
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 

日置市商工会         （法人番号）9340005002271 

日置市           （地方公共団体コード）462161 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

目標 

日置市商工会では下記 2 点を目標とし、日置市や鹿児島県商工会連合会等関係機

関と連携しながら本計画を実行する。 

① 伴走型支援による小規模事業者の持続的な成長発展の為の経営力強化 

地域の経済動向と小規模事業者の個々の経営課題を抽出し、課題解決の為の事

業計画の策定に取り組むことで、小規模事業者が自身の経営を安定的に持続でき

るよう支援する。 

② 地域特性を活かした活性化事業による小規模事業者への積極的支援 

第 1 期で実施した「ひおき創生プロジェクト」の内容を改善し、事業を継続す

ることで地域経済の活性化を促し、対象となる小規模事業者の成長を図る。 

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 

  中小企業景況調査を年３回調査・分析を行う。地域内の業種別の経営状況を把握

し、「事業計画」作成時等の支援に活用する。管内の小規模事業者に提供することで、

経営に関する判断材料の指標として活用していただく。 

２．経営状況の分析に関すること 

管内の小規模事業者について自身の経営分析を希望する調査を行い、専門家と連

携してセミナーを開催し、個々の経営分析を行うことにより課題抽出を行うことで、

経営に関する方向性を検討する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

地域経済動向や自社の状況分析及び需要動向調査等の情報により、小規模事業者

が実現可能性の高い「事業計画」の策定支援を行う。創業・第二創業者については

創業に必要なノウハウを習得できる創業塾へ参加勧奨等、日置市と連携して支援す

る。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画を策定した全事業所を対象とし、フォローアップの頻度については、事

業計画の進捗状況等によって訪問回数（頻度）を設定する。進捗状況が思わしくな

い場合は、外部専門家などを派遣し、今後の対応策を検討した上でフォローアップ

の頻度を変更する。 

５．需要動向調査に関すること 

地域（都市部と地方）によって消費動向が異なるため、消費者が求める商品に対

するニーズとウォンツを再確認し、新たな情報の拾い出しによる商品の改良や開発

を行う必要がある。物産展や展示会に参加し、来場するバイヤーや消費者等に対し、

試食試飲等の調査を実施する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

アンテナショップや物産展・展示会に小規模事業者の参加を積極的に促して新た

な販路開拓を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   日置市地域活性化委員会を通じ、日置市や（一社）日置市観光協会・関係機関と

連携して実施することにより、地域経済の底上げを図り、本計画で行う事業の効果

を高める。 

連絡先 

日置市商工会伊集院本所 

〒899-2501 鹿児島県日置市伊集院町下谷口 1813-7 

TEL 099-273-2222 FAX 099-273-2153  e-mail hioki-s@kashoren.or.jp 

日置市総務企画部商工観光課 

〒899-2592 鹿児島県日置市伊集院町郡 1丁目 100番地 

TEL 099-248-9409 FAX 099-273-3063  e-mail shoko@city.hioki.lg.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．経営発達支援事業の目標 

 

<第１期における取組と評価等> 

第１期の計画期間においては、下記の内容を設定し事業を実施した。 

 

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 

②経営状況の分析に関すること 

③事業計画の策定支援に関すること 

④事業計画策定後の実施支援に関すること 

⑤需要動向調査に関すること 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

Ⅲ経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能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 

②経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

 以下、取組及び評価委員会の評価等は次の通りである。 

 

Ⅰ経営発達支援事業の内容について 

 地域の経済動向調査に関しては、外部調査会社や中小企業診断士に依頼し、支援機関としてデ

ータをフィードバックでき支援できた。 

経営状況の分析・事業企画策定・策定後支援に関しては、小規模事業者持続化補助金やものづ

くり補助金等の各種補助金を活用した小規模事業者に対しての支援が充実し、評価委員会の評

価も高かったが、補助金等を活用していない小規模事業者の掘り起しや支援等が課題である。 

需要動向調査・新たな需要の開拓に寄与する事業に関しては、日置市と連携し創業支援を行な

い、創業塾を通じて新たな小規模事業者の誕生に寄与した。また、商談会・展示会等にも多数

参加し販路開拓を行なった。ＢtoＢに関して、小規模事業者のプレゼンテーション能力の向上

が必要であると感じ、第 2期以降の課題である。 

 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

 日置市・（一社）日置市観光協会等と連携する中で、各種地域のイベントを開催し、協力体制

の構築や日置市内外への広報を実施し、交流人口の増加に貢献出来た。評価委員会や関係機関

の評価も高く、引き続き新たな「ブランド化」を目指して推進していく。 

 また、プレミアム商品券発行事業についても大変好評であり、管内小規模事業者への支援を継

続していく。 

 

Ⅲ経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取組 

 支援機関や関係機関に本会の支援計画を周知し情報交換を行うことができた。特に、行政や金

融機関、かごしま産業支援センターとは充実した連携ができ、管内小規模事業者の支援につな

がっており、評価委員会の評価も高い。 

 資質向上については、各研修会に参加し研鑽したが、職員間の情報共有が課題である。 
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 事業の見直しに関しても PDCA サイクルの徹底が不足しており、事業もブラッシュアップ化が

必要である。 

 

「経営発達支援計画評価報告書」評価委員会の評価 

 

・平成 27年度評価表 各大分類の評価の総括 

Ⅰ－１ Ⅰ－2 Ⅰ－3 Ⅰ－4 Ⅰ－5 Ⅰ－6 Ⅱ Ⅲ 

A              A A A A A A A 
 

・平成 28年度評価表 各大分類の評価の総括 

Ⅰ－１ Ⅰ－2 Ⅰ－3 Ⅰ－4 Ⅰ－5 Ⅰ－6 Ⅱ Ⅲ 

B              B C A A C A B 
 

・平成 29年度評価表 各大分類の評価の総括 

Ⅰ－１ Ⅰ－2 Ⅰ－3 Ⅰ－4 Ⅰ－5 Ⅰ－6 Ⅱ Ⅲ 

B              C A A D B A B 
 

・平成 30年度評価表 各大分類の評価の総括 

Ⅰ－１ Ⅰ－2 Ⅰ－3 Ⅰ－4 Ⅰ－5 Ⅰ－6 Ⅱ Ⅲ 

D              C B A A C C B 
 

 

<今回の申請における取組> 

（１）地域の現状及び課題 

 ①現状 

・日置市の概要 

日置市は平成 17年 5月 1日に、旧東市来町・旧伊集院町・旧日吉町・旧吹上町が合併して

誕生した面積 253.01ｋ㎡の市である。南九州西回り自動車道（高速道路）及び国道 3号線

が市を横断し、国道 270号線が縦断するなど道路交通網が発達している。また、ＪＲ鹿児

島本線で市の中心部伊集院駅から鹿児島中央駅まで 15分という利便性がある。 

しかしながら、この利便性がゆえに鹿児島市等への人口流出が続いており、平成 17 年と

比較すると、平成 31 年 3 月現在で日置市全体で約 4,500 人減少している。伊集院地区に

ついては、鹿児島市のベットタウン的な存在になってきており、人口の増減は横這い傾向

であるが、他地区は若年層が就職や進学を機に転出して過疎化が進んでいる。生活するに

は暮らしやすい環境ではあるが、雇用創出の場が少なく、若者が定住するまちづくりが課

題である。 
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      ※鹿児島県における日置市の位置図（カッコ日付は市町村合併日） 

 

    
・日置市の小規模事業者の特徴 

南九州西回り自動車道（高速道路）やＪＲ鹿児島本線・国道３号線沿いなど、伊集院地区

や東市来地区は人口も多く、鹿児島市のベッドタウン化が進んでおり、小規模事業者もこ

の地区に集中している。一方、伊集院、東市来の山間部や日吉地区・吹上地区では、過疎

化と高齢化が進み、商工業者・小規模事業者数も少なく、全体数として減少傾向である。 

5年前の調査時と変わらず小規模事業者は商工業者の 86％であるが、家族経営の事業者が

多く、経営者の 73％が 50歳以上と高齢化が進んでいる。後継者も不足しており、廃業を

考えている小規模事業者も多い。 

小規模事業者を業種別にみると、卸小売業・建設業・製造業・飲食サービス業が多いが、

家族経営の小企業が大半である。また、建設業・製造業においては製茶業（日置茶）・薩

摩焼・日置亙など、日置市の特徴的な事業所はあるが、こちらも大半が家族経営の小企

業であり、後継者問題に直面している。水産加工や農産物加工の製造業は少なく、農林水

産資源を活かしきれていない状況で、また、史跡や温泉など観光資源にも恵まれているが、

観光関連事業者も少ない。 
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・日置市の地区別小規模事業者数 

地 区 名 伊集院地区 東市来地区 日吉地区 吹上地区 合 計 

小規模事業者数 616 409 151 263 1,439 

 

・業種別事業者数 

 業  種 小規模事業者 商工業者 

農林漁業 7 8 

鉱業採石業  1 

建設業 282 296 

製造業 159 199 

電気ガス供給業 4 6 

情報通信業 4 7 

運輸業 25 34 

卸小売業 338 421 

金融保険業 12 23 

不動産業 24 31 

専門技術サービス業 69 72 

宿泊飲食サービス業 177 197 

生活関連サービス業 159 175 

教育学習支援業 18 21 

医療福祉 51 55 

複合サービス業 10 12 

サービス業 100 114 

合   計 1,439 1,672 

 

・日置市総合計画 

日置市では「第 1次日置市総合計画」が平成 18年に策定され、計画を平成 27年度までの

10 年間で実行された。新たに平成 28年度を初年度とする「第 2次日置市総合計画」が策

定され、下記の方針を次世代創造プラン（重点テーマ）として示している。 

 

1.「いきいき健やか」創造プラン 

  子育て支援や学校教育・青少年育成、心身両面の健康の保持・増進、高齢者福祉や介護、

生きがいづくりなどをさらに充実させることで、子どもから高齢者まで、だれもがいき

いきと健やかに暮らせるまちづくりを推進します。 
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2.「安心・やすらぎ」創造プラン 

  防災・防犯体制の充実、より快適な生活環境づくり、地域内外の交流基盤の整備、協働

のまちづくり、持続可能な行財政などを積極的に推進することで、安全な生活環境のも

とで、安心してやすらぎのある生活を送ることができるまちづくりを推進します。 

 

3.「活力とにぎわい」創造プラン 

  本市の基幹産業が第 1 次産業であることを踏まえ、「食」に関わる取組を重要課題と位

置づけて、6次産業化の取り組みなど積極的に展開します。これにより、農林水産業や

食品加工業だけでなく、保健・医療・福祉や生活環境、観光・交流、教育などあらゆる

分野における活性化を図り、魅力ある雇用機会の拡充や交流人口の増加を生み出し、活

力とにぎわいあふれるまちづくりを推進します。 

 

②課題 

・日置市の小規模事業者の課題 

地域経済全体の停滞のなかで、大規模小売店の進出やインターネット通販との競争激化や

価格競争、隣接する鹿児島市への消費流出、消費者のニーズの多様化など、顧客のニーズ

に対応した商品・サービスが提供できておらず、売上の減少が最大の課題である。 

また、管内の小規模事業者の大半が、販売量が少なく、商品の品揃え・鮮度・品質などの

競争力がなく、販売促進のＰＲなどの施策もほとんどできていない。接客態度や売り場レ

イアウトも旧態依然のため、顧客が各個店での購入する理由を見いだせず、大規模小売店

店やインターネット通販への流出に拍車をかけている。 

小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金など様々な支援を行なってきたが、大半の

小規模事業者は財政面で余裕がなく、店舗改装や設備の更新などを行えないケースが引き

続き多い。金融面の支援や各種補助金による支援など、個々の小規模事業者に寄り添った

支援が必要である。 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

   日置市商工会では、地域の現状や課題を踏まえ、第 2次日置市総合計画における商工業の

振興方針の趣旨に則り、小規模事業者の経営力向上・販路開拓等を継続して支援し、以下

の目標を掲げ管内小規模事業者の発達支援を目指す。 

 

①小規模事業者の経営力強化 

日置市の総合計画にある「食」の高付加価値に向けた取組みを推進する。 

日置市商工会としては、「食」に関する商工業者に焦点をあて、地元食材を豊富に使っ

たオリジナル商品の開発等を行い、新規顧客開拓・売上拡大を図り、各種施策を活用し

ながら経営基盤の強化に繋げる。 

 

②創業支援強化による地域の活性化 

    日置市内で開業する創業希望者に焦点をあて、日置市と連携し創業予定者へセミナー等

を開催する。創業しやすい環境を作りながら、小規模事業者の増加を目指す。 
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（３）経営発達支援計画の目標 

日置市商工会では、小規模事業者の長期的な振興のあり方及び第 1期の経営発達支援計画

についての評価を踏まえ、以下の項目を目標と掲げて計画を実行する。 

 

① 個々の企業の経営分析を行い、需要を見据えた事業計画を策定することで、経営改善を

進める。 

② 新たな販路開拓により売上を確保し、経営力を向上させる。 

 

日置市商工会では、商工業者の中でも「食」に関する商工業者に焦点をあて、地元食材を

豊富に使ったオリジナル商品の開発等を行い、人口減少による需要縮小やインターネット

通販による売上減少などへ対応するために、顧客ニーズにあった商品の開発を行ない、商

談会・展示会等に出展することで新規顧客開拓・売上拡大を図り、各種施策を活用しなが

ら経営基盤の強化に繋げる。 

また、小規模事業者が減少することへの対応策は、円滑な事業承継の支援、新規創業者の

開拓と育成を日置市等と連携して行う。そのことで、日置市で安心して働ける仕事の創出

（雇用創出）・安心して生活できる環境の整備（定住促進）・地域コミュニティの活性化を

図る。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

日置市商工会では目標達成に向けた経営発達支援計画を実施するため、以下の方針により

計画を実行する。 

 

① 個々の企業の経営分析を行い、需要を見据えた事業計画を策定することで、経営改善を

進める。 

【方針】 

・法定経営指導員の指導・助言のもと、日置市商工会職員が専従で取り組む経営発達支

援グループを実施し、個々の小規模事業者の事業計画策定・実行支援を行う。 

・支援課題の掘り起し・相談支援記録の統一化により、経営発達支援グループ及び外部

支援者等が、支援内容の把握及び課題を共有する。 

・効果的な支援策については、支援の手法や手順を理解できるよう内容の共有化を図り、

常に資質向上に努め、支援スキルを高める。 

 

② 新たな販路開拓により売上を確保し、経営力を向上させる。 

【方針】 

・経営発達計画目標達成のため、鹿児島県・日置市・地域金融機関・よろず支援拠点・

中小機構などの支援機関の協力を得ながら、管内小規模事業者の経営課題の改善、

個別企業の経営力向上、販売促進等を支援する。 
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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（令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

 第 1 期の計画期間における地域の経済動向調査に関する事業について、評価委員会における各

事業の評価及び第 2期の取組方針は、以下のとおりとする。 

 

（１）国、県、市、金融機関等が発表する各種データの日置市で活用できるデータを抽出・分

析し、また、巡回・窓口相談、金融・税務相談、労働保険、各種セミナーにより、地域

の経済動向を調査、分析した。調査結果は、経営カルテにデータベース化し、小規模事

業者の経営相談時等に活用した。 

 

（２）各支援機関などと連携し、国、県、市が提供する統計情報を分析するとともに、各機関

が持つデータとの連携・統合を進め、それらの情報を共有した。 

 

（３）「焼酎製造業」の企業間取引データを利用し、地域経済における産業構造の実態を把握、

動向を調査した。 

 

（４）平成 27年度も商店街サポーターを雇用し、管内商工業者の実態調査により、商工業者

の実態把握をすすめデータベース化を図った。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

（１）現状と課題 

【現状】 

     前回の計画では、業種別業況に関して専門家に依頼し調査した結果を基に、会員事

業所への補助金申請などの支援材料としては活かす事ができた。しかしながら、前

回の計画書作成時とは地域現況が異なり、経済状況も変化していることから、引き

続き調査を行う必要がある。 

 

   【課題】 

管内の状勢は、大規模小売店の進出の増加や事業者の高齢化による廃業が加速して

いるため、小規模事業者へ大変厳しい状況にあり、新たに事業承継も念頭においた

現状の把握が必要である。会員事業所への情報提供はなされていたが、管内の事業

所等へ広く周知することが出来ていなかったので改善が必要である。 
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（２）事業内容 

①小規模企業景気動向調査 

    地域の景気動向等について現状に則した実態把握するため、鹿児島県商工会連合会が行

う「小規模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動

向等について、年 3回調査・分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者 100 社（伊集院 42 社、東市来 28 社、日吉 10 社、吹上

20社）（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業） 

【調査項目】売上額、仕入額、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

【調査手法】調査票を郵送し返信用封筒にて回収 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

   ・情報収集、調査、分析した結果は、日置市商工会のホームページに掲載し、広く管内

事業者等に周知する。 

   ・経営指導員や経営支援員等が指導（巡回・窓口）する際の資料とする。 

 

（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

公表回数 1回 3回 3回 3回 3回 3回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

第 1期の計画期間における経営状況の分析に関する事業について、評価委員会における各事業

の評価及び第 2期の取組方針は、以下のとおりとする。 

 

（１）地域別・業種別による巡回訪問と小規模事業者のデータベース化及び問題点の抽出 

経営指導員を中心に支援対象事業者を地域別、業種別に訪問計画を作成のうえ、定期的

に訪問した。併せて、地域経済動向や業界の動向など、必要な情報の提供を行い、支援

活動に繋げた。また、小規模事業者支援システムへ支援した小規模事業者の指導内容及

び問題点を入力しデータベース化を図った。 

 

（２）定期的なセミナーの開催とアンケートによる情報収集の実施 

経営力強化セミナーや青年部・女性部をターゲットにした次世代の経営者に対してもセ

ミナーを開催した。アンケート調査も実施し、事業承継等の課題把握や支援の必要性を

確認した。 

 

（３）地場産業の製造業に特化したセミナーの開催 

     セミナー自体は開催に至らず。エキスパートなどの専門家派遣を通じて支援を強化し、 
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各々の問題解決を支援した。 

 

データ収集・分析が実施できた点は評価が高かったが、製造業に特化したセミナーに関しては

実施されず、事業の変更が必要である意見があり、第 2期への課題となった。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

 （１）現状と課題 

【現状】 

   巡回指導や窓口指導を通じて（金融支援及び税務支援等）事業者の経営分析を行い、

場合によっては専門家派遣による支援を行った。緊急を要する事業所などは窓口相談

のため来所し、積極的な支援を行なえているが、それ以外の事業所は事業者任せにな

っている状況である。 

情報共有に関しては、経営指導員についてはなされたが、職員全体（経営支援員及び

一般職員等）への情報提供という意味ではなされていない。 

 

【課題】 

   金融支援及び税務指導を受けている事業者以外の経営状況は把握できていなかった

ため、管内の意欲的な小規模事業者について経営分析を希望する調査を行い、必要に

応じて専門家と連携して支援を行う必要がある。 

 

（２）事業内容 

   ①経営分析セミナー開催 

    【募集方法】会員事業所への郵送、当会ＨＰへの記載及び関係機関等での周知 

    【回数】2回 

    【参加者数】15名/回 

 

   ②経営分析の実施 

【対象者】 セミナー参加者から、意欲的な事業所を 10社選定。 

【分析項目】財務分析・ＳＷＯＴ分析の双方を行う。 

     ＜財務分析＞売上高、経常利益、損益分岐点 等 

     ＜SWOT分析＞強み・弱み・脅威・機会 等 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携しローカルベンチマーク等を活用しなが

ら分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

   ・分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画や今後の経営方針等に活用す

る。 

   ・分析結果は事業者ごとにデータベース化し内部共有する。また、経営指導員や経営支

援員等が指導（巡回・窓口）する際の資料とする。 
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（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

開催件数 1回 2回 2回 2回 3回 3回 

分析件数 13件 20件 20件 20件 20件 20件 

 

 

４.事業計画策定支援に関すること 

 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

第 1期の計画期間における事業計画策定支援に関する事業について、評価委員会における各事

業の評価及び第 2期の取組方針は、以下のとおりとする。 

 

（１）事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催 

事業計画セミナーを開催し、その後希望する小規模事業者に対して個別指導による事

業計画策定を行った。 

 

（２）事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しと専門家等を活用した事業計画の策定 

      日置市と連携して創業希望者に対し創業セミナー及び創業塾を開催し、事業計画を策

定。その際、中小企業診断士や地元金融機関等の支援機関にも講師を依頼し、カリキ

ュラム毎の支援を行なった。 

 

（３）データベース化の促進とタブレット端末でチェック確認できるシステムの構築 

      支援した小規模事業者を小規模事業者支援システムにて管理し、タブレット端末を活

用し現場での支援に活用した。 

 

経営分析を行なった事業者の事業計画策定支援は行い、概ね評価は高かった。しかし、これら

以外の事業者の事業計画策定はできておらず、事業者任せになっている状況もあり、改善が必

要である。情報共有に関しては、経営指導員の間での共有は図れている。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

（１）現状と課題 

【現状】 

事業計画策定に関して、補助金等の活用や金融支援など短期的な事業計画について策定

できており、策定件数こそ実績があがっているが、中長期的な視野での事業計画策定が

不足している。 

 

【課題】 

経営分析を行なった小規模事業者に対し、経営革新や事業承継まで意識した事業計画を

策定が必要。 
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 （２）支援に対する考え方 

    小規模事業者に対し、財務分析・ＳＷＯＴ分析の結果を基に事業計画を策定し、意識改

革・行動計画の見直しを具体化する。3．で経営分析を行った事業者の 7割程度/年の事

業計画策定を目指す。 

    また、日置市と連携して開催する創業塾の開催にあたり、各種補助金の申請支援や金融

支援（創業資金）を契機として、創業を希望する参加者に対し、創業計画の策定を行う。 

    創業塾に参加した受講者の 7割程度/年の創業計画策定を目指す。 

 

（３）事業内容 

   ①事業計画策定セミナー開催 

    【募集方法】会員事業所への郵送、当会ＨＰへの記載及び関係機関等での周知 

    【回数】  2回 

    【参加者数】7名/回 

 

   ②事業計画の策定 

【支援対象】経営分析を行なった事業者 

【手法】  経営分析を実施したセミナー受講者に対し、経営指導員が担当制で張り

つき作成支援を行う。 

 

    ③創業希望者に対する創業塾の開催及び事業計画の策定 

【募集方法】会員事業所への郵送、当会ＨＰへの記載及び関係機関等での周知 

    【回数】  1回 

    【参加人数】7名 

【支援対象】創業塾に参加した策定希望者 

【手法】  専門家の指導を交えながら作成支援を行う。 

 

（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

事業計画策

定件数 

13件 14件 14件 14件 14件 14件 

創業計画策

定件数 

3件 5件 5件 5件 5件 5件 

 

 

５.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

 第 1 期の計画期間における事業計画策定後の実施支援に関する事業について、評価委員会にお

ける各事業の評価及び第 2期の取組方針は、以下のとおりとする。 
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（１）国、県、市、商工会の行う支援策等の広報・案内 

事業計画策定後に、国、県、市、商工会の行う支援策等（小規模事業者持続化補助金や

ものづくり補助金等）の広報・案内により周知し、フォローアップを実施した。 

 

（２）積極的巡回及び支援体制の強化によるフォローアップ 

事業計画策定後に巡回訪問を実施。必要に応じて 1カ月に１度巡回訪問し、進捗状況の

確認を行い指導・助言を行った。 

また、創業塾参加者に対しても巡回訪問し、進捗状況の確認を行い指導・助言を行った。 

 

（３）積極的な金融支援策の広報・案内及び活用 

日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金（マル経資金）及び小規模事業者経営発達

支援資金の活用。通常の金融支援とは別に一日公庫を年 2回開催した。 

 

 平成 30年度の事業計画者のフォローアップは 32者、延べ回数は 107回と、高い評価をいただ

いた。マル経融資についても 34件の斡旋（うち 32 件決定）と評価は高い。しかしながら、金

融支援策についての周知が少ないのでは？との声もあり、今まで以上に積極的な情報提供によ

るフォローアップをとの意見であった。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

     小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金など、国や県等の補助事業における採

択を受け、それらの事業計画に沿った事業実施はもちろんだが、経営環境の変化等に

より、計画の遂行が困難になったりするケースが見受けられる。 

 

【課題】 

進捗状況のアドバイスや実施後の効果測定、事業の発展に向けた追加施策等が不足し

ている。フォローアップの頻度も回数についてまちまちで、浅い支援となっている。 

 

（２）事業内容 

    事業計画を策定した全事業所が対象。フォローアップの頻度については、四半期に 1回

を基本とし、事業計画の進捗状況等によって訪問回数（頻度）を変更する。 

進捗状況が思わしくない場合は、外部専門家などを派遣し、今後の対応策を検討した上 

でフォローアップの頻度を変更する。 

また、創業計画を策定した事業者に対しフォローアップを行い、頻度については 4ヶ月

に 1回を基本とし、事業計画の進捗状況等によって訪問回数（頻度）を変更する。 
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（３）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

フォローアップ対象事

業者数 
13件 15件 15件 15件 15件 15件 

頻度（延回数） 43回 60回 60回 60回 60回 60回 
売上 10％以上の増加事

業者数 
2社 3社 3社 4社 4社 5社 

利益率 5％以上の増加

事業者数 
1社 3社 3社 4社 4社 5社 

創業に関するフォロー

アップ対象事業者数 
5件 5件 5件 5件 5件 5件 

頻度（延回数） 5回 15回 15回 15回 15回 15回 

 

６.需要動向調査に関すること 

 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

 第 1期の計画期間における需要動向調査に関する事業について、評価委員会における各事業の

評価及び第 2期の取組方針は、以下のとおりとする。 

 

（１） 地域動向調査の実施 

    鹿児島大学法文学部教授萩野誠氏と連携し日置市の経済動向等を調査し、管内の小規模

事業者へフィードバックした。 

 

（２） 新商品モニター会の実施 

   各種展示会・物産展等において、バイヤーや消費者に対し試食等を通じヒヤリングを行

ない、アンケート調査を実施、その結果をフィードバックした。 

 

 （３）タブレットによる情報提供の実施 

タブレット端末を活用し、国の中小企業施策や補助事業等を円滑に情報提供した。 

 

需要動向調査に関しては全体を通して実施出来ており高評価であった。地域動向調査について

は、地域の経済動向調査に関することと共通点も多く、見直しが必要である意見が多かった。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

（１）現状と課題 

【現状】 

日置市内における需要動向は外部に委託し調査を行った。その結果、事業者へのフィー

ドバックは実施したが、具体的な商品のブラッシュアップには至らず、新たな展開へ至

っていない。 
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【課題】 

地域（都市部と地方）によって消費動向が異なるため、消費者が求める商品に対するニ

ーズとウォンツを再確認し、新たな情報の拾い出しによる商品の改良や開発を行う必要

がある。 

 

（２）事業内容 

①商談会での試食試飲等の調査 

    日置市の特産品である「日置市産のお茶」を使用し、日置茶製造業及び菓子製造小売

店と共同でスイーツを開発する。福岡商工会議所が開催する商談会「Food EXPO 

Kyushu」において、来場するバイヤーに対し、試食試飲等の調査を実施する。調査結

果を分析し当該事業所へフィードバックすることで商品開発に資する。 

 

【サンプル数】  来場者 50人 

【調査手段・手法】商談会に来場するバイヤーに店頭で試食・試飲してもらい、聞き取

りの上アンケート票へ記入する。 

【分析手段・手法】支援機関の販路開拓等専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等が分

析を行う。 

【調査項目】   ①味、②色、③大きさ、④価格、⑤見た目、⑥パッケージ 等 

【分析結果の活用】経営指導員等が当該事業所に直接フィードバックし、今後の商品開

発等に活かす。 

 

（３）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

調査対象事業者数 1社 2社 2社 2社 3社 3社 

 

７.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

 第 1期の計画期間における新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事業について、評価委員

会における各事業の評価及び第 2期の取組方針は、以下のとおりとする。 

 

（１）アンテナショップへの出展、鹿児島中央駅での商談会・展示会への参加。 

   かごしま特産品市場「かご市」での日置市商工会フェアの実施や商工会まるごと特産品

フェアに出展し、ＢtoＣとＢtoＢを両方実施した。 

 

（２）日置市内の古民家の再生・活用 

   補助事業や各種イベントと連携し、古民家（飲食店や小物小売店）を中心としたパンプ

レットを作成。スタンプラリーを実施し、周辺の温泉施設等と顧客の回遊性を図った。 
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 第 1期における評価については概ね高評価であった。商談会・展示会については、目標数に達

していない点もあったが、参加事業者について一定の成果があり、今後も継続の意見があった。 

 古民家やチャレンジショップ・空き店舗等については、助成金等の絡みもあり実施が不透明な

ため、今後は行政との連携が必要であるとの意見があった。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

（１）現状と課題 

【現状】 

    展示会や商談会へ出展しているが、これまでは成約には至らないケースが多かった。Ｂ

ｔoＣには慣れているがＢｔｏＢには慣れていない小規模事業者が多く、販路拡大に繋

がっていない。 

 

【課題】 

自社商品の知識はあるが、商品や自社ＰＲの方法や、商談に結びつける接客方法などが

不得手である。展示会・商談会等に出展する前に、セミナーなどを活用して小規模事業

者自体の対人スキルアップを図る必要がある。 

 

（２）事業内容 

   ①アンテナショップや展示会・商談会への出展 

    ①-1展示会出展事業（ＢtoＣ） 

     「Food EXPO Kyushu」、「九州の観光と食のマルシェ」、「商工会こだわりの逸品フェ

ア」、「かご市・日置市商工会フェア」 

     商工会が各展示会においてブースを借り上げ、事業計画策定及び需要動向調査を実

施した事業者を優先的に出展し、新たな需要の開拓を支援する。 

【参考】 

「Food EXPO Kyushu」は、毎年 10月上旬頃 3日間にわたり天神中央公園にて約 90,000  

人が来場する展示会（大食堂）で、約 60社が出展する。 

「九州の観光と食のマルシェ」は、毎年 10 月下旬頃 2 日間にわたり天神中央公園

にて約 40,000人が来場する展示会で、約 70社が出展する。 

「商工会こだわりの逸品フェア」は、鹿児島県内を地域別に 3つのブロックに分け、 

毎年秋頃 3日間にわたり鹿児島中央駅前アミュ広場にて、約 5,000人が来場する

商談会・展示会で、約 30社が出展する。 

「かご市・日置市商工会フェア」は、毎年 12 月中頃 2 日間にわたり鹿児島特産品

市場「かご市」にて約 3,000 人が来場する日置市商工会独自の展示会で、3 社が

出展する。 

 

    ①-2商談会出展事業（ＢtoＢ） 

     「地方銀行フードセレクション」、「Food EXPO Kyushu」、「商工会こだわりの逸品フ

ェア」 
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     事業計画策定及び需要動向調査を実施した事業者を優先的に選定し出展する。特

に、日置市の特産品である「日置市産のお茶」を使用した特産品やスイーツ等をメ

インに選定し、場合によっては他の製造業者も出展する。また、商談会参加前に事

前研修を行ない、マナー講座・プレゼンテーション手法等の商談成立に向けた実務

支援を行う。意欲のある事業者を中心に EC サイトへの掲載を推進し、首都圏や関

西圏等大規模な取引先を獲得できるよう支援する。 

【参考】 

「地方銀行フードセレクション」は、毎年 9月頃 2日間にわたり東京ビッグサイト

にて全国から約 13,000人が来場する商談会で、R1年度は 1,031社が出展した。 

「Food EXPO Kyushu」は、毎年 10 月上旬頃 2 日間にわたり福岡国際センターにて

全国から約 10,000人が来場する商談会で、約 300社が出展する。 

「商工会こだわりの逸品フェア」は、鹿児島県内を地域別に 3 つのブロックに分け、 

毎年秋頃 3日間にわたり鹿児島中央駅前アミュ広場にて、約 5,000人が来場する

商談会・展示会で、約 30社が出展する。 

 

※「Food EXPO Kyushu」、「商工会こだわりの逸品フェア」は、展示会（ＢtoＣ）・商

談会（ＢtoＢ）の両方が開催される。 

 

（３）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

展示会出展事業者数 8社 10社 10社 12社 12社 12社 

売上額／社 8万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 
商談会出展事業者数 2社 9社 9社 10社 10社 10社 

成約件数／社 1件 1件 1件 2件 2件 2件 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

８.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

 第 1期の計画期間における地域経済の活性化に資する取組に関する事業について、評価委員会

における各事業の評価及び第 2期の取組方針は、以下のとおりとする。 

 

（１）日置市活性化委員会の開催 

   日置市・（一社）日置市観光協会と連携し当委員会を開催、イベント等を含め地域活性

化策について協議した。 

 

（２）各種イベントでの地場産業製造のＰＲ 

夏祭りや花火大会、温泉祭り、サンドアートフェスタ、窯元祭り、妙円寺詣り、せっぺ

とべ、六月灯、秋祭りなどで実施した。 
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（３）商品券事業を実施 

日置市と連携しプレミアム商品券事業を実施し、消費の拡大を行った。また、地場産品

が当たる抽選会を実施し、販路開拓に繋げた。 

 

 第 1期における評価については高評価であった。各種イベントについては、相当数の来場があ

り、参加した事業者からも高評価で、今後も継続の意見があった。 

 日置市には農水産業が盛んであり、新たなブランド化を見据え、新商品の開発を行なってはど

うかと意見があり、地元の鹿児島城西高校と連携し、新ブランドのコラボ商品を開発する運び

となった。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

（１）現状と課題 

【現状】 

地域活性化委員会を通じて日置市・（一社）日置市観光協会と連携を図っており、各地

域におけるイベントは開催している。交流人口は増えつつあるが、長期的な地域振興に

はなかなか繋がっていない。 

 

【課題】 

   地域外からの集客・小規模事業者や商品の認知度の向上により、長期的な地域振興に繋

げる必要があり、地域資源を活用した新ブランドの確立が必要である。 

 

（２）事業内容 

   ①日置市地域経済活性化委員会の開催 

    日置市・（一社）日置市観光協会・日置市商工会・地元金融機関で「日置市地域経済活

性化委員会」を年 3 回開催し、今後の地域経済活性化に資する方向性を検討する。ま

た、検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、日置市商工会が中心となり開催して

いる伝統行事やスポーツ大会・イベント等を効果的に実施し、地域経済の発展の中心

的な役割を担う。各イベントは広く市内外に広報し、市外からの交流人口を増やすと

ともに、地域外から資金が循環し地域経済活性化が図れるようする。 

    ※伝統行事、スポーツ大会、イベント 

美山窯元祭り、妙円寺詣り、せっぺとべ、ひおき秋まつり花火大会、流鏑馬、 

吹上かめの子サッカー県大会、いじゅういん梅マラソンジョギング大会 

  

   ②地元高校との地場産品を原料として開発した新商品・ブランドの開発 

    鹿児島城西高等学校と連携し新商品を開発し、新ブランドの確立を目指す。 

 

   ③商品券事業の実施 

日置市と連携し、プレミアム商品券事業を実施し、地域の消費拡大を促す。 
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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 

 

９.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 

 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

 第 1 期の計画期間における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

る事業について、評価委員会における各事業の評価及び第 2期の取組方針は、以下のとおりと

する。 

 

（１）中小企業支援機関連携推進会議への参加 

小規模事業者の経営環境の現状や支援内容等について、情報収集及び情報交換を行っ

た。 

 

（２）小規模事業者経営支援研究会への参加 

鹿児島・日置地域広域指導協議会主催の当会に参加し、地域小規模事業者の経営動向、

経営状況について情報交換するとともに、支援のあり方や販路開拓等の改善について研

究した。 

 

（３）職員研修会への参加 

鹿児島・日置地区の商工会の職員を対象とした職員研修会に参加し、情報交換を行うと

ともに、地域の小規模事業者の経営動向、支援ノウハウ等、情報共有化を図った。 

 

（４）鹿児島県よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構による管内小規模事業者に対する説明

会に参加 

 

（５）鹿児島県経営金融課との情報交換の実施 

管内小規模事業者の第二創業・経営革新を進めるため、ノウハウや計画策定の進め方等

について、情報交換を行った。 

 

（６）日置市・（一社）日置市観光協会との情報交換 

管内小規模事業者の経営環境や経営状況についてお互いの情報交換・収集を行なった。 

 

（７）広域指導体制運営協議会、広域指導センター所長会議、担当者会議への参加 

各地域の小規模事業者の経営動向等について情報を収集し 、経営力向上に向けた経営

支援のノウハウ、進め方について情報交換を行った。 

 

 評価委員会の評価も概ね高く、当主の事業を実施し、その目的が達成できたとの意見であった。 

今後は、他の支援機関とのＷｉｎＷｉｎな関係の構築と、支援機関ごとに行う施策内容に応じ

た支援体制のスキル向上が必要であるとの意見もあった。 
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〈今回の申請に関する取組〉 

（１）現状と課題 

【現状】 

    他の支援機関との支援会議を開催し、小規模事業者の支援に必要な情報交換を行ってい

るが、情報が混雑し支援体制が確立されていない。 

   

【課題】 

  他の支援機関とのＷｉｎＷｉｎな関係の構築と、支援機関ごとに行う施策内容に応じた

支援体制のスキル向上が必要である。 

 

（２）事業内容 

①日置市金融支援ネットワーク会議及び日置市創業支援ネットワーク会議への出席 

（各年 2回） 

日置市、日置市商工会、（一社）日置市観光協会、地元金融機関各支店の担当者が参画

する「日置市金融支援ネットワーク会議」及び「日置市創業支援ネットワーク会議」に

出席し、日置市の最新の経済動向や支援状況を把握する。参加者相互の支援ノウハウの

情報交換を行うことで小規模事業者への支援スキル向上の効果が期待できる。 

 

②鹿児島・日置地域広域指導協議会への出席（年 1回） 

かごしま市商工会が主催する、いちき串木野・日置・鹿児島地区商工会の経営指導員を

対象とする「鹿児島日置地域広域指導協議会」で、地域小規模事業者の経営動向、経営

支援の状況について情報交換することで、経営支援のノウハウや販路開拓等の支援スキ

ル向上の効果が期待できる。 

 

③鹿児島・日置地区商工会連絡協議会への出席（年 1回） 

日置市商工会が主催する鹿児島・日置区の商工会の職員等を対象とした職員研修会を年

1回開催し、情報交換を行うとともに、地域の小規模事業者の経営動向、支媛ノウハウ

等の情報交換をすることで、情報共有化を図る効果が期待できる。 

 

④鹿児島県商工会連合会が開催する「広域指導体制運営協議会」「広域指導センター所長

会議」「担当者会議」に出席（年 2回） 

各地域の小規模事業者の経営動向等について情報を収集し、経営力向上に向けた経営支

援のノウハウ・進め方について情報交換を行うことで、支援スキル向上の効果が期待で

きる。 

 

⑤かごしま産業支援センターが実施する「中小企業支援機関連携推進会議」に出席 

（年 1回） 

中小企業・小規模事業者の支媛に携わる鹿児島県・金融機関・支援機関等の担当者と小

規模事業者の経営環境の現状や小規模事業者への支援内容、支援のノウハウ等について

情報交換を行い、情報の共有化を図ることで、支援スキル向上の効果が期待できる。 
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⑥鹿児島県よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構による管内小規模事業者に対する説明

会や個別経営相談事業を必要に応じて開催。 

コーディネーター・専門家と小規模事業者の経営支援のノウハウ・支援の進め方等につ

いて情報交換を行うことで、支援スキル向上の効果が期待できる。 

 

１０.経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

 第 1期の計画期間における経営指導員等の資質向上等に関する事業について、評価委員会にお

ける各事業の評価及び第 2期の取組方針は、以下のとおりとする。 

 

（１）鹿児島県商工会連合会が主催する経営指導員・経営支援員研修会への参加 

小規模事業者の経営や支援制度に関する最新情報、小規模事業者の売上拡大、経営力強

化等に向けた支援ノウハウ等を習得した。 

 

（２）支援機関担当者向けの専門研修会への参加 

中小企業大学校・九州経済産業局・中小企業基盤整備機構・鹿児島産業支援センター等

が実施する研修会や説明会に経営指導員が参加し、小規模事業者の売上・利益を確保す

ることを重視した支援能力の向上を図った。 

 

（３）日置市商工会「経営勉強会」の開催 

経営指導員歴 35 年の事務局長から、実務面で支援能力の知識を習得予定であったが退

職の為実施できず。 

 

（４）鹿児島県商工会連合会と連携して資格取得研修会の実施 

中小企業診断士、社会保険労務土等の公的資格の取得を推進するために、鹿児島県商工

会連合会と連携して公的資格取得を進めるが実施に至らず。 

 

（５）データベース化 

経営指導員等が習得した支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等を組

織内で共有する仕組みのデータベース化を行った。 

 

評価委員会の評価も概ね高く、当初の事業を実施し、その目的が達成できたとの意見であった。 

 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

（１）現状と課題 

【現状】 

研修会に参加し取得した支援ノウハウの情報共有化ができていない。 
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【課題】 

 研修会の参加では外部との連携が少なく、支援ノウハウも少ない情報しか取得できな

い。取得した支援ノウハウの情報の共有化を図る場がなく、個人スキルの向上に留まっ

ている。 

 

（２）事業内容 

①講習会等への参加（年 1回以上） 

    中小企業大学校の実施する支援機関担当者向けの専門研修及び九州経済産業局、中小企

業基盤整備機構、鹿児島産業支援センターが実施する経営支援に係る説明会、経営セミ

ナー等に経営指導員が参加し、小規模事業者の売上・利益を確保することを重視した支

援能力の向上を図る。取得した支援ノウハウについては、毎月開催する職員間の定期ミ

ーティングにて報告し、情報の共有化を図る。 

 

   ②職員間の定期ミーティングの開催 

    経営指導員のみの定期ミーティングは週 1回、経営支援員を含めた定期ミーティングは

月 1回開催し、講習会等で取得した支援ノウハウ等情報の共有化を図り、支援能力の向

上を図る。 

 

   ③データベース化 

    担当職員等が基幹システムのデータ更新を適時適切に行う。職員全員が情報を共有し、

一定レベル以上の支援体制を構築する。 

 

１１.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 

 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

第 1期の計画期間における事業の評価及び見直しをするための仕組みに関する事業について、

評価委員会における各事業の評価及び第 2期の取組方針は、以下のとおりとする。 

 

第 1期では外部有識者にも評価委員に委嘱し評価していただいた。メンバーも多く、他の委員

会も開催し所属している等、効率の面で問題があった。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

（１）現状と課題 

【現状】 

    前回の計画では、四半期ごとに経営発達支援計画進捗報告書を作成し、事業ごとに進捗

の状況や内容等について検証と意見交換を行うとなっていたが、結果として、無理のあ

る計画になっていた。 

    

【課題】 

 支援した内容が外部にフィードバックできていない。また、確実なＰＤＣＡサイクル実

施の為に、年 1回の事業実施の成果及び検証を確実に行ない、ＨＰ等で閲覧可能な状態

にする必要がある。 
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（２）事業内容 

   ①日置市商工会三役（会長、副会長 2名、専務理事）と日置市商工観光課長、法定経営

指導員、外部有識者として中小企業診断士新屋敷辰美氏をメンバーとする「協議会」

を年 1回開催し、評価と事業の見直しを行う。 

 

   ②当該協議会の結果は、理事会にフィードバックした上で、日置市商工会ＨＰに掲載し、

地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態にする。 
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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 

（令和元年 10月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

Ⅰ．日置市商工会概要 

総代会－会長 1名－副会長 2名－専務理事 1名－理事 29名－支部総代－会員 

監事 2名 

 

Ⅱ．各支部会員数 

本支所名 伊集院 東市来 日吉 吹上 計 

会員 367 242 92 179 880 

 
Ⅲ．事務局 

事務局長 1名 広域担当経営指導員 1名 経営指導員 4名 経営支援員 5名 

一般職員 1名 臨時職員 5名 
 
Ⅳ．人員配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

会  長 

 
事務局長 

 
伊集院本所 

 

東市来支所 

 

日吉支所 

 

吹上支所 

 

創業･第二創業 

 

経営指導員 1名 
経営支援員 1名 
臨時職員  1名 

経営指導員 1名 
経営支援員 1名 

経営指導員 1名 
経営支援員 1名 
臨時職員  1名 

広域担当 
経営指導員 1名 
（法定経営指導員）     

日置地区 
広域指導センター 

 

日置市 
商工観光課 

（創業支援部門） 
 

事業評価委員会メンバー 

・新屋敷辰美氏（中小企業診断士） 

・日置市商工観光課長   

・委員長及び委員 

 （日置市商工会三役 4名） 

・広域担当経営指導員  

 （法定経営指導員） 

・経営指導員 4名   

合計 11名 

経営指導員 1名 
経営支援員 2名 
一般職員  1名 
臨時職員  3名 



- 24 - 
 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

    ■氏 名：吉満 徹（伊集院本所 広域担当経営指導員） 

         横山 真一郎（伊集院本所 経営指導員） 

         鬼塚 隆一（東市来支所 経営指導員） 

         徳永 政樹（日吉支所 経営指導員） 

         満留 玲子（吹上支所 経営指導員） 

 

    ■連絡先：日置市商工会伊集院本所 TEL 099-272-2222 

         日置市商工会東市来支所 TEL 099-274-2151 

         日置市商工会日吉支所  TEL 099-292-3130 

         日置市商工会吹上支所  TEL 099-296-2246 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

手段：鹿児島県商工会連合会主催の「広域指導体制運営協議会」「広域指導センター所長

会議」「広域指導センター担当者会議」、かごしま産業支援センター実施の「中小企業

支援機関連携推進会議」、支援機関担当者向けの専門研修会で情報を得る。 

  また、経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管

理、事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供を行う。 

 

   頻度：合計 8回開催予定 

広域指導体制運営協議会、広域指導センター所長会議、広域指導センター担当者会議

⇒3回開催予定 

中小企業支援機関連携推進会議⇒2回開催予定 

支援機関担当者向けの専門研修会⇒1 回開催予定 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

【日置市商工会 伊集院本所】 

     〒899－2501 

鹿児島県日置市伊集院町下谷口 1813-7 

TEL 099-272-2222 FAX 099-272-2153 

ホームページ http://hioki.kashoren.or.jp/index.html 

メール  hioki-s@kashoren.or.jp 

 

【日置市商工会 東市来支所】 

  〒899－2201 

鹿児島県日置市東市来町湯田 3299-1 

TEL 099-274-2151 FAX 099-274-2132 
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【日置市商工会 日吉支所】 

  〒899－3101 

鹿児島県日置市日吉町日置 380-1 

TEL 099-292-3130 FAX 099-292-3134 

 

【日置市商工会 吹上支所】 

  〒899－3301 

鹿児島県日置市吹上町中原 2594-1 

TEL 099-296-2246 FAX 099-296-5911 

 

②関係市町村 

【日置市 総務企画部商工観光課】 

〒899-2592  

鹿児島県日置市伊集院町郡１丁目 100 番地 

TEL 099-248-9409 FAX 099-273-3063 
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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） 

 
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

必要な資金の額 37,600 37,600 39,700 39,700 41,800 

 

小規模企業対

策事業費 

 

1 経営改善普

及事業費 

 

2 地域振興総

合事業費 

 

 

 

 

 

 

11,600 

 

 

26,000 

 

 

 

 

 

 

11,600 

 

 

26,000 

 

 

 

 

 

 

 

12,700 

 

 

27,000 

 

 

 

 

 

 

 

12,700 

 

 

27,000 

 

 

 

 

 

 

 

13,800 

 

 

28,000 

 

 

 

 

（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 国・県・市補助金・全国連事業受託料 

② 商工会会費・手数料・受託料・使用料・雑収入 

③ 助成金・協力金・分担金 

④ 支援事業者事業負担金 

 

（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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 
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