
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

あまみ商工会  （法人番号 3340005004901） 

奄美市     （地方公共団体コード 462225） 

大和村     （地方公共団体コード 465232） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

あまみ商工会では、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
営力の強化と、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な支
援を行ない、管内の小規模事業者の成長を図るために、下記の５点を重点目標に掲
げ、奄美市及び大和村及び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
を推進する。 
１．奄美大島の魅力と支援事業の情報発信（新規） 
２．観光産業活性化のための特産品の開発・販路拡大（継続） 
３．創業支援強化による商工業の活性化（継続） 
４．観光産業活性化のためのインバウンド対策強化（新規）   
５．経営発達支援計画の目標を達成するための支援体制の強化（改善・継続） 

事業内容 

Ⅰ．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 

中小企業景況調査を実施することにより、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。また、各種統計データを収集して
小規模事業者に提供することで経営判断をする材料として活用する。 

３．経営状況の分析に関すること 
確定申告支援時の財務データや金融支援時に得たデータ等により得た情報を

基に経営分析を行う。またセミナー等を通じて経営分析支援を行なう。これに
より課題抽出を行い、経営に関する方向性を検討する。 

４．事業計画策定支援に関すること 
経営状況の分析結果を基に、小規模事業者が実現可能性の高い「事業計画」

の策定、経営革新（第二創業）を意識した長期的な計画策定支援を行う。創業
者に対しては創業塾へ参加勧奨など市と協力体制を強化して支援する。 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 
目標、指導内容、頻度などの実施体制を明確化し、定期的な巡回指導での状

況確認や窓口支援を行なう。また、支援職員ミーティングを実施することによ
り、小規模事業者支援の質を向上させ、効果的なフォローアップを行う。 

６．需要動向調査に関すること 
個者に対する調査支援及び、物産展等を活用した消費者アンケート等の生デ

ータを収集することにより実践的な需要動向情報を把握して小規模事業者に提
供する。さらにインターネット等で提供されている各種需要に関する情報等を
収集し分析し、小規模事業者に提供する。 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業 
  商談会や展示会へ積極的に参加し、商品のＰＲと販路開拓を行うためにＦＴ
Ｐシートの作成支援やセミナーによる事業者のスキルアップを図る。また、新
たな取組みとして、インバウンド対策やＩＴ活用支援に取り組む。 

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みに関すること 
   「奄美産業活性化協議会」に関する事業に奄美市や関係機関と協力体制を整

備して地域雇用の推進に取り組み、地域経済の底上げを図る。また、行政や関
係機関が個別に開催する地域活性化イベントにおいて、協力し魅力的なイベン
ト実施のための検討を行う。さらにインバウンド対策に向けた取組みを連携し
て実施する。 

連絡先 

あまみ商工会 笠利本所 

〒894-0511 鹿児島県奄美市笠利町里 425-1 

TEL 0997-63-0058 FAX 0997-63-0325 E-mail:amami-s@kashoren.or.jp 

奄美市 商工観光部商工情報課 

〒894-8555 鹿児島県奄美市名瀬幸町 25-8 

TEL 0997-52-1111  FAX0997-52-1359  E-mail:shosui@city.amami.lg.jp 
大和村 企画観光課 

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜 100 
TEL 0997-57-2117  FAX0997-57-2161  E-mail:kikaku@vill.yamato.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期計画期間においては、観光関連産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。」ことを目標として取り組んだ。具体的な取組み及び評価は以下の通り。 

 

（１）特産品製造販売業及び飲食業の経営力向上・販路拡大 

  この目標については、セミナー開催や専門家派遣制度等を活用した個別支援により、小規模事業

者のスキルアップや新商品開発に取り組んできました。また、鹿児島県商工会連合会が開催する物

産展に積極的に参加し販路拡大につとめるとともに、鹿児島県商工会連合会や全国商工会連合会

が運営するアンテナショップなどにも積極的に出店支援を行うなど評価も高く今後も継続的に実

施する。 

 

（２）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と経

営発展の推進 

  この目標については、平成２８年度にあまみ商工会独自で東京都内にて物産展を開催、平成３０

年度に全国連の補助事業を活用して、アンテナショップ事業を展開し、奄美の食文化と特産品を積

極的にＰＲした。事業実施に対しての評価委員会の評価は高いものがあったが、経費面や人的資源

の不足から継続して定期的に行うことができなかったため、また地域全体への波及効果を期待す

るには地域イベントや観光情報なども含めて情報発信が足りなかったとの意見があり、第２期で

は、情報発信に積極的に取り組んでいく。また、各種統計情報や分析結果、イベントなどで得られ

た情報の共有や活用についても、事業者向けに情報発信ができなかったため、第２期では積極的に

取り組む。また、増える外国人客に対応するための支援も積極的に行う。 

 

（３）後継者・創業者育成を支援し、観光関連産業・特産品製造販売業、飲食業の事業継続・持続的

発展を高めるための支援 

  この目標については、奄美市、大和村、奄美群島振興開発基金、奄美大島商工会議所と協力して

「あまみ創業塾」を開催し、創業者の育成に積極的に取り組んだこと、創業者に対して鹿児島県の

創業関連補助金を積極的に活用支援したことが高い評価を得ているため今後も継続して実施する。

しかし、後継者の育成については、積極的に取り組むことができなかったため、第２期では、巡回

訪問時などを活かして、事業承継診断を積極的に行うとともに、専門家や事業承継引継ぎセンター

などを活用しながら積極支援していく。 

 

 このほか、経営発達支援事業の内容全般において、情報発信と事業ごとの成果管理、支援職員の連

携が課題であったため、第２期では、ホームページの改修やＳＮＳやペーパーなどでの情報発信の

強化、支援職員の経営発達支援事業進捗管理会議の実施、経営指導員による事業者のための経営支

援会議などに積極的に取り組んでいく。 
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＜今回の申請における取組＞ 

（１）．あまみ商工会管内の現状と課題 

 ①奄美市（奄美市住用町、奄美市笠利町） 

  ア 概要 

   奄美市は、鹿児島県本土と沖縄本島の中間に位置し、８つの有人島からなる奄美群島の拠点都

市です。亜熱帯性の気候に属し、美しいさんご礁が広がる海、世界的にも貴重な動植物が棲息す

る緑深い森など、豊かな自然に囲まれている。また、伝統工芸品の本場奄美大島紬や奄美群島の

み製造が許されている黒糖焼酎、各集落で受け継がれているシマ唄や八月踊りなど、歴史ととも

に奄美独自の文化を育み、世界自然遺産登録を目指す貴重な宝を有している。 

奄美市は、平成１８年に旧名瀬市、旧住用村、旧笠利町の飛び地合併で誕生した人口約４３，

３００人で、奄美大島では１番大きな市です。奄美大島の海運の要所である名瀬港と空の玄関口

である奄美空港を有しており、商業や観光に重要な拠点であり、中心街の旧名瀬市内には大型店

の進出やホテルなどの建設が盛んである。 

 

イ 人口の動き 

 奄美市の人口は、市町村合併当初の４８，８９７人から年々減少し、令和元年７月末現在で４

３，３４７人。そのうちあまみ商工会管内の奄美市笠利町及び奄美市住用町の人口は６，８４８

人と中心地の奄美市名瀬に集中しており、また若年層を中心に奄美市名瀬地域へ移住する流れ

が止まらず、あまみ商工会管内では人口減少が続いている。 

 

 
 

ウ 商工業の状況 

 奄美市の商業全体（卸・小売業）においては、平成２８年経済センサスによると、６９５事業

所、従業員の総数が３，７８９人、年間販売額は７１７億５千万円となっている。市街地には、

大手家電量販店やドラッグストアーなどが進出しており、事業所の多くは旧名瀬地区に集中し

ているため、大型店やＥＣサイトへ購買が流出しており、中心市街や地域の商店の振興対策が必

要である。あまみ商工会管内の笠利地区及び住用地区の商業は、観光中心の土産物品店は比較的

集客があるものの、地域の小規模な商店は厳しい状況である。工業（製造業）においては、１４

３事業所、従業員の総数が７０９人、年間販売額は５４億５千万円となっており、売上の多くは、

黒糖焼酎製造とその他食品関連製造、大島紬製造の事業所である。しかし大島紬の現状をテーマ

にした論文によると、奄美産大島紬生産においては平成２３年が６億１，３３８万円の生産高が

あったものが、平成２７年では４億２，４０４万円となっており、生産者の高齢化と需要の低下

で減少していため、新商品の開発による新たな需要の開拓が必要である。 

産業別人口で見ると、第１次産業が３．８％、第２次産業１４．６％、第３次産業８１．６％

となっており、パパイヤやさとうきび、タンカンなどの農産物の生産およびもずくの養殖や漁師

などの農業者水産業、近年の観光需要にかかる商業やサービス業が盛んであることがわかる。 
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エ 観光業の状況 

 ＬＣＣの就航やテレビドラマのロケ、世界自然遺産への登録取組みなどにより、奄美大島が大

きくクローズアップされたため、奄美大島の入込客数が大幅に増えている。奄美市においては、

平成３０年８月１日現在の統計で、ホテル１２件、旅館２３件、簡易宿所８９件あり、全体で２，

７４９人の収容人数があるが、繁忙期は予約が取りづらい状況になるなど、観光が好調であるこ

とがわかる。またここ数

年外国人観光客も増加し

ており、今後世界自然遺

産の登録が実現するとさ

らに増えることが予想さ

れるため、増える宿泊者

への対応と外国人に対応

できるサービスの拡充が

必要であることから、行

政及び観光関連団体で

は、育成事業に取り組ん

でいく計画である。 

 

オ 奄美市総合計画（後期） 

 奄美市総合計画は平成２３年度から令和２年度までを計画期間として、平成２８年度から後

期計画に基づき取り組み中である。商工観光業分野においては、世界自然遺産登録を見据えた観

光事業を中心に産業全体の底上げに取り組んでいる。又、観光立島を目指した多様な産業連携の

まちづくり計画のもと、商工業については、地域資源を活かした商品開発と新たな健康・長寿分

野への展開として、新商品開発支援と販路拡大と販売促進に取り組んでいる。観光業については

観光資源の掘り起こしや活用、多彩な体験・観光の推進、観光施設や宿泊施設等の受け入れ体制

の整備に取り組んでいる。 

次期の総合計画については、現時点では未定であるが、令和２年度に具体的な計画について検

討するとのことであった。しかし、奄美市総合計画（後期）の流れから、次期計画においても、

観光関連を軸に地域産業全体の底上げを図っていく計画になると思われる。 
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 ②大和村の概要 

  ア概要 

   大和村は奄美市の南側に隣接し、奄美大島の中で一番小さな村です。１１ある集落はすべて海

に面しており、背後には奄美群島最高峰の湯湾岳とそれに連なる山々がそびえています。豊かな

自然に囲まれた伝統文化が色濃く残る村である。人口およそ１，５００人の小さな村で、基幹産

業は農業であり、主にタンカンやスモモなどの果樹栽培が盛んである。 

大和朝廷時代から船着き場として栄えていたといわれ、現在と同じ１１集落で明治４１年に大

和村と名を改めて以来再編成することなく存続する県内最古の村です。 

 

イ人口の動き 

 大和村の人口は、平成１８年には１，８７７人あったものが令和元年７月末現在で１，４８５

人であり、３９２人減少している。さらに高齢化率も年々上昇しており、大和村が推計する２０

６０年の将来人口は７１７人とも言われており、「大和村 まち・ひと・しごと創生総合戦略」

による取組みにより人口減少への対策が急務である。 

 

 
 

ウ商工業の状況 

 村内には大型店が無く、村内の商店は隣接する奄美市への消費流出により、売上の減少及び高

齢化等により、縮小または廃業を検討している事業所が多く、非常に厳しい状況である。観光客

を中心に地区内の入込客は年々増加しているが、村内消費に繋がっていないのが現状である。そ

のような中、大和村は「元気度アップポイント事業」を推進し、高齢者の健康づくりやボランテ

ィア活動を推進し、これに応じて村内で消費できるポイントを発行し、村内消費の拡大策に取り

組んでいる。また、企業誘致や宿泊施設解消のための創業支援など計画している。 

 

エ観光業の状況 

 美しい海と深い山があり、ダイナミックな風景が広がる自然豊かな土地柄であり、コンビニも

大きなレストランも無く、のんびりとした雰囲気を楽しむような観光メニューが主である。また

ＮＨＫ大河ドラマのロケ地もあり、大和村を来訪する観光客は年々増加しているが、宿泊施設が

少ないため、観光の通過点となっている。 

 

オ大和村まち・ひと・しごと創生創業戦略 

大和村では、平成２７年度を始期として５カ年（平成２１～３１年度）計画で「大和村まち・

ひと・しごと創生創業戦略」を策定し取り組んでいる。本計画の策定にあたり、事前に行政と協

議を行い、次期の計画について現在検討中であるが、大きく変更する点はないとのことであり、
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引き続き「大和村まち・ひと・しごと創生創業戦略」に基づき取り組んでいく。これによると、

人口規模は小さくとも、一人ひとりの村民が活力にあふれ存在感のある村づくりを目指し、地域

特産品である農産物の販路拡大を目指しており、これに伴う新商品開発や物産展・展示会などに

取り組んでいく。また、増える観光需要に対応すべく、民泊の推進や企業誘致、創業支援などに

取り組むこととしている。 

 

 ③あまみ商工会の概要 

  あまみ商工会は旧笠利町商工会、旧住用村商工会、旧大和村商工会が平成２０年に合併し、設立

されている。また、奄美市と大和村の２つの行政地域を管轄する鹿児島県内で唯一の商工会であ

る。奄美市笠利町の事務所を本所とし、住用支所、大和支所の２つの支所を有し、全職員７名のう

ち支所に各１名ずつ、残りの５名は笠利本所に配置されて、事業所の相談対応に当たっている。ま

た、平成３１年４月 1 日現在で、管内の商工業者数は４６１名、小規模事業者数は４０１名であ

り、そのうちあまみ商工会では２８３名の会員を有している。 

■奄美市及び大和村の位置とあまみ商工会の管轄地域 

 
 

④管内の小規模事業者の現状と課題 

  管内の商工業者は、高齢や事業縮小を理由に年々減少傾向にある。しかし近年の観光需要の影響

から、簡易宿所や観光ガイド業などを個人で開業するケースが増えており、若干の変動はあるもの

の、横ばいの傾向が続いている。奄美大島の伝統工芸品であった本場奄美大島紬だが、需要の低迷

と生産者の高齢化等により廃業が相次ぎ、最盛期の１．６％の生産量となっている。商業全体（卸・

小売業）においては、奄美市名瀬地区（奄美市の中心地・あまみ商工会の管轄外）への大型スーパ

ーやドラッグストアー等の進出により、管内（奄美市笠利町・奄美市住用町・大和村）からの購買

力の流出が大きく、平成２７年度の鹿児島県消費者購買動向調査報告書によると、奄美市名瀬地区

への流入率が大和村で７４．２％、住用地区で７３．５％、笠利地区で４０．７％となっており、

特に笠利地区では奄美市名瀬地区への流入率が７．５％も増えるなど地域内の商業は深刻な状況

が伺える。一方で、観光客向けの土産物品店や飲食店などでは、増える観光需要に柔軟に対応して

おり、好調な事業所もみられることから、行政の振興計画にもあるように、観光を軸とした小規模

事業者への振興策が必要である。 

 

 

 

 

 

 

大和支所 

笠利本所

住用支所 

※大和村及び奄美市のうち□で囲

まれた地域 

 

 ▲ 

▲ 

▲ 
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 ■管内の商工業者数および小規模事業者数の推移 

 
 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 奄美市総合計画では、「観光立島を目指した産業連携のまちづくり」として付加価値の高い地場

産品や豊富な観光資源の活用による地域外マーケットへの販売戦略が目的となっている。また大

和村のまち・ひと・しごと創生総合戦略では、「大和村の魅力を発揮し、新しい人の流れをつくる」

ことを目標として、観光関連産業の活性化を目的としている。よって、あまみ商工会では、前述の

地域の状況や現状・課題を踏まえ、商工業及び観光業の振興方針ならびに基本事業の趣旨に則り、

小規模事業者の経営力向上、販路開拓等を継続して支援することとし、以下の目標を設定して管内

小規模事業者の発達支援を目指すこととする。 

 

①観光を主軸とした商業環境の整備と情報発信（継続） 

多様化する観光客のニーズを的確に捉え、魅力のある商品・サービスを提供するための、店舗環

境の整備と情報発信を行い、消費の拡大を目指す。 

 

 ②地域特性を活かしたサービス業と商業の相乗的な活性化（継続） 

観光関連産業（宿泊業・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と販路拡大を重点的に支援し、地域小規模事業者の経営強化を目指す。 

 

 ③時代の変化に柔軟に対応できる商業の推進（新規） 

事業主の高齢化や働き手の不足などにより、廃業相談をする事業者や後継者対策が必要な事業

者が増加する中、事業承継や技術の継承、若い世代の事業家への関心度の向上を図り、持続できる

商業の推進を行う。 

 

 ④新たな事業に挑戦し、地域の発展を支える商業の推進（継続） 

地域経済を維持するためには、新たな事業者の育成のための創業支援や、企業の地盤はそのまま

に経営革新を行ってさらなる飛躍を図る第二創業を目指す事業者に対する支援、また奄美大島の

強みのひとつである食文化の発信や観光誘客及びインバウンド対策を推進し、外貨を稼ぐための

販路開拓を支援することで、奄美大島の地域ブランド力の向上を図ります。さらにマーケットイン

の視点に立った商品開発やＩＴの戦略的な活用による攻めの事業展開を支援し、商業の発展を図

る。 

 

 ⑤突然の自然災害にも継続できる商業の推進（新規） 

  頻発する自然災害に備え、地域の生活を支える事業として速やかに事業再開し、持続できる事業

所と成るために事業継続力強化のための支援を行ない、災害に強い商業を推進する。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

  前述した小規模事業者に対する長期的な振興のあり方及び第１期の発達支援計画についての評

価を踏まえ、次に記載する項目を目標とし、経営発達支援計画を実行する。 

 ①奄美大島の魅力と支援事業の情報発信（新規） 

②観光産業活性化のための特産品の開発・販路拡大（継続） 

③創業支援強化による商工業の活性化（継続） 

④観光産業活性化のためのインバウンド対策強化（新規） 

⑤経営発達支援計画の目標を達成するための支援体制の強化（改善・継続） 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

 ①奄美大島の魅力と支援事業の情報発信（新規） 

 行政や奄美群島観光物産協会、ＪＡなどの関係団体と協力し、地域内外に対して奄美大島の魅力

を発信し、移住や観光客の増加を図る。これにより小規模事業者が保有する「強み」を活かした事

業展開を支援し、安定経営できる基盤づくりと持続的発展を支援する。また、管内の事業者に対し

ては、奄美市や大和村の事業やあまみ商工会が実施する経営発達支援計画を「見える化」するため

の情報発信を実施する。 

 

②観光産業活性化のための特産品の開発・販路拡大（継続） 

地域資源を発掘して都市圏に販路を拡大し、地域内で資金が循環する仕組みを構築する。奄美市

及び大和村が広域連携している奄美群島観光物産協会との協力を深め、これまでそれぞれの団体

で個別に支援していた特産品の開発や販路拡大事業を一元化することにより、効果的な小規模事

業者の特産品開発・販路拡大支援を行なう。 

 

③創業支援強化による商工業の活性化（継続） 

 事業所数減少対策のために、創業、起業を目指す方、開業して間もない方を対象に相談機能を充

実させるとともに、奄美市、大和村及び関係機関と共同で実施してきた創業塾を継続実施すること

で、ビジネスプラン（事業計画書）の作成、マーケティング手法や資金調達ノウハウ、財務管理や

労務管理などについて専門家を招聘して支援を行なう。また、創業後もビジネスモデルを確実に実

行できるように創業者に寄り添った伴走型支援を実施する。 

 

④観光産業活性化のためのインバウンド対策強化（新規） 

近年の急増する外国人旅行者に対応するため、ハード・ソフト面の強化を図り、奄美大島観光の

イメージ向上を図ります。奄美市、大和村が連携している奄美群島広域事務組合が行う外国語対応

の観光ガイド育成事業など、世界自然遺産登録を見据えた観光振興に行政と協力して取組み、小規

模事業者の販路拡大支援を強化する。 

 

⑤経営発達支援計画の目標を達成するための支援体制の強化（改善・継続） 

  職員の経営支援能力の向上を図るために、各種研修会や職員間や関係機関と情報交換会を実施

することにより、小規模事業者に対する支援の現状（成果、課題、進捗）や支援ノウハウの情報共

有や支援スキル及び資質の向上を図るとともに、人事異動や退職などの際にも組織の財産として

支援ノウハウやスキルをデータとして蓄積していく。また、経営発達支援計画の目標及び達成を実

現するために、国、鹿児島県、奄美市、大和村、鹿児島県中小企業団体中央会、かごしま産業支援

センター（よろず支援拠点）、鹿児島県事業引継ぎ支援センター、中小企業診断士をはじめとした

各種専門家、奄美群島広域事務組合、奄美大島商工会議所等と協力し、管内の小規模事業者のため

の支援機関としての機能を強化していく。 
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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（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 

Ⅰ．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期の計画期間においては、３つの事業を実施したところ、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）地域経済・業界（市場）・需要（販売）動向調査結果の収集及び分析 

  それぞれの動向調査については、国・鹿児島県・奄美市・大和村・金融機関などが情報提供する

データの収集分析を行い、調査結果においては当該事業所への周知報告並びに巡回指導時に活用し

た。 

 

（２）観光関連産業・特産品製造販売業・飲食業経営実態調査 

  国・鹿児島県・奄美市・大和村が情報公開を行っている統計情報を用いて独自の経営実態調査を

実施した。実施については、巡回による事業所へのヒアリング、管内の景況、特徴、需要動向等、

課題、問題点の抽出を行い、当該事業所への情報共有並びに周知報告も併せて行った。 

 

（３）地域経済に関する総合的な調査報告書作成 

  各種統計調査資料や商工会独自調査資料を活用した調査報告書の作成までは至らなかっ   

た。報告書作成に至らなかった背景については、商工会独自調査による内容、資料としてのデータ

が不十分であった。 

  それぞれの事業について、当初目標予定を上回る事が出来ずに、小規模事業者への情報提供  

の資料としては、データ不足もあり、２期目への課題となった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

  地域経済動向調査を把握する事は、非常に重要であり、経済動向を把握する中で、経営者の生の

声を施策に反映させることや、調査結果を広く情報発信する事が求められている。次回の計画で

も、巡回・窓口相談による経済動向調査を継続実施します。又、商工会独自のヒアリング調査票に

よる項目を設け、事業所もより分かり易い回答内容に情報収集を図る。 

 

（１）事業内容 

 ①各種景気動向調査の収集及び分析【継続・拡充】 

  小規模事業者に提供する基本的な経済状況の情報提供として本事業を行う。収集する資料とし

ては、日本政策金融公庫：中小企業動向調査、鹿児島県：景気動向指数、全国商工会連合会：中小

企業景況調査、日本銀行鹿児島支店：鹿児島県金融経済概況等を活用収集分析し、全国・鹿児島・

奄美市・大和村業況を比較した調査結果を当会ＨＰで掲載し情報提供する。 

収集先及び内容 調査項目 調査回数 

日本政策金融公庫 

中小企業動向調査 

（小企業編） 

業況判断ＤＩ・売上ＤＩ・採算ＤＩ・資金繰

りＤＩ・借入ＤＩ 

（中小企業編） 

業況判断ＤＩ・売上ＤＩ・純利益率ＤＩ・資

 

 

 

年４回 
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金繰りＤＩ・長期借入金難易ＤＩ等  

鹿児島県：景気動向指数 １．国内経済の動向 

２．県内経済の動向 

３．景気動向指数及び景気総 

  合指数 

 

 

年４回 

全国商工会連合会 

中小企業景況調査 

業況ＤＩ・売上ＤＩ・仕入ＤＩ 

設備ＤＩ 

年４回 

日本銀行鹿児島支店 

鹿児島県金融経済概況 

鹿児島県主要金融経済指標他 年４回 

 

 

②巡回訪問・窓口相談による経済動向調査の実施【継続・拡充】 

  経営指導員及び経営支援員による巡回訪問や窓口相談の際に、６業種に対して下記の調査項目

をヒアリングし、年４回実施・分析することで、小規模事業者の経営課題を把握し年４回公表する。

調査結果については、当会のＨＰにて掲載。又、専門家（税理士・社会保険労務士他）にも個別に

情報提供し事業者の支援に役立て、持続的な経営を目指す小規模事業者が事業計画を作成する際

の支援データとして活用する。 

●調査対象  ６事業種（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業、飲食業）毎           

にヒアリングと記述方式による調査 

 ●調査項目  ア．売上採算 

        イ．資金繰り 

        ウ．顧客のニーズ 

        エ．業界の動向 

        オ．他業種との連携・協力に関する取組状況 

        カ．新しい取組 

        キ．後継者の育成 

        ク．喫緊の経営上の問題 

        ケ．今後の見通し 

        コ．支援機関に対する要望等 

 

（２）成果の活用 

 ●情報収集、調査、分析した結果は当会ＨＰに掲載し、管内事業者等に周知する。 

 ●経営指導員等が巡回・窓口指導の際の参考資料として活用する。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

①各種統計公表回数 １回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

②経営実態分析回数 未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４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期の計画期間においては、４つの事業を実施したところ、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）自社の現状把握と経営分析 

  巡回・窓口指導を定期的に行う事で支援事業者の経営課題や財務分析を行う事で現状把握、確認

を行った。又、支援対象事業者については事業計画策定の為の指導を行った。 
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（２）経営分析会議の実施 

月１度の全体朝礼終了後において、経営指導員による「指導員ミーティング会議（支援会議）」

を行う際に、経営指導員各々が支援を行っている案件についての報告も併せて行っている。現在は

主に持続化補助金を始めとした各種補助金に対する事業所の取組等今後の経営に関する課題、問

題点を指導員で情報共有しながら、経営分析を行い事業所の持続的発展に向けた会議を行ってい

る。 

 

（３）専門家を活用した経営分析 

  専門家派遣を行う事で個者支援の強化、各々の問題解決、今後の取り組み方など事業の方向性を

支援した。 

 

（４）経営分析結果の情報共有 

  各種統計資料などから業種別の分析を行い、結果を収集し事業所への情報提供も行う事が   

出来た。 

 

それぞれの事業については、概ね計画に基づいた実施内容のデータ収集、分析が実施出来た  

事は良かった。事業の拡充を図りながら第２期へと繋げていきたい。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

  第２期においては、小規模事業者が直面する限定的な課題に対する支援に止まっていた反省を

踏まえ、統一の経営分析フォーマットを活用しながら、経営指導員による支援や専門家との連携に

より経営分析支援を行う。専門家との連携を行う事でより、財務面や事業面での課題に気付いても

らう経営課題解決セミナーにて経営分析の必要性を理解してもらい、事業者の経営課題を顕在化

させる。 経営分析支援につては、月１度の全体朝礼（本所・支所）において指導員による「指導

員ミーティング（支援会議）」を行う際に分析結果を共有し、事業計画策定支援や事業計画策定後

の実施支援に活用する。 

 

（１）事業内容 

①巡回・窓口指導及び「ネット de 記帳」等で収集した財務データを活用した経営分析の実施 

【継続・拡充】 

巡回・窓口指導での記帳継続指導及び「ネット de 記帳」等の記帳支援で得た財務データの分析

については、経営改善普及事業の基本として今後も継続及びデータ収集の充実を行います。その収

集データをもとに定量的分析たる「財務分析」と定性分析たる「SWOT 分析」の双方行うことに

より、小規模事業者がより実効性がある事業計画を策定できるよう支援する。 

（対象者） 

   管内小規模事業者 

（分析項目） 

   ・売上高総利益率（収益性）      ・売上高経常利益率（収益性） 

   ・総資本経常利益率（収益性）     ・総資本回転率（効率性） 

   ・対前年売上増加率（成長性）     ・自己資本増加率（成長性） 

   ・自己資本比率（安全性）       ・流動比率（安全性） 

  ・状況調査や小規模事業者への聞き取り（ＳＷＯＴ分析） 

（分析手法） 

「小規模事業者支援システム」の活用。経営指導員による状況調査や小規模事業者への聞き 

取りにより「ＳＷＯＴ分析」を行います。「ネット de 記帳」では「財務諸表」が作成されるた

め、上記分析について行いやすいが、その他の事業所では貸借対照表等のデータがない場合も

多い為、作成できる範囲で分析を行い小規模事業者の支援を行う。 
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②経営課題解決セミナー開催による経営分析支援の実施【新規】 

  小規模事業者が持続的に発展していくためには、自社の経営分析を行い、強み・弱みを明確にす

る必要があるが、自社で経営分析を実施できる小規模事業者は極めて少ない。小規模事業者の経営

の持続的発展には各事業者が持つ「強み」を伸ばし、「ビジネス機会」を的確に捉えて行く事が必

要であり、「経営課題解決セミナー」の開催を通じて、経営分析による経営改善策や事業計画作成

の必要性について理解を促すとともに、経営分析の対象となる小規模事業者を発掘して行く。 

  又、募集方法として商工会会報・チラシ等を活用し、商工会 HP、フェイスブックの SNS によ

る情報発信を行い、併せて奄美市役所や大和村役場からの情報周知も行います。 

 

 ③事業承継分析【新規】 

  小規模事業者においては経営者の高齢化等により、多くの経営者がいずれ自身の引退と会社を 

次世代へ承継する場面に直面します。中には、経営者の親族や役員・従業員に事業承継していこ

うとする経営者や、第三者に事業を譲渡・売却・統合（M＆A）することで次世代に引き継ぐ経営

者もいれば廃業を選択する事業者もいます。 

巡回・窓口相談を含め、「事業承継診断シート」を活用し事業承継における経営者の悩みなど 

ヒアリングしながら、専門性の必要な高度な案件に関しましては鹿児島県事業引継支援センター

や鹿児島県事業承継専門員に依頼し、事業所の悩み解決に早急に対応します。 

 

（２）成果の活用 

●分析結果については、経営指導員等が巡回・窓口指導に活用する。 

●経営課題解決セミナーにより、自社の経営分析を行う事で、事業計画作成の必要性を事業所へフ

ィードバックする。 

●分析結果については、「指導員ミーティング（分析会議）」やその他の会議にて経営指導員等で情

報の共有を行い、連携して小規模事業者の支援を行い情報として活用する。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

巡回訪問・指導件数 

（経営指導員３名件数） 
６００件 ６００件 ６００件 ６００件 ６００件 ６００件 

①経営分析件数 

（経営指導員３名延件数） 
２４件 ３０件 ３５件 ３５件 ３５件 ３５件 

②経営課題解 

決セミナー 

回数 ２回 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 

参加者数 ２０人 ２０人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 

③事業承継分析（事業

所） 

３社 ６社 ９社 ９社 ９社 ９社 

 

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期の計画期間においては、４つの事業を実施したところ、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）事業計画策定セミナー開催 

  事業計画セミナーを開催し、集団・個別会を実施し、併せて専門家のアドバイスにより、「事業

計画策定」を行った。 

    

（２）事業計画策定事業者の支援 
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  巡回・窓口相談指導において、事業計画策定の確認と未策定事業者については、事業計画策定に

向けた支援を行った。 

 

（３）事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起し 

  巡回・窓口相談指導において、金融・税務・労働等の経営相談の際に、併せて事業計画策定に向

けた支援を行いました。 

 

（４）各種補助金申請などにおける事業計画策定指導 

  各種補助金申請に辺り、事業計画策定が必要になってくる。その際に、支援対象事業者と一緒に

なり、事業計画策定指導を行った。 

 

  事業計画策定支援の重要性について、支援事業者向けセミナーの開催、個別相談会を開催し  

計画策定自体も目標に達する程であり、第２期も同様に行って参ります。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

  小規模事業者を取り巻く経営環境が以前にも増して、激変している中、小規模事業者が経済や社

会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築するために、顧客ニーズや自らの「強み」

を活かした「事業計画」に基づく経営を推進することがますます重要になっている。その為にも、

経営革新（第二創業）を意識した長期的な「事業計画」策定支援を行う必要があると考える。そこ

で、地域の若手経営者や後継者に向けて長期的な「事業計画」策定支援を行う事で、今後の小規模

事業者の持続的発展の効果が期待できる。また、廃業者が増える中、新規開業の推進も急務である

ことから、奄美市他関係機関と連携した「創業塾」により開業に関する事業計画策定支援も行う。 

 

（１）事業内容 

 ①巡回・窓口指導及び「ネット de 記帳」等で収集した財務データを活用した経営分析による   

事業計画策定支援【継続】 

  巡回窓口指導及び「ネット de 記帳」等の記帳支援で得たデータで分析結果については、金融  

指導時や補助事業申請には必要なもので、現実的な「事業計画策定」には不可欠である。小規模事

業者持続化補助金の申請には現実的な実行しやすい「事業計画」を元に作成する為、経営分析実施

者を対象に、事業計画策定セミナーを実施する。 

    

 ②経営革新（第二創業）を意識した長期的な事業計画策定支援【継続・拡充】 

地域の若手経営者や若手 U ターン者は、地元に残り、地域経済を支える重要な担い手である。 

その若手を中心に若手の経営者・後継者などを対象とした事業計画策定セミナーを行なう。又、 

開催に辺り奄美市が行う新聞、広告及び HP 等での広報に加え、あまみ商工会でも相談者への窓 

口での周知、当会 HP への掲載、公式 SNS での周知を３回行い、目標とする１０名／回の参加 

者を実現する。 

 

 ③あまみ創業塾の開催並びに創業計画策定支援の実施【継続】 

  奄美市や大和村、奄美大島商工会議所など関係機関と協力し、「あまみ創業塾」を実施する。創

業者がしっかりとした経営感覚を持つことは重要であり、必要な手続きや計画、基礎知識を養う支

援を行なう。又、開催に辺り奄美市が行う新聞、広告及び、HP 等での広報に加え、あまみ商工会

でも創業相談者への窓口での周知、当会 HP への掲載、公式 SNS での周知を３回行い、目標とす

る２０名の参加者を実現する。 

 

（２）成果の活用 

 ●分析結果については、経営指導員等が巡回・窓口指導に活用する。 

 ●分析結果は、当該事業者へフィードバックし今後の事業に活用する。 
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（３）目標 

支援内容 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

① 事業計画策定件数 ２４件 ３０件 ３５件 ３５件 ３５件 ３５件 

②経営課題解決 

セミナー 

回数 ２回 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 

参加者数 ２０人 ２０人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 

③あまみ創業塾 
回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

参加者数 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

 

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期の計画期間においては、４つの事業を実施したところ、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）事業計画策定後の支援 

  事業計画策定後の小規模事業者へのフォローアップは、経営指導員等が窓口・巡回指導時   

に積極的に行い、小規模事業者持続化補助金採択者等の補助事業実施者への事業進捗状況や実行

後の指導を行った。 

 

（２）経営力強化支援 

  事業計画策定後の支援事業者の財務分析を行い、目標数値に達成しているかの確認を行っ   

た。又、今後継続支援を行いながら、動向に注視する。 

 

（３）小規模事業者経営発達支援融資制度の周知・広報 

  小規模事業者に対しての本融資制度の活用にあたっての周知・広報等の積極的かつ十分な   

支援が行えなかった。 

 

（４）国・県などが提供している支援策の広報 

  国・県などが主体となる各種補助金申請における事業計画策定において小規模事業者への   

フォローアップを行った。 

 

（５）創業・第二創業（経営革新）者に対する実施支援 

  創業塾受講者においては、ＩＴ・販路開拓等、創業時に必要な事案について伴走型の支援を行っ

た。 

  

 事業計画策定支援を行った小規模事業者に対して個別相談会の開催や経営指導員による巡回指導

などによるフォローアップを行ったがフォローアップ支援が不足していた経緯もあり、第２期にお

いては積極的なフォローアップ支援を行なう。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 事業計画策定後の実施支援については、相談のあった場合に対応するケースなど、進捗状況の確認

やフォローアップが不十分であったため、目標、指導内容、頻度などの実施体制を明確化し、定期的

なフォローアップを行う。 

 又、経営を少人数で行う小規模事業者にとって、日常業務に追われながら策定した「事業計画」の

実現に向けては、経営指導員等の定期的な巡回指導での伴走型支援が不可欠です。人員不足等の問題

もあるが、月１度の全体朝礼等において全職員で協力する旨のミーティングを行い、情報交換をしな

がら、支援体制の強化を図り、小規模事業者支援の質を向上させる。 
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（１）事業内容 

 ①経営指導員等による巡回・窓口指導によるフォローアップの実施【継続・拡充】 

  事業計画策定後や各種セミナー受講後においては、経営指導員の受身的な計画策定や相談のあ

った場合のみに対応するケースがあったため、今回の計画においては、フォローアップの為に計画

的な巡回指導を行い、事業計画の進捗状況等の確認を行うとともに、各分野の専門家と協力し必要

な指導及び助言を行う。 

 

②創業・経営革新（第二創業）に関する「事業計画」策定者に対するフォローアップ【新規】 

  創業セミナー受講者で「事業計画」に基づき開業を目指している方や、商工会青年部員や若手経

営者に行う経営革新（第二創業）に関するセミナーで「事業計画」を策定した方にフォローアップ

を行う。 

 

（目標） 

  事業計画を策定した事業者に対してのフォローアップを行う。 

支援内容 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

①フォローアップ対象事業者数 － ２４件 ３０件 ３５件 ３５件 ３５件 

頻度（延回数） － ９６回 １２０回 １４０回 １４０回 １４０回 

売上増加事業者数 － ３社 ３社 ５社 ７社 ７社 

粗利益率３％以上 

増加事業者数 
－ ３社 ３社 ５社 ７社 ７社 

 

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期の計画期間においては、６つの事業を実施したところ、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）経営に必要な情報提供等の共有 

  支援事業者に対し、経営課題や需要動向などのヒアリングなどで情報を得、データとして   

保存するが、担当指導員が不在の場合に他の職員も情報・結果が見られるよう情報の共有化を図っ

た。 

 

（２）物産展などへの出品における販売動向調査の実施 

  支援事業者のインキュベーションやかご市などへの出品に対し、販売高、売上特徴、売上台帳等

により消費者の購買動向データも分析する事が出来た。 

 

（３）消費者ニーズの収集・分析 

  消費者動向について調査を行い、商品・サービスの動向を把握し、小規模事業者にデータ提供し、

事業計画策定に利用している。 

 

（４）経営セミナーの実施 

  支援対象事業者を対象とした経営セミナーを実施する事で、販売力強化を図る為に専門    

家からの助言を頂いた。 

 

（５）分析チーム会議の実施 

  経営分析支援につては、月１度の全体朝礼（本所・支所）後に指導員による「指導員ミーティン

グ（支援・分析会議）」を行う際に分析結果を共有し、事業計画策定支援や事業計画策定後の実施

支援に活用する。 
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（６）総括的情報分析の実施 

  全ての情報分析において、総括的なまとめを行い、そこで得られた情報を元に、支援事業者の経

営課題、問題点の抽出を行った。 

 

  需要動向調査に関しては、分析結果含め市場動向、消費者購買動向調査等の分析並びに    

データ収集が思うように出来なかった。第２期においては、大幅な事業改善を行って参りたいと思

っている。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

  需要動向調査は、小規模事業者の業界での立ち位置を把握し、事業計画を策定し持続的に発展・

成長していくために非常に重要なものである。又、お客様のニーズを的確に把握しターゲットを絞

り込む等市場における重要な調査でもある。小規模事業者それぞれにあった的確なデータの収集

と情報提供を行っていく。 

 

（１）事業内容 

①個社に対する需要動向調査支援の実施（新規） 

  奄美ブランドの形成や観光資源の知名度向上につながる調査として、事業者が販売する商品内

容、提供するサービスの質や価格等が顧客の期待に応えているのか、消費者のニーズに合致してい

るのかを踏まえ、消費者ニーズ調査及び分析を行う。商品について消費者の意見を生データとして

小規模事業者に提供する。それを元に問題点や改善点などについて、職員や専門家を通じてブラッ

シュアップを図り、販路拡大や売上増を目指す。 

 

（対象者・事業者）特産品等の食料品製造業を営む小規模事業者 

          観光関連産業・宿泊業・飲食業等のサービス業を営む小規模事業者 

 

（対象者・消費者）食料品製造業では、商品購入いただいたお客様 

          観光関連産業・宿泊業・飲食業等のサービス業では、その事業所を利用した観

光客など 

 

（調査項目）   特産品等の食料品製造業では、「味・価格・商品パッケージ・問題点」など 

観光関連産業では販路開拓に活かす為に「年齢や旅行形態、どこで知ったか。 

選んだ理由、サービスやスタッフの評価」など 

宿泊業では販路開拓に活かす為に「年齢や旅行形態、どこで知ったか。選んだ 

理由、設備やサービス、スタッフの評価」など 

飲食業では「味・価格・問題点」など 

 

（調査分析方法及び活用方法）   

特産品等の食料品製造業者及び飲食業に関しましては商品購入、飲食後にアン

ケートを行い収集します。観光関連産業、宿泊業については、利用した消費者に

アンケートを行い、その結果は当該事業者にフィードバックする。尚、問題点や

改善点の分析・抽出については職員や専門家を通じて伴走型支援を行う。 

 

②物産展・商談会参加時のアンケート調査の実施【継続】 

  新たな需要開拓に関して有効である各種の物産展・商談会の参加時には消費者やバイヤーから

生の声がいただける機会の一つです。物産展・商談会参加時には積極的にアンケート実施を行う。 

また、アンケートサンプル数増加のための対策も検討する。 

アンケート結果については参加した小規模事業者へフィードバックする。 
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（対象事業者）物産展・商談会参加事業者 

（調査対象者）物産展・商談会参加の一般消費者、バイヤー 

（調査項目） 一般消費者の方は年齢、性別、住所、商品購入の動機など 

          バイヤーの方は、個別商品の「味・価格・商品パッケージ・問題点」など 

（調査分析方法及び活用）専門家及び職員で分析し、当該事業者へ説明します。その後、事業計 

画の見直しや、既存商品のブラッシュアップ並びに新商品・新サービ 

スの開発などを行う。 

 

③口コミサイトを活用した情報分析の実施【新規】 

 SNS の普及により、色々なサイトを目の当たりにしている。インターネットでは事業所名を入

力するだけで、事業所の口コミが散見出来る。このことから、SNS を活用することで、消費者か

らの生の声を拾い上げ、それを事業所にフィードバックすることで、問題解決へと繋がる支援が出

来ると考える。的確なデータ収集とそれに伴う、情報提供を行う。 

  

（２）目標 

支援内容 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

①個社に対する需要動向 

調査対象事業者 
１社 ５社 ７社 ７社 １０社 １０社 

②物産展・商談会（かご市・

アンテナショップインキュ

ベーション事業）を活用し

た需要動向調査 

 

１社 

 

５社 

 

７社 

 

７社 

 

１０社 

 

１０社 

③口コミサイト情報分析 

対象事業者数 
－ １０社 １５社 １５社 ２０社 ２０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期の計画期間においては、６つの事業を実施したところ、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）観光キャンペーンの実施 

  行政及び関係機関と連携し航空・航路の観光業者訪問を行い、観光客の誘致、増大を図る目的で

あったが連携した実施は出来なかった。 

 

（２）観光チャーター便誘致の取り組み 

  行政及び関係機関と連携しチャーター便の来訪を増加させる目的であったが、連携した実施は

出来なかった。 

 

（３）来島者の歓迎セレモニーの実施 

  行政及び関係機関と連携し奄美空港へのチャーター便、名瀬港への観光客船寄港時の歓迎セレ

モニーについて連携した実施は出来なかった。 

 

（４）展示会・商談会の実施 

  かご市・まるごとフェアを中心とした鹿児島県商工会連合会主催の展示会・商談会への積極的な

参加を支援事業者に促し、島内外に周知することが出来た。 
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（５）特産品の PR 実施 

  関東・関西などの奄美大島出身者から構成される郷友会への特産品 PR を行った。 

 

（６）全国物産展等の展示会・商談会の実施 

  関東・関西などで開催される物産展へ支援事業者の積極的参加を促し、特産品や飲食物のＰＲを

大いに行った。 

 

（７）IT 活用による展示会・商談会情報の実施 

  当会や関係団体、連携機関のホームページへ情報の提供を行い小規模事業者への販路開拓に寄

与した。 

展示会・商談会に関しては、島内外へ商品 PR 等の情報を発信することが出来た。しかし、市場

動向、消費者購買動向調査等の分析並びにデータ収集が思うように出来なかった。第２期において

は、大幅な改善を行い確実な実施につなげる。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

小規模事業者が持続的な経営を行い発展していくためには、地域の需要・販路開拓が最大の課題

である。小規模事業者の多くは、需要・販路開拓のために何をどうすれば良いかが分からないのが

実情である。 

  前回の事業同様に、商談会、展示会への積極的な参加はもとより、今回、新たな取り組みとして、

インバウンド対策、積極的なＩＴ活用による取り組みも支援していく。 

 

（１）事業内容 

①展示会・商談会開催情報の提供の実施【継続】 

全国商工会連合会や鹿児島県商工会連合会、関係支援機関などの地域で開催される商談会や展

示会情報を入手し、支援事業者への情報提供を行う。実際に参加する事業者には、事前に品揃えや、

展示方法、バイヤーに関する情報提供を行い、出展後にはフォローアップとしてアンケート調査を

実施し、販路開拓や新規顧客の増加に繋がったか調査・検証を行い、課題があれば次の商談会・展

示会に向けて職員がフォローアップを行うことでマッチング成果の向上を図る。 

○鹿児島県商工会連合会主催展示会出展事業（BtoC） 

 鹿児島県商工会連合会が主催する「商工会まるごと逸品フェア」において当該事業者が参加し 

  新たな需要の開拓を支援する。 

【参考】「商工会まるごと逸品フェア」とは、鹿児島中央駅広場にて県内商工会を３つに分け開 

催する特産品販売含めたイベントです。あまみ商工会においては、離島地区にて参加 

３日間に亘り開催。県内外から延べ三千人が来場するイベントで約４０店舗の展示ブー 

スがあります。 

 

○地方銀行主催商談会参加事業（BtoB）（参考） 

 鹿児島県内の金融機関主催の「かごしまの逸品商談会」や全国向け「地方銀行フードセレクシ 

ョン」への参加を当該事業者へ促し参加協力を得ます。 

「かごしまの逸品商談会」においては県内におけるイベントでは約９０社参加の招待バイヤー 

５０社・一般来場バイヤーも２００名程と鹿児島県内最大の食の商談会への参加。 

 又、「地方銀行フードセレクション」においては、東京ビッグサイトにて開催。全国のスーパ 

ー百貨店等、来場者、バイヤーの数も多く全国向け販路開拓に繋げます。 

 

②インバウンド対策の為の専門家派遣の実施【新規】 

多くの外国人観光客の来島に伴い、事業所においては外国人受け入れやコミュニケーションが

重要になってくる。専門家を招き、基本的な他国の文化や語学を学び外国人観光客招き入れの為の

ツールとして専門家からの指導を仰ぐ。また、奄美群島広域事務組合においては、インバウンド対
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策として「英語」「中国語」「韓国語」を主とした「地域通訳案内士」の育成に取り組んでいます。

併せて、関係機関と協力した対応も行う。 

  

 

③ＩＴの活用支援の実施【継続・拡充】 

業務の効率化や販路開拓など様々な用途で IT の活用は有効である。ホームページや SNS を作

成し、自社の PR や集客に繋げようとする事業所は増加傾向にある。新たに、IT 活用セミナーを

開催し、小規模事業者の IT 活用に役立つ情報や知識を提供する。また、問題解決が困難な場合に

は専門家を派遣し課題解決に努めていく。 

 

（２）目標 

 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

展示会参加・開催（全国連・県連他） 

   展示会参加回数 未 ２回 ３回 ３回 ４回 ４回 

展示会出展事業者数 未 ２社 ３社 ３社 ４社 ４社 

１社辺りの売上目標額 未 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円 

商談会参加・開催（全国連・県連他） 

 商談会参加回数 ２回 ３回 ５回 ５回 ６回 ６回 

商談会参加事業者数 ２社 ３社 ５回 ５回 ６回 ６回 

１社辺りの成約件数目標 － １件 ２件 ２件 ３件 ３件 

インバウンド対策の為の専門家派遣回数 未 ２回 ３回 ３回 ５回 ５回 

 派遣事業者数 未 １０社 １５社 ２０社 ３０社 ３０社 

IT 活用セミナーの実施回数 ２回 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 

 参加事業者数 １０社 １０社 １５社 ２０社 ３０社 ３０社 

 

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期の計画期間においては、３つの事業を実施したところ、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）地域活性化プロジェクト会議の実施 

  行政や関係機関との地域活性化の方向性を検討する会議を企画したものの実施には至らなかっ

た。 

 

（２）特産品マーケット（軽トラ市等）の開催の実施 

  行政と関係機関と連携した特産品マーケットの開催実施には至らなかった。 

 

（３）地域活性化イベントの実施 

  既存のイベントの集客向上や魅力度アップに向けた地域活性化の効果を高める事が出来、今後

更なる、イベントの継続をフォローして行きたい。 

 

行政や関係機関と連携したプロジェクト会議や特産品マーケットの開催を目的に取組みを行う

予定であったが、実施には至らなかった。１期の反省を踏まえ、第２期では、確実な実施に繋げて

いく。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

（１）「奄美産業活性化協議会」との連携（年２回）【継続】 

「奄美産業活性化協議会」に関する事業に奄美市や奄美大島商工会議所などの関係機関と協力

し「奄美で働きたい」と考えている方々へのサポートや事業者向けの雇用拡大・雇用推進に向けた

取り組みに積極的に協力連携する。 

 

（２）奄美市・大和村との地域振興事業の連携策の検討及び実施（年２回）【継続・拡充】 

奄美市、大和村、奄美群島観光物産協会、奄美群島広域事務組合等、関係団体において実施する

既存の地域活性化イベントにおいて、さらに集客力を向上し、魅力的なイベントとなるよう検討

し、観光振興、地域活性化の進展を目指します。 

又、現在奄美市、あまみ商工会にて実施している「あやまるまつり」においては、地域の小規模

事業者を優先的に「出店ブース」に参加して頂き、奄美の特産品販売や商品の周知を行っています。 

 尚、大和村においては「まほろば大和ウォーキング大会」を開催し併せて観光客誘致に努めてい

る。 

 

（３）インバウンド対策に向けた支援の実施（年１回）【新規】 

奄美大島全域においては、世界自然遺産登録申請や LCC の就航により、関西、関東圏内からの

観光客が奄美大島全域にわたり訪れる方々が年々増えている。 

そのような中、外国人観光客の来島も年々増加傾向にあり、サービス業においては外国人対策

（言語・文化等）が急務である。専門家を派遣したセミナーの開催を実施しインバウンド対策を行

う。 

 

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期の計画期間においては、７つの事業を実施したところ、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 

かごしま産業支援センターが実施する金融機関、支援機関を対象とする中小企業支援において、

ノウハウや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 

奄美大島地区商工会及び商工会議所の経営指導員を対象とした小規模事業者経営支援研究会を

開催し、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を行った。 

 

（３）職員研修会の実施 

奄美大島地域広域指導協議会主催による奄美大島本島内の商工会、商工会議所の職員を対象に

職員研修会を実施し、情報交換や奄美大島の小規模事業者の経営動向、支援ノウハウ等について情

報の共有化を図った。 

 

（４）小規模事業者への経営支援の実施 

管内小規模事業者に対して説明会や個別指導を行い、コーディネーターや専門家と小規模事業

者の経営支援ノウハウ等情報収集、情報交換を行った。 

 

（５）第二創業（経営革新）支援への情報交換 

鹿児島県経営金融課と経営革新支援のノウハウや計画策定の進め方等についての情報交換を行
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った。 

 

（６）行政及び関係団体との情報交換 

奄美市、大和村の商工担当課、奄美群島観光物産協会と管内の小規模事業者の経営状況につい

て、それぞれ情報交換を行った。 

 

（７）広域指導体制運営協議会への参加 

鹿児島県商工会連合会が実施する広域指導センター所長会議、担当者会議に出席し、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

に関する情報交換を行った。 

 

当初目標の事業を予定通りに実施する事が出来、第２期においても同様に実施していく。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

（１）事業内容 

 

①奄美大島地域広域指導協議会への参加【継続】（年１回実施） 

奄美大島群島内における商工会経営指導員を対象とした協議会への参加により、地域小規模事

業者の経営動向や経営支援の状況について情報交換を行う事で、経営支援のノウハウや販路開拓

などの支援スキル向上の効果が得られる。 

 

②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」への参加【継続】（年４回実施） 

各地域の小規模事業者の経営動向等に情報を収集し、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。 

 

③「経営指導員等研修会（年２回実施）」「マル経協議会（年１回実施）」での支援ノウハウの情報 

交換【継続】 

鹿児島県商工会連合会主催による「経営指導員研修会」では、「鹿児島県よろず支援拠点」、「独

立行政法人 中小企業基盤整備機構」の担当者からの情報提供もあり、それぞれの支援機関との協

力や支援ノウハウの情報交換を行う。「㈱日本政策金融公庫」とは「マル経協議会」「金融懇談会」

において支援ノウハウの情報交換を行う。 

 

１０．経営指導員等の資質向上に関する事 

＜第１期における事業の取組と評価等＞ 

  第１期の計画期間においては、３つの事業を実施したところ、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

けた支援ノウハウなどを習得した。 

 

（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）奄美大島地域の「経営指導員研修会」の実施 

奄美大島商工会議所、奄美大島地域商工会経営指導員を対象とした、小規模事業者経営支援研究
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会を開催し、地域に密着した経営支援手法、ノウハウを習得し、支援能力の向上を図った。 

 

（４）経営指導員による「自主研修会」の実施 

組織内において、経営指導員が直面している支援ケースや情報の共有を図るために、経営指導員

によるミーティングを月１回目途に実施し、小規模事業者の利益確保の為の、支援能力向上を図った。 

 

（５）鹿児島県商工会連合会と連携した資格取得研修会の実施 

中小企業診断士、社会保険労務士等の公的資格取得を推進する為に、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なかった。 

 

（６）ベテラン経営指導員と若手経営指導員とのペアリング巡回の実施 

現場経験の浅い若手経営指導員とベテラン経営指導員によるペアリングによる巡回を行う予定

でいたが、実施までは至らなかった。鹿児島県商工会連合会による、「スーパーバイザー事業（経

営指導員歴５年未満対象）」により、経営指導員 OB から若手経営指導員に対する現場実践を行っ

た。 

 

（７）商工会職員による有資格者職員（中小企業診断士・社会保険労務士）による支援内容等の検証・

指導の実施 

鹿児島県商工会連合会を通して、有資格者職員からの支援内容検証や指導を受け、実務面での経

営支援能力の向上に役立てる予定でいたが実施出来なかった。 

 

（８）経営指導員自主研修会における情報伝達・共有化の実施 

月に１回行う指導員ミーティングに関して、小規模事業者への支援ノウハウや軽状況分析結果

等の情報の伝達、共有化を図った。 

 

当初目標の事業を予定通りに実施する事が出来た項目、出来なかった項目があった。今後も職員

間の情報共有を行い、支援体制のスキル向上も併せて行い、第２期においても同様に実施してい

く。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

（１）事業内容 

①経営指導員等の資質向上について【継続】 

小規模事業者に伴走してきめ細かな支援を行えるよう税務・分析力・事業計画策定能力等以下の 

取組を行う。 

ア．鹿児島県商工会連合会・中小企業大学校などが実施する支援機関担当者研修に経営指導員が

積極的に参加することで専門的知識を習得する。 

イ．各担当地域の経営改善普及業務については、経営指導員と経営支援員連携して業務に当た

り、お互いのスキルアップに繋げる。 

ウ．若手経営指導員については、商工会連合会の OJT 及び、広域経営指導員等のベテラン経営

指導員との 2 人体制で小規模事業者の経営支援に従事して伴走型の支援能力向上を図る。 

 

 ②経営支援情報の共有に関する取組【継続・拡充】 

ア．毎月行う「指導員会議（分析チーム）」や「奄美大島地域広域指導協議会」が開催する職員

研修会や職員会議により、経営指導員のみならず、経営支援員との情報共有を図る。又、担当

管轄地区内の業務の遂行時にも連携して、業務に当たり、支援情報の共有化を図る。 

イ．ＩＴ活用も積極的に進めるために、商工会連合会に導入済の「小規模事業者支援システム」

に支援データの蓄積を積極的に行い、各種事例や各種支援実績を集約し職員間の情報共有や参

考事例が検索しやすい環境を整え、事例の共有化を図る。 
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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など＞ 

  第 1 期の取組としては、各事業の評価を行い、第２期の計画では、目標未達がないよう当会内に

おいて、PDCA サイクルを徹底し目標達成に取組んでいきたい。 

 

（１）事業内容 

 ①PDCA サイクルを繰り返すことで、事業の評価・検証を行う。【継続・拡充】 

・P（計画）：経営発達支援計画（目標）を設定する。 

  ・D（実行）：経営発達支援計画に基づき事業を実施する。 

  ・C（検証）：経営発達支援計画が計画に沿っているかどうかを検証する。 

  ・A（改善）：経営発達支援計画を検証していく中で、計画（目標）が実行されていない部分を 

調べて改善をする。 

 

 ②発達支援計画事業評価委員会の設置【新規】 

発達支援計画事業評価委員会を新たに設置し、中間評価と最終評価の２回開催することで、指

導員分析会議等へフィードバックする。評価委員には、奄美市、大和村、外部有識者、法定経営

指導員が参画する。 

 

 ・奄美市担当課職員（担当課長等） ・大和村担当課職員（担当課長等） 

 ・中小企業診断士 長友 太氏    

・あまみ商工会（正副会長・専務理事・事務局長・法定経営指導員等） 

合計１１名 

 

③発達支援計画事業評価委員会の報告を経て、理事会へ報告【継続】 

 

④事業の成果・評価・見直しの結果を商工会ホームページ（http://amami.kashoren.or.jp/）及び

本商工会報で計画期間中公表する。【継続】 

http://amami.kashoren.or.jp/）及び
http://amami.kashoren.or.jp/）及び
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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１年６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） 

 ①あまみ商工会の組織 

  ○会員数    

本支所名 笠利本所 住用支所 大和支所 合計 

会員数 

（内小規模事業者） 

２１１ 

（２００） 

３５ 

（３４） 

３５ 

（３３） 

２８１ 

（２６７） 

  ○役員 

   会長１名、副会長２名、専務理事１名、理事１２名 合計１６名 

  ○職員 

   事務局長１名、法定経営指導員３名（広域経営指導員１名・地区経営指導員２名）、経営支援

員３名  合計７名 

   ※奄美大島地区広域指導体制による幹事商工会のため、広域指導員が１名配置されている。 

  ○組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

   

事務局長 

正副会長会 

（会長 1名、副会長 2名、計 3名） 

理事会 

（会長 1名、副会長 2名、理事 13名、計 16名） 

笠利本所 

大和支所 住用支所 

経営指導員 1 名 

(法定経営指導員) 

経営支援員 2 名 

経営指導員 1 名 

(法定経営指導員) 

経営支援員 1 名 

奄美大島地域広域指

導センター 

広域担当経営指導員 

法定経営指導員 1 名 

特産品開発・販路開拓 

観光開発・地域活性化 

創業・第二創業 

奄美市 

大和村 

経営発達支援計画事業評価委員会 

・外部有識者１名（中小企業診断士） 

・奄美市及び大和村担当課長２名 

・あまみ商工会正副会長会及び専務理事等５名 

・法定経営指導員３名（広域経営指導員１名、地区経

営指導員２名）        合計１１名 
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（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当該経営指導員の氏名、連絡先 

【法定経営指導員】 

  ア 氏 名 寺師 真実 

    連絡先 鹿児島県奄美市笠利町里４２５－１  ＴＥＬ 0997-63-0058 

  イ 氏 名 坂元 広幸 

    連絡先 鹿児島県奄美市笠利町里４２５－１  ＴＥＬ 0997-63-0058 

  ウ 氏 名 村田 茂信 

    連絡先 鹿児島県奄美市住用町西仲間１１１  ＴＥＬ 0997-69-2139 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  ア 鹿児島県商工会連合会か主催する「広域指導体制協議会」「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」及び「広域担当者研修会」、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取得し、あまみ商

工会の経営発達支援事業担当者へ情報提供およびアドバイスを行う。 

  イ 月初めに開催するあまみ商工会の全職員による朝礼の後に経営発達支援計画進捗会議を開

催し、月１回、年１２回行う。 

 

（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 

  ア あまみ商工会笠利本所 

    鹿児島県奄美市笠利町里４２５－１ 

    ＴＥＬ：0997-63-0058  ＦＡＸ：0997-63-0325 

    ＵＲＬ：http://amami-syoukoukai.pupu.jp/ 

    Ｅ-mail:amami-s@kashoren.or.jp 

イ あまみ商工会住用支所 

    鹿児島県奄美市住用町西仲間１１１ 

    ＴＥＬ：0997-69-2139  ＦＡＸ：0997-69-2014 

ウ あまみ商工会大和支所 

    鹿児島県大島郡大和村大和浜８０－５ 

    ＴＥＬ：0997-57-2033  ＦＡＸ：0997-57-2325 

 

②関係市町村 

  ア 奄美市商工観光部商工情報課 

    鹿児島県奄美市名瀬幸町２５番８号 

    ＴＥＬ：0997-52-1111（内線 5304） 

    ＵＲＬ：http://www.city.amami.lg.jp/ 

        Ｅ-mail:shosui@city.amami.lg.jp 

  イ 大和村企画観光課 

    鹿児島県大島郡大和村大和浜１００ 

    ＴＥＬ：0997-57-2117 

    ＵＲＬ：http://www.vill.yamato.lg.jp/ 

        Ｅ-mail:kikaku@vill.yamato.lg.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） 

 
令和２年度 令和３年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

必要な資金の額 10,366 10,500 10,500 10,500 10,500 

 

1 経営改善普及

指導事業 

 

2 地域創業振興

事業費 

 

3管理費 

7,106 

 

 

1,760 

 

 

1,500 

7,200 

 

 

1,800 

 

 

1,500 

7,200 

 

 

1,800 

 

 

1,500 

7,200 

 

 

1,800 

 

 

1,500 

7,200 

 

 

1,800 

 

 

1,500 

（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 

下記①～④をもって本事業費に充当する。 

①国、県、市、村補助金 

②商工会会費、手数料、受託料、使用料、雑収入 

③助成金 

④支援事業者負担金 

（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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