金融指導費 

小規模事業施策普

及費  

地域中小企業支援

事業費 

商工会議所一般会計    

商工振興費 

組織運営対策費 

消費税軽減税率対策

事業 

専門家派遣 

 

 

 

 

 

     

 

250 

200 

80 

 

230 

 

 

1,500 

30 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

200 

80 

 

230 

 

 

1,500 

30 

300 

 

 

250 

200 

80 

 

230 

 

 

1,500 

30 

300 

 

 

 

250 

200 

80 

 

230 

 

 

1,500 

30 

300 

 

 

 

250 

200 

80 

 

230 

 

 

1,500 

30 

300 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

事業（手数料）収入、会費収入、負担金収入、県補助金、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 

1． 地域の経済動向調査に関すること 

連携内容:地区内の各種経済動向を調査・分析の連携 

連携先:奄美市、鹿児島県商工会議所連合会、よろず支援拠点、各金融機関、奄美市通り会連合会、 

 

2. 経営状況の分析に関すること 

連携内容:経営分析結果により強み、弱みをとらえ、的確な指導方針をしめすための連携 

連携先：奄美市、鹿児島県商工会議所連合会、よろず支援拠点、各金融機関 

 

3. 事業計画策定に関すること 

連携内容:小規模事業者の経営目標達成のための指導助言のための準備 

連携先：鹿児島県、奄美市、鹿児島県商工会議所連合会、よろず支援拠点、各金融機関 

 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 

連携内容:計画策定後、成果を高められるよう計画的なフォローアップを行うための連携 

連携先：鹿児島県、奄美市、鹿児島県商工会議所連合会、よろず支援拠点、各金融機関 

 

5. 需要動向調査に関すること 

連携内容：需要動向の把握・分析・情報発信を行うための連携 

連携先：鹿児島県、奄美市、鹿児島県商工会議所連合会、よろず支援拠点 

 

6. 新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

連携内容：地域外流出を抑え、販路開拓支援による地域活性化のための連携 

連携先: 鹿児島県、奄美市、鹿児島県商工会議所連合会、よろず支援拠点 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

連携内容：地域イベントの取り組み 

連携先: 奄美市、鹿児島県商工会議所連合会、よろず支援拠点 

 

Ⅲ 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 

連携内容：情報交換 

連携先: 鹿児島県、奄美市、鹿児島県商工会議所連合会、よろず支援拠点、各金融機関 

 

1. 経営指導員等の資質向上に関すること 

連携者: 鹿児島県、日本商工会議所、奄美市、鹿児島県商工会議所連合会、中小企業大学校 

 

2. 事業の評価及び見直しをするための仕組むに関すること 

連携者: 鹿児島県、奄美市、各金融機関、専門家 
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連携者及びその役割 

連 携 者  奄美市 市長 朝山 毅   

住 所  鹿児島県奄美市名瀬幸町 25-8 

電話番号  0997-52-1111 

役 割  （商水情報課・紬観光課） 

・調査資料の提供、閲覧及び助言 

・商店街空き店舗情報提供、空き店舗補助金、調査、分析及び情報提供 

 

連 携 者  （財）かごしま産業支援センター 理事長 古川 仲二 

住 所  鹿児島県鹿児島市名山町 9-1鹿児島県産業会館２Ｆ 

電話番号  099-219-1270 

役 割 ・創業支援の指導及び助言 

・各種調査、分析及び情報提供 

 

連 携 者  鹿児島県よろず支援拠点 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鹿児島県産業会館２Ｆ 

電話番号  099-219-3740 

役 割 ・各種支援事業の指導及び助言 

・事業計画策定指導及び助言 

 

連 携 者  ミラサポ 

運 営 者  小規模事業者ビジネス創造オープンプラットフォーム・コンソーシアム 

ＷＥＢサイト httpc//www.mirasapo.jp/ 

役 割 ・ミラサポによる専門家派遣 

 

連 携 者  独立行政法人中小基盤整備機構九州 本部長 山地 禎比古 

住 所  福岡県博多区祇園町 4-2 サムティ博多祇園ＢＬＤＧ 

電話番号  092-263-1500 

役 割 ・各種研修会開催の指導及び助言 

 

連 携 者  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 

電話番号  099-225-9533 

役 割 ・エキスパートバンクによる専門家派遣 

・事業計画の指導及び助言 

・展示会、商談会の情報提供及び出店支援 

・経営指導員研修の開催及び情報交換 

 

連 携 者  日本政策金融公庫鹿児島支店（国民生活事業） 事業統括 山田 浩示 

住 所  鹿児島県鹿児島市名山町 1-26 

電話番号  099-224-1241 

役 割  ・事業実施に伴う金融支援 

・創業計画の指導及び助言 

・金融制度支援事業の情報提供及び助言 

・経済情勢の情報提供及び助言 
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連 携 者  鹿児島銀行大島支店 支店長 上村 聡 

住 所  鹿児島県奄美市名瀬港町 1-1 

電話番号  0997-52-4111 

役 割  ・事業実施に伴う金融支援 

・創業計画の指導及び助言 

・金融制度支援事業の情報提供及び助言 

・経済情勢の情報提供及び助言 

・奄美市管内での創業者等情報提供及び助言 

 

連 携 者  南日本銀行大島支店 支店長 春田多可志 

住 所  鹿児島県奄美市名瀬末広町 1-26 

電話番号  0997-52-2441 

役 割  ・事業実施に伴う金融支援 

・創業計画の指導及び助言 

・金融制度支援事業の情報提供及び助言 

・経済情勢の情報提供及び助言 

・奄美市管内での創業者等情報提供及び助言 

 

連 携 者  奄美大島信用金庫 本店 理事長 築 愛三 

住 所  鹿児島県奄美市名瀬幸町 4-18 

電話番号  0997-52-3211 

役 割  ・事業実施に伴う金融支援 

・創業計画の指導及び助言 

・金融制度支援事業の情報提供及び助言 

・経済情勢の情報提供及び助言 

・奄美市管内での創業者等情報提供及び助言 

 

連 携 者  奄美信用組合 本店 理事長 手島 博久 

住 所  鹿児島県奄美市名瀬幸町 6-5 

電話番号  0997-52-7111 

役 割  ・事業実施に伴う金融支援 

・創業計画の指導及び助言 

・金融制度支援事業の情報提供及び助言 

・経済情勢の情報提供及び助言 

・奄美市管内での創業者等情報提供及び助言 

 

連 携 者  独立行政法人奄美群島振興開発基金 理事長 西村 博 

住 所  鹿児島県奄美市名瀬港町 1-5 

電話番号  0997-52-4511 

役 割  ・事業実施に伴う金融支援 

・創業計画の指導及び助言 

・金融制度支援事業の情報提供及び助言 

・経済情勢の情報提供及び助言 

・奄美市管内での創業者等情報提供及び助言 
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連 携 者  （一社）奄美群島観光物産協会 会長 朝山 毅 

住 所  鹿児島県奄美市名瀬永田町 17-1 

電話番号  0997-58-4888 

役 割 ・観光関連調査資料の提供及び調査協力、助言 

 

連 携 者  （一社）あまみ大島観光物産連盟 会長 有村 修一 

住 所  鹿児島県奄美市名瀬末広町 14-10 

電話番号  0997-53-3240 

役 割 ・観光関連調査資料の提供及び調査協力、助言 

 

連 携 者  奄美群島広域事務組合 会長 朝山 毅 

住 所  鹿児島県奄美市名瀬永田町 17-1 

電話番号  0997-52-6032 

役 割 ・調査資料の提供、閲覧及び助言 

 

連 携 者  合同会社グローカルサポート 代表社員 川野 義美 氏 

住 所  鹿児島県鹿児島市上荒田町 52-1-515 

電話番号  099-258-6826 

役 割 ・調査資料の提供、閲覧及び助言 
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連携体制図等 

【地域活性化につながる企業造り及び人材育成】のための連携体制 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奄美大島商工会議所 
 
小規模事業者の経営力向上と

持続的発展に向けた支援 

【調査・分析】 
鹿児島県、関係機関 

小規模事業者 

伴
走
型
支
援 

【計画策定助言】 
グローカルサポート 
川野義美 氏 

 

【専門家派遣】 
中小企業庁 

ず支援拠点 

【専門家派遣・指導員研修】 
鹿児島県商工会議所連合会 
よろず支援拠点 

【情報提供・創業支援】 
奄美市、金融機関 

【地域活性化事業】 
奄美群島広域事務組合 
観光関連団体光協会 

【金融支援】 
各金融機関 

【職員研修】 
中小企業大学校 

相 

談 

依 

頼 
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