
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 

姶良市商工会          （法人番号）2340005007979 

姶良市             （地方公共団体コード）462250 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

 姶良市商工会では次の２点を目標とし、姶良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推進する。 

１.伴走型支援による小規模事業者の持続経営の全般的な支援 

 １期目に継続して小規模事業者が地域に根付いて事業を維持・発展できるよう伴走

型支援を積極的に行う。特に小規模事業者が各補助金申請にも繋がる「事業計画」策

定を事業所と一体になって行い、事業者の課題や問題点等の解決を支援し、個々の経

営力を強化する。また事業継続に繋がる経営基盤の安定化を支援する。 

２.地域特性を活かした地域活性化事業による小規模事業者への積極的支援 

  姶良市と連携を図りながら、「農商工連携」と絡めて小規模事業者に事業計画策定か

ら取引開拓といった機会創出などの支援を行い、小規模事業者の持続的経営発展を図

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 

  小規模事業者に対しての基本的な事業計画策定に関する情報提供として、各種景

気動向調査結果の収集及び分析を行う。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事業計画を見直す材料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 

確定申告支援時（特に「ネット de記帳」のデータ）財務データや、政策公庫経営

改善資金等の金融支援時に得たデータ、経営カルテ等により得た情報を基に経営分

析を行うことにより経営課題の抽出を行い、経営に関する方向性を明確化する。 

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・第二創業者に対しては

創業セミナーへ参加勧奨など姶良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 

策定した「事業計画」について巡回・窓口指導での状況確認や外部専門家と同行

することにより共同でフォローアップを実施。また、補助金等の各種支援施策を活

用することにより、その「事業計画」の実現化を図る。 

５．需要動向調査に関すること 

大型店進出に伴う小規模事業者の実態について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。提供されている各種需要動向情報を収集し消費者ニーズ

等を小規模事業者に提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

  市ブランド化に向けては、商工会・市商工観光課・市農政課・JAが連携して商品

開発及び販路開拓支援を実施し「あいらブランド」の確立を目指す。 

  これに合わせて、県内外で開催される各種商談会や物産展に参加し、商圏拡大に

繋がる支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  地域活性化委員会が中心となり、各種団体と連携しながら、地域経済・地域振興

の底上げを図っていく。また市主催の事業「あいらん家まるごと博覧会」（姶良市産

業フェスタ）については、構成員として小規模事業者の PRに寄与し、交流事業とし

て地域活性化になるよう取り組む。 

連絡先 

姶良市商工会 姶良本所 

〒899-5432 鹿児島県姶良市宮島町１３番地９ 

TEL 0995-65-2211 FAX 0995-65-9864  

姶良市 商工観光課 

〒899-5492 鹿児島県姶良市宮島町２５ 

TEL 0995-66-3111 FAX 0995-65-7112 
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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. 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、小規模事業者の持続的な発展を目指すと同時に、市内への流入 

人口の増加に伴う、創業者の掘り起しの支援や市の認知度を高めるため、新たな商品となる 

特産品の開発を支援するとし、具体的には、以下の３つの支援を主な目標とした。 

①「イオンタウン」出店に伴う衣料・食料小売業者等の持続経営の支援 

②流入人口の増加に伴う事業計画策定事業者の全般的な支援 

③特産品等の新商品開発の支援 

取り組み及び第三者評価委員会の評価等は次の通りである。 

   

① 「イオンタウン」出店に伴う衣料・食料小売業者等の持続経営の支援 

この取り組みについては、県商工会連合会から受託して実施する姶良市内の製造業・建設業・

小売業・サービス業の支援対象事業者１５企業の景況調査を四半期ごとに実施。 

小規模事業者の景気動向の分析を詳細にして、事業者の課題や問題点等の把握を行い、分析結果

で得られたデータをもとに巡回によるフォローアップや課題解決に向けた適切な専門家活用を行

った。 

また、「イオンタウン」進出による影響の大きい小規模事業者のうち、小売業の中から「衣料品」

と「食料品」、サービス業の中から「飲食サービス」の業種に絞り込み、「客数の増減割合」「客層

の変化動向」「客単価の変化割合」「売上の増減」について、独自の需要調査を毎年実施。併せて

姶良市内の地域住民に対する独自の消費者アンケートを実施。その上で問題解決の抽出を行い、

経営指導員で情報共有し、経営改善等に活かした。 

 

② 流入人口の増加に伴う事業計画策定事業者の全般的な支援 

この取り組みについては、流入人口の増加に伴う創業者の支援や若手経営者や女性経営者の経

営力強化に繋がる支援などを積極的に実施。 

特に、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金の申請に絡めて、小規模事業者と一体と

なって事業計画の策定を行うことができ、策定後については専門家と指導員が一緒に個別フォロ

ーアップ指導を実施し、継続的な伴走型支援を行った。 

 

③ 特産品等の新商品開発の支援 

この取り組みについては、商品化されている特産品のパッケージ等について、市ブランド化に

向けて、専門家によるセミナー支援を実施。セミナー支援をした事業所を中心に、各種物産展で

の販路開拓支援を行ってきた。 

また、商工会・JAあいら・市農政課、商工観光課が連携し、姶良市の「はだか麦」を使ったお

菓子開発（丸ぼーろ）を行い、『姶良ブランド』の一つとして確立。製造者は、小規模持続化補助

金等で事業計画の策定を行った業者を選定。販路先として、地元物産館や県商工会連合会が運営

する特産品市場「かご市」にて販売を行った。 

  今後も特産品の開発については積極的に、農商工連携を基盤とし、事業者支援を行う。 
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第三者評価委員会の評価 

・平成２８年度評価表 各大分類毎の評価の総括 

項

目 

地域の経済

動向調査 

経営状況

の分析 

事業計画

策定支援 

事業計画策

定後の実施

支援 

需要動向

調査 

新たな需

要の開拓

に寄与す

る事業 

地域経済

活性化に

資する取

り組み 

事業の円滑

な実施に向

けた支援力

向上 

総合評価 

評

価 
B A A A A B B B B 

 

・平成２９年度評価表 各大分類毎の評価の総括 

項

目 

地域の経済

動向調査 

経営状況

の分析 

事業計画

策定支援 

事業計画策

定後の実施

支援 

需要動向

調査 

新たな需

要の開拓

に寄与す

る事業 

地域経済

活性化に

資する取

り組み 

事業の円滑

な実施に向

けた支援力

向上 

総合評価 

評

価 B B A A C A A B B 

 

・平成３０年度評価表 各大分類毎の評価の総括 

項

目 

地域の経済

動向調査 

経営状況

の分析 

事業計画

策定支援 

事業計画策

定後の実施

支援 

需要動向

調査 

新たな需

要の開拓

に寄与す

る事業 

地域経済

活性化に

資する取

り組み 

事業の円滑

な実施に向

けた支援力

向上 

総合評価 

評

価 
A B B A A A A B B 

 

 

<今回の申請における取組> 

（１）地域の現状と課題 

①姶良市の地域と人口の推移 

姶良市は、平成の大合併により、平成２２年３月に旧加治木町，旧姶良町，旧蒲生町の３町が 

合併して人口７万７千人を有する規模であり、県下人口第１位の鹿児島市と第２位の霧島市など

と隣接しており、また、県央としての位置的優位性もあり、県内で唯一人口が増加する市となっ

ている。 

その増加要因としては、良好なアクセス環境を有していることであり、市役所本庁から鹿児島

市中心部まで約２０㎞、鹿児島空港まで約１２㎞となっている。また、姶良市には，ＪＲの停車

駅が旧加治木町に２ヶ所，旧姶良町に３ヶ所もあり、ＪＲの普通電車で，通勤時間帯は１５分間

隔で運行しており、鹿児島中央駅まで約３０分となっている。さらに九州縦貫自動車道の桜島サ

ービスエリアには、「スマートインターチェンジ」が一部開通され、今後の利便性向上が期待され

ている。 

このようなアクセスの容易さから、宅地分譲が進んでおり、一戸建て住宅・マンション・アパ

ート建設が多くなっている。 
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●人口と３要素別人口割合の推移（第２次姶良市総合計画より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●姶良市の昼夜人口推移 
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Ⅲ．商工業者・管内の小規模事業者の現状 

１.商工業の状況 

  2015 年（平成 27 年）国勢調査での姶良市の産業構造人口は、第 1 次産業 1,034 人（3.1％）、

第 2次産業 6,454人（19.8％）、第３次産業 25,140人（77.1％）となっており、農林水産業であ

る第１次産業の比率が低く、都市型の産業構造の特徴がみられる。 

 ●産業別就労人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．管内の小規模事業者 

  小規模事業者数については、日本産業分類の分類構成の平成２８年度と平成３０年度において、 

 ２年間の推移を比較すると、小規模事業者数は、姶良・加治木・蒲生の３地区ともほぼ横ばいから

増加傾向にある。 

  ３地区の合計での推移をみると、「農業・林業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、

「運輸業・郵便業」、「宿泊業・飲食サービス業」が増加している。 

 地区別に見てみると、姶良の中心地である姶良本所管轄地区においては、ほとんどの業種で増加か

ら横ばいにあり、中でも「医療・福祉」部門においては、117.0％と一番の伸び率があり、高齢化に

伴ったサービス事業が増えていることが分かる。 

  また、「生活関連サービス業・娯楽業」については、97.8％と減少幅が大きく、主に理美容室の新

規創業が多いが、それに伴う競争の激化から廃業する店舗も多いことからこのような数字になって

いると伺える。卸小売業についても、大型店の進出と高齢化による客数減少により、全体的に減少

の傾向は続いており、大型店への対策が必要といえる。 
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３．姶良市総合振興計画 

姶良市では「第１次姶良市総合計画」が平成２４年に策定され、計画期間を平成３０年度までの

６年間とした。今般新たに令和元年度を初年度とする「第２次姶良市総合計画」が策定され、商工

業及び農商工連携の振興について下記の方針と基本事業体系を示している。 

 

【商工業の振興】 

（方  針） 

 ・商工会などの関係機関との関係機関と連携し、経営診断、指導、助言などの相談支援体制の

充実に努め、新規創業者を育成するとともに、魅力ある店舗づくりを支援する。特に個人商

店においては、後継者不足が顕著となっていることから、その対策として事業承継支援に努

める。併せて、従来の空き店舗対策をより充実し、商店街の空洞化対策に努める。 

 ・地域資源を活かしたものづくりや付加価値の高い製品づくりの支援で、各店舗のもつ魅力を

引き出し、産業フェスタや各種イベントなど、広域的な情報発信と新たな実情に即した支援

策の構築を図ることで、販路拡大と売上の増進を支援する。 

 ・事業所間の連携により「新たな商品開発」の促進が図られる場の提供として、異業種企業交

流や農商工連携等の充実に努める。 

・本市の地域特性を活かしつつ、買い物の場、交流の場、生活の場としての機能を備え、利便

性が高く、魅力的で活気のある商店街を形成し、集客力の向上に努める。 

・日用品や生鮮食料品など地域における必要な店舗の進出を促すとともに、高齢者向けサービ

スなど、地域の課題に対応するコミュニケーションサービスの育成・支援を促進。あわせて

中山間地域でも起業ができる環境整備についても支援する。 

 

（施策体系） 

・商店街活性化事業補助事業 

・商工会育成補助事業 

・商工業振興資金利子補給補助事業 

・まつり補助事業 

 

【農商工の振興】 

（方  針） 

・生産者の所得向上につながる六次産業促進事業の実施により、「あいらブランド」の普及を図ると

ともに、本市の農林水産業を応援する消費者ネットワークの設立や関係団体との連携を更に進

め、PR活動を積極的に行い販路拡大の支援を行う。 

 ・キャロット製品に続く農産加工品等の新商品開発を支援するとともに、農林漁業者とその隣接分

野の事業者及び商工会などの関係機関との協力体制確立のためのマッチングを進める。 

  また産業フェスタ等のイベントを開催するなど、消費者の新規開拓につながるような手段・手法

を研究・実践し、販売力の強化を目指す。 

 

 （施策体系） 

 ・「あいらブランド」の確立 

 

■管内各地域別の特性 

   姶良市商工会は、平成２５年４月に合併し、７年目を迎えており、加治木地区、姶良地区、 

蒲生地区の特性は、次のとおりである。 

   【加治木地区】 

    霧島市と隣接した地域であり、北側には霧島市溝辺の鹿児島空港があり、空港に自動車で約 

１５分程度。また、鹿児島県本土の錦江湾に面したところでもあり、中心地域を国道１０号線

が縦断している。国道１０号線の北側に法人化を含む商店街が２ヶ所あり、現在も、師走市・

初市のイベントを行い、商店街の活性化事業を行っている。 
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   【姶良地区】 

    地域の西側は鹿児島市と隣接した地区であり、東西８㎞、南北２４㎞と細長い地域であり、

旧重富村、旧山田村、旧帖佐町が合併してできた地区である。平成３１年からは、桜島サービ

スエリアへのスマートインターチェンジの一部供用が始まり、企業の立地が増加している。 

    本地区は、鹿児島県央域の重要な役割を担っており、駅周辺の市街地には行政や商業サービ

ス等の機能が集約され、姶良市における消費生活やサービス産業の中心地機能を果たしてい

る。 

   【蒲生地区】 

    地域の南側は鹿児島市吉田町と隣接し、北西側は薩摩川内市祁答院と隣接しており、中心地

に小売業を主に、商店街が形成されている地域であり、第一次産業である農業は、米のほか、

大根、キュウリ、イチゴ等の生産を行っている。 

    今後は、地元商店の活力の維持と農業振興地域として、農村集落の人口減少、高齢化の進行

に対する課題が懸念されている。 

 

■管内地域の課題 

１．流入人口の増加と大型店の進出、地域内のインフラ整備が整うことにより、県内外からの小規

模事業者や創業者が増加傾向にある。その一方で、小規模事業者の育成（事業継続・経営基盤

の強化）が課題であり、経営診断、指導、助言などの相談支援体制の充実に努める必要がある。 

２．創業関係においては、平成２２年の市の合併以降、創業相談は増加傾向にあり、新規創業者等

の育成支援策の整備や地域活性化に繋がる新産業の創出を支援する必要がある。また、中山間

地域でも創業できる環境整備も必要である。 

３．農商工連携の観点から、「あいらブランド」の確立に向けて、地元産の原材料（地域資源）を用

いた新たな商品開発のため、地域団体などとの連携による６次産業化、また地元特産品の付加

価値を高めるためのブランド化など、商品の付加価値を高める手法に着目した取り組みを強化

する必要がある。 

 

（２）小規模事業者の長期的な振興のあり方 

  姶良市商工会では、先述の地域の状況や現状・課題を踏まえ、また「第２次姶良市総合計画」に

おける商工業及び観光業の振興方針及び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（継続） 

小規模事業者のニーズを的確に把握し、体系的な支援として、市が制定を検討している「（仮

称）姶良市中小企業・小規模企業振興基本条例」に基づいた経営分析や需要調査に対応した事

業計画策定及び需要開拓や販売促進など、持続的な経営安定及び経営基盤の強化を行う。 

２.創業支援強化による商工業の活性化（継続） 

  第２次姶良市総合計画の取り組みにもある、「新規創業者の育成支援」について当会でも創業セ

ミナーを中心とした、創業しやすい環境をつくり、創業者数の増加を目指す。 

３.「あいらブランド」に繋がる特産品の開発・販路拡大（改善・継続） 

商工会・市商工観光課・市農政課・JAあいらと連携を図りながら、農産加工品等の新商品開発

の支援を強化する。また、この事業をもとに小規模事業者の特産品の開発・販路拡大の支援を

強化する。 

 

（３）経営発達支援計画の目標 

姶良市商工会では、小規模事業者の長期的な振興のあり方及び第２期の経営発達支援計画につい

ての評価を踏まえ次の項目を目標と掲げて計画を実行する。 

①伴走型支援による小規模事業者の持続経営の全般的な支援（継続） 

第１期の経営発達支援計画同様に小規模事業者が各補助金申請にも繋がる「事業計画」策定を事 

業所と一体になって行い、事業者の課題や問題点等の解決を支援し、個々の経営力を強化する。 
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②新規創業者への全般的な支援、創業後のフォローアップによる経営基盤強化 

第１期の経営発達支援計画同様に、姶良霧島地区共催で実施する「創業セミナー」を開催し、

新規創業者の育成を行う。創業計画策定支援を積極的に実施し、スムーズな創業を促すだけでな

く、地域活性化に繋がる新産業の創出、中山間地域の創業に向けた支援を行う。 

創業後のフォローアップを実施し、創業後に発生する課題について支援を行い、経営基盤強化

に取組む。 

 

③地域特性を活かした地域活性化事業による小規模事業者への積極的支援（改善・継続） 

   第 1期の経営発達支援計画同様に特産品関連、地域振興事業関連の育成支援を、姶良市と協力

しながら地域経済の活性化を図る。特に特産品関連については、「農商工連携」と絡めて小規模事

業者に事業計画策定から取引開拓といった機会創出などの支援を行い、小規模事業者の持続的経

営発展を図る。 

 

（４）目標達成に向けた方針 

  目標達成に向けた具体的な経営発達支援事業については下記の方針により事業を行う。 

① 伴走型支援による小規模事業者の持続経営の全般的な支援（継続） 

小規模事業者が地域に根付いて、事業の維持・レベルアップできるよう一対一で寄り添ったオー

ダーメイド式の経営指導・実施支援を積極的に行う。特に小規模事業者の「事業計画」策定やその

策定度のフォローアップを伴走型支援により行い、その「事業計画」に基づく補助金等の各種支援

施策の活用を促し長期的な経営力の強化と経営課題の問題解決を図る。   

また、伴走型支援を行う上で、経営指導員・経営支援員等の知識と経験、そしてコミュニケーシ

ョン力の強化が必須である。その為には各種研修による知識の蓄積はもとより、職員協議会等での

他職員が行った先進支援事例の情報交換を行い、定期的に経営指導員と経営支援員等との合同巡回

など協力して経営改善普及事業を実施する。これらを行うことで、姶良市商工会は、「いついかなる

時でも、素早く適切な対応できる商工会」を目指し小規模事業者への伴走型支援を遂行できるもの

と考える。 

姶良市では、「（仮称）中小企業・小規模企業振興基本条例」が令和元年度中に制定される予定で

あり、姶良市内で創業・開業の支援につながる「空き店舗活用補助金」や「姶良市商工業振興資金

利子補給補助金」の予算措置など、小規模事業者の経営基盤強化のための手厚い支援策があること

から、姶良市との連携をさらに強化し、経営発達支援計画の目標を達成していく。 

また創業支援においては、創業計画策定支援を中心に行い、課題を明確化させ、課題解決に向け

た支援に重点を置き、創業者数の増加を実現させる。 

さらに創業後の定期的なフォローアップを強化し、事業継続に繋がる経営基盤強化に取組む。 

 

② 地域特性を活かした地域活性化事業による小規模事業者への積極的支援（改善・継続） 

  姶良市の「あいらブランド」に関わる普及については、市商工観光課・市農政課・JAあいらと連

携しながら事業の推進を図り、その対象となる小規模事業者の特産品の開発・販路拡大の支援を強

化する。 

また、前回の計画で創設した「姶良市地域活性化委員会」について、その事業を継続し地域経済

の活性化を促し、小規模事業者の成長を図る。「姶良市地域活性化委員会」はそれぞれの事業におい

て専門的な業種の事業者や団体の有識者で構成し、その委員会を運営することにより、効率的な対

象業種の小規模事業者の支援法の検討や地域振興事業の継続的な規模拡大・活性化について検討を

行う。また事業評価を行いながら、次年度の事業計画の見直しについても行う。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（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【指針③】 

〈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、主に２つの事業を実施。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）各種景気動向調査結果の収集及び分析 

   景気動向調査については（株）東京商工リサーチ：景気動向調査、総務省：経済センサス

調査、経済産業省：商業動態調査、中小企業庁：中小企業白書、県商工会連合会：中小企業景

況調査報告書について収集分析。平成３０年度からは姶良市商工会の独自調査により業況を

比較・実施し、売上拡大への課題・問題点の抽出を行う。調査結果についてはその都度当会

ＨＰに掲載（年４回）し、管内の小規模事業者に対して広く情報提供を行う。調査事業所の

１５企業に対しては巡回指導時に活用。 

 

（２） 外部専門家との情報交換による分析 

各種景気動向調査結果の収集及び分析を活用した上で、年２回ごとに日本政策金融公庫、

各民間金融機関を交えて、より具体的な分析を連携して行い、小規模事業者の景気動向等の

分析を詳細にして、分析した結果を小規模事業者持続化補助金の勧奨時の内部資料として活

用した。 

 

それぞれの事業について当初の予定回数を実施できたこと，内部資料に留まらず随時ホー

ムページに公表するなど，事業者にとってより活用しやすくなったこと等が評価された。事

業計画を策定する為の基礎的数値として小規模事業者へ情報提供するという目的は達するこ

とができ、第三者評価委員会での評価も高かった。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

 各種景気動向調査結果の収集及び分析については、今後も小規模事業者に対しての基本的

な事業計画策定に関する情報提供として継続する。また、外部専門家との情報交換による分

析についても、分析した内容を小規模事業者が各種補助金申請時に活用でき、事業計画の見

直しにも活かされることから継続して実施する。 

 

（１）事業内容 

①各種景気動向調査結果の収集及び分析【継続】 

 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実施する。収集する

資料としては、前回に引き続き（株）東京商工リサーチ：景気動向調査、総務省：経済センサ

ス調査、経済産業省：商業動態調査、中小企業庁：中小企業白書、県商工会連合会：中小企業

景況調査報告書等について収集分析し、全国・鹿児島県・姶良市の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。この事業については、第三者評価委員会で継続するべき

との評価があったため引き続き継続する。 
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収集先及び内容 調査項目 調査回数 

東京商工リサーチ：景気

動向調査 

・景況感（現在）および先行き

に対する見通し 

・経営状況（売り上げ、生産・

出荷量、仕入れ単価・販売単

価、在庫、設備稼働率、従業員

数、時間外労働時間、雇用過不

足、設備投資意欲）および金融

機関の融資姿勢について 

年１回 

総務省：経済センサス 売上（収入）金額若しくは経常収

益又はその割合、販売額が多い部

門、商品名及び仲介手数料又は修

理料収入の有無、相手先別収入割

合等 

年１回 

経済産業省：商業動向調

査 

商品販売額、販売先別商品販売

額、月末従業員数等 
年１２回 

中小企業庁：中小企業白

書 

１ 中小企業の動向 

２ 中小企業の構造分析 

３ 財務データから見た中小企業

の実態 

４ 人手不足の状況 

５ 開廃業の状況 等 

年１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 

鹿児島県：消費者購買動

向調査 

１ 商圏の動向 

２ 地元購買率の動向 

３ 買物動向 等 

年１回 

 

②中小企業景況調査【継続】 

  全国連の調査事業である標記調査について、引き続き継続して地域の経済動向調査とし

て実施する。この調査事業は平成２７年度から実施している。業種、地区割りを行い当会

全体の景況情報の収集を行い、全国連で分析した情報についてＨＰでの提供及び巡回指導

時の支援に活用する。 

（ア）調査対象 

 次の４業種、１５事業所の中小企業者の調査を実施 

・製造業     ３事業所 

・建設業     ２事業所 

・卸小売業    ４事業所 

・サービス業   ６事業所 

（イ）調査項目 

・景況、業況の動向（景況感、売上高、売上単価、資金繰り、採算性） 

・設備投資の動向（計画の有無） 

・経営上の問題点（需要の停滞、売上減少、従業員の確保難、 

・雇用情勢（過剰、適正、不足） 

（ウ）調査手法 

  職員が対象事業所に伺い、聞き取りにて調査。 

（エ）分析方法 

  全国商工会連合会で分析。 
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③ 各種統計調査及び情報誌の収集・分析【拡充】 

①の動向調査以外について、その他の業種にも対応できるよう、国等が提供する各種統

計データ並びに業界団体など民間調査会社が実施する多様な調査結果を収集する。また、

業界誌等から域内の出店状況、事業所動向、消費構造などのデータ収集と市場ニーズの分

析を行い、ホームページにて公開。小規模事業者等への情報提供と具体的な活用方法の提

案を図る。また、調査した結果は公表できる範囲においてホームページで随時更新して情

報提供する。 

【調査項目】 

・地域経済分析システム〔RESAS(リーサス)〕（内閣府） 

・家計調査（総務省統計局） 

・消費者意識基本調査（消費者庁） 

・日経テレコン POS EYES（日本経済新聞） 

・日経ＭＪ（日本経済新聞） 等 

 

（２）成果の活用 

  ●情報収集、調査、分析した結果は当会ホームページに掲載し、管内事業者等に迅速に周知

する。 

 ●経営指導員等が巡回・窓口指導時において参考資料として、小規模事業者の事業計画策定

の為に活用する。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 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 

各種景況調査の調査分析 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

 情報提供回数（HP等） 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

中小企業景況調査 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

 情報提供回数（HP等） 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

各種統計調査及び情報誌の収集・分析 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

〈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、主に３つの事業を実施。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）自社の状況把握と専門家派遣の活用 

   巡回窓口での相談により経営課題を分析し、分析結果をもとに指導を行った。分析項目に

ついては、財務分析など経営指標の定量分析、市場分析・ＳＷＯＴ分析による課題の抽出を

行い、事業者に寄り添った整理分析を実施。専門性を必要とする案件については、県連合会

のエキスパート事業や個別指導などにより専門家派遣を行った。専門家派遣については、事

前に課題を明確化することによって、短時間で事業所それぞれのポイントを指導が行えた。 

平成 30年度の経営指導員の分析事業所実績数は 92件で達成率は、97％であった。 

また、巡回した事業所数については、当初の計画に対し達成率は 64％であったので、今後

は計画的な巡回指導を行う。 

 

（２）小規模事業者のニーズに応えたセミナーの定期開催 

  巡回窓口にて小規模事業者から特に相談の多い課題や問題点については、相談ニーズをと

りまとめ、効果的なセミナー充実を行った。特に相談が多かったのは、「事業計画の策定」の

仕方や方法、計画後の実施に関する相談が多く、平成 30年度については、これらを中心とし

たセミナーを年４回実施した。 
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（３）経営指導員定例会議の実施による、経営分析 

  巡回・窓口相談指導、経営分析等に得られた結果をもとに、小規模事業者の経営課題や問

題点について、経営指導員定例会議において情報共有を図り、分析結果をもとに、小規模事

業者の事業計画策定に役立てた。定例会議については、年１２回実施した。 

 

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

について、評価は高かった。 

ただ委員の中からは、個社支援という側面からどのような分析がそれぞれ行われたのか詳し

い内容がわからないとの意見もあった。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

  今回の取り組みでは、新たに経営改善普及事業の柱である巡回窓口指導で得た情報の分析

は、経営指導員・経営支援員が日常の相談内容を記録する、県連の「小規模事業者支援システ

ム」（経営カルテ）を有効活用し、「ネット de記帳」（記帳代行サービスシステム）や「記帳継

続指導」（記帳指導）における財務データ収集により「事業計画」策定時に必要不可欠なので

データ収集を更に充実させ、経営課題や問題点の抽出を行う。また、第１期計画において企

画したセミナーでは集団指導の為に個社支援の効果が見えにくいとの意見もあったことか

ら、より個社支援に効果が期待できる伴走型小規模事業者支援事業を有効に活用した個別講

習会の充実や広域経営指導員と連携した個社の指導を更に強化する。 

特に、専門家と連携した指導では、経営指導員と一緒に現状分析を行った上で、経営課題を

明確化し解決に向けての指導を行うため、個社支援として有効な支援といえる。 

 

（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 

【新規】 

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データ収集の充実を行う。その収集した

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「市場分析」「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り、売上の拡大、利益の確保に繋がる事

業計画の策定を支援する。 

 〈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」を行う。 

   「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で

すが、その他の事業所では貸借対照表等のデータが無い場合も多いため、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。 

 

② 自社の状況把握の為の専門家派遣の活用【継続・拡充】 

小規模事業者が経営課題の解決や今後の方向性を見定める中で、専門家の指導による自
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己分析は必要性が高いと考える。県商工会連合会の「エキスパート事業」や商工会の個別指

導、伴走型小規模事業者支援事業を有効に活用したセミナー等を促進し小規模事業者に伴

走型支援を行うため経営分析を経営指導員と寄り添って行う。 

 

〈セミナー対象者〉：管内小規模事業者 

〈募 集 方 法〉（集団講習会）：商工会定期発送、自治会班回覧、当会 HPへの掲載 

〈カリキュラム〉：確定申告書・決算書から導く財務や経営上の問題点 

   〈分 析 手 法〉：事前に得た財務データ及び小規模事業者へのヒアリングを実施し、 

専門家・経営指導員による分析を行う。 

     〈目標参加者数〉（集団講習会）：１セミナー当り 15名 

 

  ③ 経営指導員定例会議の実施による、経営分析【継続】 

    巡回窓口指導を強化する中で、経営指導員同士の情報共有は必須と考える。特に具体的

な事例をもとに分析を行い、小規模事業者の経営課題や問題点の解決策をあらゆる側面か

ら検討し、整理分析を行う。 

 

（２）成果の活用 

 ○分析結果については経営指導員等が巡回・窓口指導時に活用する。 

○小規模事業者に伴走型支援を行うための金融相談指導や事業計画策定時のデータとして有効

活用する。また事業策定後の個別フォローアップ時のデータとして活用し、新たな経営課題

を明確にし、効果的な計画実行支援に繋げる。 

○分析結果については「経営指導員定例会議」やその他の支援会議において経営指導員等で情

報を共有し、経営指導員が連携した小規模事業者の支援を行う情報として活用する。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 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 

経営分析件数 92件 100件 100件 100件 100件 100件 

自社の状況把握の為の講

習会の回数（集団・個別講

習・エキスパート等含む） 

実績値

なし 
10回 10回 10回 10回 10回 

 

４．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

〈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、主に６つの事業を実施。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）ブラッシュアップ支援事業 

    第１期認定前の平成２６年度から取り組んでいる「小規模事業者ブラッシュアップ事業」

を拡充し、経営指導員１人あたりにつき３事業者を選定して、経営分析を実施。この分析

結果をもとに、各事業者の売上高目標の設定や売上や販路拡大につながる支援へと繋げた。 

 

（２）巡回訪問指導による事業計画策定支援 

経営分析や事業計画策定等に関するセミナー開催後、参加者に対してフォローアップを

実施し、各種補助金申請に合わせた事業計画策定支援を行った。また、経営指導員・外部専

門家・金融機関担当者などと連携を図り、分析をもとに経営改善に向けての計画策定の支

援を行った。 

 

（３）セミナーによる事業計画策定支援 

集団・個別ともに「事業計画策定セミナー」を実施。単純に策定するだけでなく、専門家
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の指導のもと、小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金の申請にも合わせた「事業計

画策定セミナー」を実施。経営改善目標の達成や各種補助金の採択に向けて、小規模事業者

と一体になって事業計画策定支援を行った。 

 

（４）経営力強化目標に関連する事業計画策定支援 

  事業計画策定を支援した小規模事業者については、３年間～５年間ごとに自社にとって

新たな取り組みを計画し、経営力強化を図り、経常利益が年１％以上上がる支援を行った。 

 

（５）創業・第二創業（経営革新）者に対する創業計画策定支援 

姶良市商工会、霧島市商工会、霧島商工会議所と共催で創業・第二創業のセミナーを行い

開業の為の「事業計画策定」を支援。平成３０年度は４１名の認定創業者を輩出することが

できた。姶良市でも新規事業者の開業を促す政策を行っており、姶良市とタイアップした

創業支援を実施した。 

 

（６）地域の次世代を担う経営者強化に関連する事業計画策定支援 

地域の次世代を担う経営者強化に向けて、経営に最も必要とされる「事業計画策定」を 

テーマにセミナーを実施し、地元の小規模事業者の底上げに繋がる支援を実施した。 

 

経営計画作成の重要性については（1）～（6）の事業共に徹底を図る事ができ、概ね好評価

であった。 

今後も「事業計画策定」に対する支援の強化は必須と考えられることから、今後もより効果

的な広報をおこなうことで事業を実施していく。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

   事業計画策定について、長期的計画と短期的計画の両方を兼ね備えることが必要である。

特に短期的期間として定める事業計画については、融資申し込みや各種補助金申請には必須

となっているが、策定数が伸び悩んでいるのが現状である。 

   そこで、「経営革新」や「第２創業」といった長期的目線で考える事業計画策定と、各種補

助金申請や融資申し込みで必須となる短期的目線での事業計画策定について、２つの目線で

それぞれ支援を行う必要があると考える。 

   また、将来の地域のネクストリーダーとなる商工会青年部員を中心とした若手経営者や後

継者に向けて長期的な「事業計画」策定支援を行うことで、今後の小規模事業者の持続的発

展の効果と小規模事業者の底上げが期待できる。 

そして、今後、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「創業セミナー」

を継続させ、開業に関する「事業計画」策定支援も行う。 

また、１期目にて実施した（１）「ブラッシュアップ支援事業」については、見直しを行い、

（２）「巡回訪問指導による事業計画策定支援」と（３）「セミナーによる事業計画策定支援」を

強化し、支援を充実させることにより、目標を達成させる。 

 

（１）事業内容 

  ①巡回訪問指導等で経営分析を行った小規模事業者に対する事業計画策定支援【継続・拡充】 

   １期目の事業に合わせて、２期目の分析結果については、短期的目線での金融指導時や

補助事業申請時に積極的に活用させていく。特に小規模持続化補助金の申請には、短期

的目線で作成した「事業計画」を活用するので、同時に「事業計画策定セミナー」実施し

ながら補助金等の勧奨も行う。１期目での（2）、（3）については、第三者評価委員の評価

が比較的高かったので継続する。 

  【支援対象者】経営分析を実施した事業者。 

  【手段・方法】経営指導員が、必要に応じ専門家を交えて、小規模事業者の事業計画策定を

進める。 
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・事業計画策定セミナー 

募集方法         商工会定期発送、自治会班回覧、当会 HPへの掲載 

開催回数（集団・個別）  年３回 

カリキュラム       販路開拓等の業績向上の為のセミナー、小規模持続化補

助金申請時の事業計画作成の為のセミナー 

目標参加者数       1セミナー当り 30名 

 

② 「第二創業」「経営革新」「事業承継」をテーマにした「事業計画」策定支援の実施【継続・

改善・拡充】 

    経営分析により、「第二創業」「経営革新」「事業承継」が課題となっている事業所をピ

ックアップ。特に将来地域のネクストリーダーとなる地域で活躍する若手事業家や後継

者候補をターゲットとし、経営に必要とされるニーズの高いテーマを選定して、「第二創

業」「事業承継」「経営革新」に繋がり、長期的目線での事業計画の策定に役立つセミナー

を実施する。 

    このようなセミナーを実施することで、「第二創業」「経営革新」「事業承継」を意識し、 

事業展開につながるものと考える。 

 

【支援対象者】経営分析を実施した事業者のうち、「第二創業」「経営革新」「事業承継」を

課題とする小規模事業者 

  【手段・方法】「第二創業」「経営革新」「事業承継」に関するセミナーを開催 

  ・長期的な目標を定める事業計画策定セミナー 

募集方法         青年部定例会等で案内 

開催回数         年２回 

カリキュラム       「第二創業」「経営革新」「事業承継」に関する内容 

参加者数         1セミナーあたり２０名 

 

③創業に対する創業計画策定支援【継続】 

   廃業者が増える中、新規開業者の掘り起こしや育成は必要不可欠である。姶良市でも創

業に繋がる補助制度もある。今後も姶良市と連携を取りながら事業を進める。また商工会

としても、創業に関する補助事業等の個別の相談にも積極的な支援を行う。１期目での（５）

については高評価で必要性は高く継続して実施する。 

 

【支援対象者】管内の開業希望者 

  【手段・方法】創業セミナーを開催 

・創業セミナー 

募集方法         管内自治会での行政文書等回覧、当会 HPへの掲載 

開催回数         年７回 

カリキュラム       創業に関する各種の内容（経営・経理・税務・金融等） 

参加者数         1セミナー当り 30名 
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（２）目標 

支援内容 現行 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 

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件数 

82件 80件 80件 80件 80件  80件 

「第二創業」「経営革新」「事

業承継」を意識した長期的

な「事業計画」策定件数 

実績値

なし 
 5件  5件  5件  5件 5件 

創業セミナー時の事業計画

策定者を含む）策定件数 
 42件  30件  30件  30件  30件  30件 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

〈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、主に３つの事業を実施。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）積極的巡回及び支援体制の強化によるフォローアップ 

事業計画策定後の小規模事業者へのフォローアップは、月１回程度、経営指導員等の職

員が巡回指導時に計画の進捗状況の確認を行った。特に小規模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マル経等の金融支援先の実行後指導を中心に行っ

た。 

 

（２）積極的な金融支援策の活用および各金融機関との連携 

金融支援については、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を中心とした金融支援を

実施。融資申し込みの時に作成した事業計画書については、融資管理状況と含めて計画の

進捗を確認し、必要なアドバイスを行った。また巡回時に資金の相談がなくても、日本政

策金融公庫の担当者や各金融機関の渉外担当と連携して、経営安定の維持に繋がる支援

を行った。 

 

（３）創業・第二創業（経営革新）者に対するフォローアップ実施支援 

   「創業セミナー」「第二創業」のセミナー受講者には、金融・税務等創業時に必要な事

案について個別フォローアップ支援を実施した。 

 

平成３０年の事業計画策定後の支援事業者数は目標４０件に対して８２件、創業・第二

創業のフォローアップ件数は目標の１５件に対して１７件で、第三者評価委員会からは高

い評価であった。 

    しかし、（２）については、「小規模事業者経営発達支援融資制度」の申請が伸び悩んだ

り、政策金融公庫や各金融機関との連携をしていることなどの周知不足については、改善

をし、充実した金融支援や各種施策の伴走型支援を求められた。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

前節の評価において、改善を求められた（２）については、経営指導員等との定例会議にて、

融資制度や各種施策の事例について研究会を行い、巡回指導時に最新の金融情報や補助金事業

の提供を行うことで事業の効果を向上させる。（３）については開業に向けての補助事業等の周

知や市の創業に対する補助制度を有効活用し、積極的に新規開業を促す。 

また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
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は、経営指導員の定期的な巡回指導での伴走型支援が不可欠である。経営指導員等の人員不足

等の問題もあるが、全職員協力し週 1 回のミーティングで情報交換や事例研究会の実施をしな

がら支援体制の強化・支援の共有を確立し、小規模事業者への支援の質を向上させる。 

 

（１）事業内容 

 ①窓口・巡回指導と職員間の支援体制の強化によるフォローアップ【継続・拡充】 

事業計画策定後や各種セミナー受講後、定期的に進捗状況を把握する為、計画的に巡回

を行うと共に職員間の支援体制の強化を図りフォローアップを実施。 

 

（ア）事業計画を策定した小規模事業者について、経営指導員等が計画的に６ヶ月に１回巡

回訪問し、事業の進捗状況を確認し事業実施支援を行う。計画を遂行していく中で、計画

の修正または経営に課題が生じた場合は、専門家派遣を行い、指導員と専門家が共同で対

応し支援する。また、補助事業の実施事業者については、事業期間がある為、より頻度を

上げて重点的に支援する。 

 

（イ）経営指導員のみならず経営支援員等も含めて職員間の支援体制・情報の共有体制を強

化して、事業計画策定後の小規模事業者のフォローアップを行う。特に「ネット de記帳」委

託事業者については窓口や巡回時に経営支援員も進捗状況等も確認できるので、職員間の情

報交換によりリアルタイムでの小規模事業者支援が行える。 

 上記事業により事業計画を策定した小規模事業者のフォローアップを１事業者 年２回

以上の頻度で行う。 

 

①策定した「事業計画」を実行の為の各種情報提供、金融機関との連携【継続】 

  第１期から実施している商工会ＨＰや商工会定期発送を活用して、補助金等の施策情報

や金利も含めた金融支援情報を、広報・周知を行う。 

  策定した「事業計画」を実行するために、課題となるのが資金計画の部分が一番の重要事

項である。融資申し込みに関しては、すばやく小回りの利いた対応が重要となるので、日本

政策金融公庫の担当審査官や各金融機関の渉外担当と連携しながら、小規模事業者に負担

の少ない融資計画を立てていく。 

 

〈情報提供の方法〉 

  情報提供の方法としては商工会報や商工会定期発送、当会ＨＰでの掲載で行う。 

 ・商工会報や案内文書の郵送  年１２回 

・当会ＨＰでの情報提供    年 ４回 

 

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

プ【継続・拡充】 

 ・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「第二創業」「経営革新」「事業承継」に関するセミナーで「事業計画」

を策定した方に対して、事業実行する方に対しても実施に伴う資金調達が一番の重要事

項である。資金計画に関する部分については、各金融機関と密に連携しながら迅速な支

援を行う。 

 ・創業、第２創業、事業承継セミナーの参加者に対しては、１事業所当たり年２回のフォロ

ーアップを計画する。 
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（２）目標 

    現行では実績報告した件数が計画的な巡回のみでなく、そのつど相談があった件数も計

上しているので件数も多くある現状である。今回の計画では前節の事業計画策定件数の件

数に対して、１事業所あたり６ヶ月に一度（年 2回）の計画的巡回件数を目標とする。 

支援内容 現行 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 

窓口・巡回指導と職員間の支

援体制の強化によるフォロ

ーアップ事業者数 

82社  80社  80社  80社  80社  80社 

窓口・巡回指導と職員間の支

援体制の強化によるフォロ

ーアップ回数 

157回  160回  160回  160回  160回  160回 

策定した「事業計画」を実行

の為の各種の情報提供回数 

実績値

なし 
 40回  40回  40回  40回  40回 

創業・第二創業（経営革新）

事業承継予定者に対するフ

ォローアップ事業者数 

17人  20人  20人  20人  20人  20人 

創業・第二創業（経営革新）

事業承継予定者に対するフ

ォローアップ回数 

実績値

なし 
 40回  40回  40回  40回  40回 

売上１０％以上の 

増加事業者数 

実績値

なし 
10社 10社 10社 10社 10社 

利益率３％以上の 

増加事業者数 

実績値

なし 
5社 5社 5社 5社 5社 

 

６．需要動向調査に関すること【指針③】 

〈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、主に３つの事業を実施。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）業種別調査 

地域内の小規模事業者の商品・サービスに関する市場動向の把握のために業種別調査

を実施。調査結果を整理・分析を行った上で、事業計画策定においての市場ニーズ・動向

等に活用。 

 

（２）事業者・消費者アンケート調査 

イオンタウン進出（大型店進出）の影響の大きい小規模事業者のうち、小売業の中から

「衣料品」と「食料品」、サービス業の中から「飲食サービス」の業種に絞り込み調査。

経営指導員が事業所を直接訪問し、売上・利益の増減変動の調査を行い、対象業種の経営

改善に役立てた。またこのアンケートに合わせて「消費者アンケート調査」を実施し、消

費者目線から求められている需要の把握を行った。このデータは事業計画策定の為の基

礎資料として活用されている。 

 

（３）創業相談窓口を活かしたニーズの収集・分析 

     各経営指導員の創業相談者の情報をデータ化し、データをもとに需要動向について整  

理・分析を行い、創業計画の作成支援に活かした。 

全体的な評価としておおむね好評であった。内容として小規模事業者への支援時にア

ンケート調査等が活用されていることから一定の評価があった。 

     しかし、第三者委員会の中からは、（２）については、調査する事業者数や消費者の数

が少ないとの意見があり、サンプル数を増やしてバリエーションを増やした小規模事業
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者への支援を求めた評価があった。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

  小規模事業者が「事業計画策定」の際には、顧客のニーズを的確に把握しターゲットを絞

り込むなど、市場における需要動向調査は重要である。ただ、需要動向調査については業種、

個社ごとに状況は様々でその手法が変わっている。その為、その対象の業種となる小規模事

業者それぞれに合わせた的確なデータの収集と情報提供を行う。 

（１）事業内容 

①商品・サービスのブラッシュアップのための消費者ニーズ調査及び分析【新規】 

  商品・サービスのブラッシュアップをするための消費者ニーズ調査及び分析を行う。既存

商品やサービス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。 

この調査をもとに問題点や改善点を抽出し、事業計画の見直しの際に活かす。経営指導員や

必要なときは外部専門家派遣を通じて経営改善を図る。 

 

〔対象事業者〕 ・小売業（衣料品・食料品）、サービス業（飲食サービス業・宿泊業）を営む 

小規模事業者の５社 

 

  〔対象消費者〕 ・その事業所を利用した男女１０名程度 

 

〔主要調査項目〕 ・小売業では「価格、商品パッケージ、改善点」等 

         ・サービス業では、「価格、サービス内容、改善点」等 

 

〔調査分析方法及び活用〕 

         経営指導員で分析して小規模事業者に説明。経営の問題点や課題を抽出

した後、事業計画の見直しの際にアンケート結果を活用し、経営改善を

図る。 

 

②「あいらブランド」の商品開発に繋げる消費者アンケート調査及び分析【新規】 

 １期目に継続して、姶良市内の女性を中心に、消費者アンケート調査を実施する。消費者

の求めている細かな需要を把握し、消費者の生データを集約。集約したデータを小売業者や

製造業者を中心とした小規模事業者に提供し、「あいらブランド」につながる新商品開発に

活かす。 

 

〔対象消費者〕    ・地域女性団体所属の女性を２０名程度 

 

 〔調査対象事業者数〕 ・姶良市特産品協会の加盟する、小売製造業の５社 

 

〔主要調査項目〕 ・性別、年齢、家族構成、居住地 

         ・１回あたりの買い物予算額 

        ・商品購入の際、重視していること など 

〔調査分析方法及び活用〕 

   女性消費者が購買決定権の多くを占領している状況が見受けられている

為、地域女性団体を中心にアンケートを収集する。その結果は小規模事業者

にフィードバックする。また、アンケート結果の分析・抽出については、当

会経営指導員や外部専門家派遣を通じて伴走型支援を行い、「あいらブラン

ド」に繋がる新商品開発のアイデアに活かす。 

 

 ①と②共通してアンケートのサンプル数増加の為の対策も検討する。たとえば、アンケート

をはがき（お客様に切手を貼っていただく）での返答にして、アンケートの協力を得られや
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すい方法等も検討する。アンケート結果については対象の小規模事業者にフィードバックし、

経営改善を図り、事業計画策定等に活かす。 

(２)目標 

支援内容 現行 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 

事業者アンケート 

調査対象事業者数 

実績値 

なし 
5社 5社 5社 5社 5社 

「あいらブランド」ア

ンケート対象事業者数 
実績値 

なし 
5社 5社 5社 5社 5社 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

〈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、主に４つの事業を実施。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）市ブランド化に向けた商品開発及び販路開拓支援 

    市ブランド化に向けて、商工会・市商工観光課・市農政課・JA にてプロジェクトを

行い、姶良市の「はだか麦」を使用したお菓子（丸ぼーろ）を開発。開発したレシピを

地元の製造業を行う小規模事業者に提案。販路先として地元の物産館や県商工会連合

会が営む物産展にて販路支援。約１０％増の売上拡大に繋げた。 

 

（２）県内外の出展による特産品販路開拓支援 

    県内では、県商工会連合会が主催する「商工会まるごと特産品フェア」、県外では関

西で開催される県人会主催の「関西かごしまファンデー」を軸に、姶良市の特産品製造

業者や小売業者をピックアップし販路開拓支援を実施した。 

    それぞれの物産展・商談会に参加して、小規模事業者の商品 PRができ概ね好評であ

った。またバイヤーとの商談を行い、一定の成果を上げることもできた。 

 

  【平成２８年、２９年、３０年の主な実績】 

 平成２８年 平成２９年 平成３０年 

商工会まるごと特

産品フェア 
10事業者 12事業者 9事業者 

関西かごしまファ

ンデー 
15事業者 14事業者 14事業者 

 

（３）小売業者、サービス業向けのセミナー等開催による販路開拓支援・持続的経営支援 

    特産品販売に関連する小売業者や観光産業に関連するサービス業者については、持

続的経営発展につながるように、セミナーを通して、レイアウトや POP の提案を実施

し、出展での売上成果等につながるように支援した。 

（４）商工会ホームページを利用した販路開拓支援 

    特産品販売を行う小売業者を中心に、販路開拓支援の一つとして、新商品の掲載や

改良を行った商品を商工会ホームページに掲載し、バナーを製作し、自社ホームペー

ジとのリンクを行った。 

 

全体評価として第３者評価委員からは、A及び B評価が主であった。目標としていた回数，出

展者数には達していない部分があるものの，参加事業者に一定の成果があったとの評価であっ

た。 
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〈今回の申請に関する取組〉 

 市ブランド化に向けては、商工会・市商工観光課・市農政課・JAが連携して商品開発及び販

路開拓支援を継続して実施し「あいらブランド」の確立を目指す。 

 新規顧客開拓については、消費者やバイヤーとの直接の営業が必要不可欠であると考える。

このことからも、県内外で開催される各種商談会や物産展に参加し、商圏拡大に繋がる支援

を行っていく。 

 また、その他の業種についても各種の補助金等を利用して需要開拓支援に努める。 

 

（１）事業内容 

①姶良市（商工観光課・農政課）・JA あいらと連携した特産品開発及び販路開拓事業の推進

【継続・拡大】 

姶良市では「あいらブランド」の確立に向けて地域経済活性化を図っている。１期目での取

り組みを継続して農商工連携を基盤とした新商品開発を支援し、特産品製造者や小売業者の

販路開拓支援を行う。 

また、姶良市管内の小規模事業者の商品ブランド認定を積極的に支援し、地域ブランド化

による新規需要開拓事業も実施していく。 

 

②県内外で開催される各種物産展、商談会への参加（BtoB 及び BtoC）【継続】 

第１期から出展している県商工会連合会が主催する各種物産展や県外都市部で開催され

る物産展、商談会を中心に今後も積極的に参加する。 

２期目については、特産品協会関係の商工会員が増加していることから、巡回指導によ

り新規参加者の推進も課題として取り組んでいく。また、参加する物産展・商談会について

は「鹿児島県商工会連合会」「(公社)鹿児島県特産品協会」等からの開催の情報を得ながら、

積極的な販路開拓を行う。特産品製造業及び小売事業者を中心とした新規顧客開拓を行う。 

また、商談会においてはバイヤーとの商談成立に向けたきめ細かな実効性のある伴走支

援を行う。 

 

【予定している参加予定商談会、各商談会の規模や詳細について】 

・特産品関連物産展・商談会 ・・・ 鹿児島県商工会連合会等が主催する商談会に年３回 

程度参加予定。来場者数は消費者・バイヤー合わせ 

て数百～数千人規模で、それぞれの規模によりブー 

ス数は上限する。 

県外出展については、都市部（東京・大阪・福岡）を

含む年２回程度の参加を計画する。 

 

   ・各商談会の規模や詳細 ・・・・ ア．関西かごしまファンデー（大阪府） 

                      予定開催時期：４月～５月 

                      予定開催場所：アジア太平洋トレードセンター 

                      予定来場者数：３万５千人 

                      予定出展事業者数：鹿児島県内３００事業者 

 

                    イ．九州の観光と食マルシェ（福岡県） 

                      予定開催時期：１０月 

                      予定開催場所：天神中央公園 

                      予定来場者数：４万人（２日間合わせて） 

                      予定出展事業者数：九州の８０事業者 

 

                     ウ．商工会こだわりの逸品フェア 

                      予定開催時期：１０月～１１月 



- 23 - 

                      予定開催場所：鹿児島中央駅前 アミュ広場 

                      予定来場者数：１万人（３日間合わせて） 

                      予定出展事業者数：県内３０事業者 

 

③セミナー・各種補助事業を活用した顧客開拓の支援【継続・拡大】 

  １期目に継続して、セミナーを活用した需要開拓支援を行い、小規模事業者の持続的経営

に繋がる支援を実施する。また新規の顧客販路開拓・拡大に特に結びつく補助事業は「小規

模事業持続化補助金」である。この補助事業を活用することで、小規模事業者の販路開拓支

援を行い、売上拡大に結び付くようにする。 

姶良市商工会では、平成３０年度については、２３件の小規模持続化補助金の申請を行っ

ており、ニーズが高いことが伺える。 

 

（２）目標 

支援内容 現行 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 

①関西かごしまファンデー

（大阪府） 
 8社  8社  8社  8社  8社  8社 

 売上額/社（平均） 14万円 15万円 15万円 15万円 15万円 15万円 

②九州の観光と食マルシェ

（福岡県） 
 2社  4社  4社  4社 4社  4社 

 売上額/社（平均） 7万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

 バイヤー成約件数/社 
実績値

なし 
 1社  2社  2社  2社  2社 

③商工会こだわり逸品フェ

ア（鹿児島県） 
 9社 5社 5社 5社 5社 5社 

 売上額/社（平均） 5.5万円 7万円 7万円 7万円 7万円 7万円 

 

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、主に３つの事業を実施。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）姶良市、姶良市観光協会、姶良市特産品協会、NPO 法人 Lab 蒲生郷、鹿児島県特産品協

会、錦海漁業協同組合、あいら農業協同組合で構成する「姶良市地域活性化委員会」を平成２

８年度～平成３０年度にかけて１１回実施。会議において、姶良市の特産に繋がる「新商品

開発」や「観光関連産業」を中心とした地域の活性化の方向性について検討した。 

 

（２）姶良市の産業振興をもとに、商工業の発展・企業間交流を図ることを目的に開催されて

いる市主催の事業「あいらん家まるごと博覧会」（姶良市産業フェスタ）の構成員となり、商

工会員に積極的な参加を呼び掛け、地域住民に対しての商工業の PRと市の産業構造の構築に

繋がる取り組みを行った。 

 

（３）姶良地区・加治木地区・蒲生地区の各地区での地域振興事業において、関係団体である姶

良市観光協会や NPO 法人等と連携し、現状の３％増の集客の向上を目標とし、地域住民に対

しての認知度アップを行った。 

  この３つの事業について、「地域活性化委員会」が計画的に実施され、地域活性化の方向性

や地域振興の戦略について協議されていることから、第三者評価委員会からの評価はおおむ

ね好評であり、評価は高いものであった。 
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 〈今回の申請に関する取組〉 

  地域経済・地域振興事業の活性化については、「地域活性化委員会」が中心となり、各種団体

と連携しながら、地域経済・地域振興の底上げを図っていく。また市主催の事業「あいらん家

まるごと博覧会」（姶良市産業フェスタ）については、構成員として地域住民に対して管内商工

業者・小規模事業者の PRに寄与し、交流事業として地域活性化になるよう取り組む。 

「地域活性化委員会」では委員に各種団体長も在籍していることから、姶良市と連携する事

業について、姶良市商工会との連携を主体とした情報交換及び検討会を中心に進めていく。 

 

（１）事業内容 

  第２期では、「地域活性化委員会」を中心とし、行政をはじめとした各種団体長を構成員と

し、さまざまな分野の視点から地域の活性化の方向性について協議し、小規模事業者の発展

につながる地域活性化事業を実施する。下記のとおり行う。 

 

①「地域活性化委員会」による「経営発達支援計画」と姶良市の地域振興事業の連携策の検討

【継続・拡大】 

   第１期に継続して「地域活性化委員会」では市特産品協会、市観光協会等の団体長や姶良

市商工観光課長が委員として参加している。これまでの姶良ブランド化に向けての新商品開

発や観光産業関連を中心とした地域活性化に向けた協議に合わせて、「経営発達支援計画」と

姶良市の地域振興事業との連携について活発に提言を行い「経営発達支援計画」での地域振

興事業を効果的に実施する。 

   また、「地域活性化委員会」でも経営発達計画の進捗状況や評価等を定期的行い、支援の向

上を図る。この地域活性化委員会については、現在年３回実施しており、今後も年３回を計

画する。 

 

◆ 地域活性化委員会（イメージ図） 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

姶良市地域活性化委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「あいらん家まるごと博覧会」（姶良市産業フェスタ）と連携した地域活性化策の検討 

【継続】 

第１期に継続して、姶良市「あいらん家まるごと博覧会」（姶良市産業フェスタ）の構成員

として、市と協力して地域住民に対して商工業の PRと市の産業構造の構築を目指し、将来的

には地場産業の振興に伴う地域景気の底上げにつながることを目標とする。 

 

（公社）鹿児島県特産品協会 

・県内各市町村の特産品の情報提供 

・新商品開発アドバイス 

ＮＰＯ法人 Lab 蒲生郷 

・観光施設の入込状況 

・催事の実施 

錦海漁業協同組合 

・水産資源及び加工品 

 の開発、販路等 

あいら農業協同組合 

・地域の一次産品改良 

・加工技術の提供 

姶良市特産品協会 

・県内外への販路開拓 

・特産品の開発 

姶良市観光協会 
・観光地の入込客数 

・新たな観光施設への取組み 

姶良市商工会 
・委員会の開催 

・企画・運営の実施 姶良市 
・情報の提供 

・事業実施の支援補助 
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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み 
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〉 

 鹿児島県商工会連合会では、広域指導区制度があり、姶良市商工会は「姶良霧島地域広域指

導協議会」に所属している。 

この「姶良霧島地域広域指導協議会」において、地区の職員協議会と共に所属職員の研修会

を開催している。中小企業診断士の事例による小規模事業者への支援例やケーススタディーな

ど実践的な研修を実施した。また、鹿児島県商工会連合会が行う「経営指導員等研修会」・「応用

研修会」等では、県内商工会指導員等が集まり、研修を通じて支援ノウハウの情報交換を行っ

た。 

その「経営指導員等研修会」・「応用研修会」では、鹿児島県よろず支援拠点や独立行政法人 

中小企業基盤整備機構の担当者からの情報提供もあり、鹿児島県商工会連合会を通じて鹿児島

県よろず支援拠点・中小機構との連携も図った。 

行政との連携においては、毎月第２火曜日に「市商工観光課と商工会の定例会」を実施し、情

報交換を図り、小規模事業者に役立つ施策を推進した。そして、㈱日本政策金融公庫が行う「マ

ル経協議会」や年２回行う「金融懇談会」においては、㈱日本政策金融公庫職員や各民間金融機

関の渉外担当者との融資支援ノウハウの情報交換を行い、小規模事業者の経営力向上に努めた。 

 

第三者評価委員会の評価は、概ね好評価であり、当初目標の事業を実施し，その目的が達成

できたとの評価であった。 

 

 〈今回の申請に関する取組〉 

 今後も、姶良霧島地域広域指導協議会、鹿児島県商工会連合会、㈱日本政策金融公庫、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とは、各種研修会等により連携を通じ

た支援ノウハウの情報交換を行う。 

 また、毎月第２火曜日の市商工観光課と商工会の定例会は、継続して実施し、小規模事業者

の支援についての情報交換・意見交換を行い、市と連携して小規模事業者の底上げを図る。金

融についても、「マル経協議会」への参加、年２回の金融懇談会を継続させ、日本政策金融公庫

をはじめとした各金融機関との融資支援に対する情報交換を実施する。 

 

（１）事業内容 

①「市商工観光課と商工会の定例会」の実施【継続】 

   毎月第２火曜日の「市商工観光課と商工会の定例会」を継続し、小規模事業者の支援策

や創業者、新たな需要開拓に寄与する事業について情報交換を定期的に行い、小規模事業

者の連携した施策について意見交換を行う。 

 

②「金融懇談会」の実施【継続】 

   年２回「金融懇談会」を継続し、㈱日本政策金融公庫をはじめとした各金融機関の渉外

担当者と、地域の小規模事業者の融資状況について情報交換を行い、融資支援のノウハウ

や進め方の支援能力の向上を行う。 

 

③「姶良霧島地域広域指導協議会」開催の職員研修、職員会議の開催【継続】 

年１回「姶良霧島地域広域指導協議会」において実施している経営指導員等職員の研修

会、職員会議により支援ノウハウ等の情報交換を行う。 

 

④「経営指導員等研修会」「応用研修会」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がそれぞれ年１回行う、「経営指導員等研修会」・「応用研修会」で

は、鹿児島県よろず支援拠点や独立行政法人 中小企業基盤整備機構の担当者からの情報提

供をもって、それぞれの支援機関との連携した支援ノウハウの情報交換を行う。 
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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期においては、県連が主催する研修会や中小企業大学校の研修への参加は、計画通り参

加出来ている。平成２８年度においては、独自で中小企業大学校の講師を招き、当会が抱えて

いる課題をテーマにした経営指導員・支援員向けの研修を２回実施した。 

また、経験年数５年未満の若手指導員へのスキルアップについては、鹿児島県商工会連合会

が実施しているスーパーバイザーによる OJTによる個別指導・助言や研修を受けている。 

経営支援員との連携については平成２８年度、平成２９年度には一緒に巡回指導を行い、通

常業務でも記帳指導における確定申告時などの連携を密に図った。 

情報交換については、毎月実施している経営指導員定例会議において、個々の経営指導員が

取り組んでいる小規模事業者の経営課題やそれを解決するための支援策について情報交換を行

い、支援能力の向上を図った。また、「小規模事業者支援システム」の経営カルテを有効に活用

し、経営指導員での情報共有も行った。 

 

第三者評価委員会からは、当初目標の事業を実施し，その目的が達成できたとの高い評価で

あった。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

  ２期目の計画においても職員間の情報交換を密にし、各種研修で経営指導員・支援員等の

スキルアップや若手指導員（経験年数５年未満）の OJT により、指導・助言でのスキルアッ

プを図り、本計画のスムーズな実施につなげる。 

（１）事業内容 

①経営指導員等の資質向上について【継続】 

小規模事業者にきめ細かな継続した伴走型支援を行えるよう以下の取り組みを行う。 

（ア）県商工会連合会、中小企業大学校等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、専門的知識を習得し、小規模事業者の売上拡大等に繋がる支

援能力の向上を図る。 

 

（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等が連携して業

務に当たり、お互いのスキルアップに繋げ、小規模事業者の支援を行う。 

 

（ウ）若手経営指導員（経験年数５年未満）については、県連の OJT やスーパーバイザー事

業及び、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

走型の支援能力の向上を図る。 

 

（エ）県商工会連合会のエキスパート事業にて、小規模事業者に専門家派遣を行う際は同行

し、講師のノウハウや情報収集方法を習得し、伴走型支援の支援能力の向上を図る。 

 

②経営支援情報の共有に関する取組 【継続】 

（ア）毎週実施する「経営指導員定例会議」の他、姶良霧島地域広域指導協議会が開催する職

員研修や職員会議により、経営指導員のみならず経営支援員、一般職員との情報共有を

図る。特に「経営指導員定例会議」においては、経営指導員がそれぞれ取り組む小規模事

業者の課題や問題点について分析を行い、事例を参考にあらゆるケースに対応できるよ

うにしていく。 

 

（イ）IT活用を進めるため、県連に導入済みの「小規模事業者支援システム」（経営カルテ）

に支援データの蓄積を積極的に行う。本所共有サーバを活用し、経営革新事例や経営改善

事例等各種支援実績を集約し、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等〉 

  第１期では、毎年２月に中小企業診断士を始めとした外部専門家等の有識者による「第三

者評価委員会」を設けて、事業の実施状況・成果の評価を頂き、検証を行った上で毎年度、事

業の方針の見直しを行った。 

  また、「経営指導員定例会議」において、PDCAサイクルを定期的に実施し、計画に沿った事

業実施に努めた。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

 ２期目においても継続して、毎年２月に中小企業診断士を始めとした外部専門家等の有識者

による「第三者評価委員会」を設置して、本計画の事業評価を行い、検証・見直しを定期的に行

うことで、本計画が行う事業での効果を上げていく。 

 

（１）〈事業内容〉 

①「第三者評価委員会」の設置【継続】 

  事業評価を効率的に行うため、「第三者評価委員会」を設置する。この「第三者評価委員会」

は、毎年２月に開催し、事業の実施状況を報告し、毎年の成果評価を頂き、本計画が有効かつ

計画的に実施できるようにする。なお、第三評価委員については外部有識者を取り入れた下

記の方々に依頼する。 

 

  【第三者評価委員メンバー】（予定） 

  ・姶良市担当課職員(担当課長等） ・鹿児島県商工会連合会担当課長 

  ・外部専門家・有識者（中小企業診断士等） ・法定経営指導員（３名） 

・姶良霧島地区広域指導員（２名）         合計 ８名 

 

②経営指導員定例会議での自己評価による事業の見直しと次年度の事業計画策定【継続】 

「経営指導員定例会議」では引き続き、四半期ごとを目安にそれぞれの事業の自己評価を行

うことにより、事業の見直しと次年度の事業計画方針を決定する。 

 

③第三者評価委員会の評価を経て、毎年３月理事会へ報告する。【継続】 

 

④事業の成果・評価・見直しの結果を姶良市商工会ホームページ 

（http://www.aira-shokokai.or.jp）で計画期間中公表し、閲覧可能にする。【継続】 
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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４年７月現在） 

（１）組織体制 
   ① 実施体制 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ② 姶良市商工会組織図（会員数については、令和３年４月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 ◆ 役員数  ３０人 

       会長 １人  副会長 ２人  理事 ２５人  監事 ２人 

      

◆ 職員数  １６人 

       事 務 局 長：１人 広域経営指導員：１人  法定経営指導員：３人 

       経営指導員：１人 経営支援員：４名 記帳指導職員：１人 一般職員：４人 

       臨時職員１人 

 

姶良市商工会 

事務局長１ 

姶良本所 

法定経営指導員２名 

経営支援員２名 

一 般 職 員１名 

記帳指導員１名  

臨時職員１名 

加治木支所 

広域経営指導員１名 

経営指導員１名 

経営支援員１名  

一般職員２名 

蒲生支所 

法定経営指導員１名 

経営支援員１名 

一 般 職 員１名 

 

姶良市 

商工観光課 

総代会１３４ 

会長 1 監事２ 

理事会 25 

姶良本所 707 加治木支所 384 蒲生支所 149 

青年部 64 

女性部 101 
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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法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

■氏 名：山下 正浩、福島 武志、上玉利 謙道 

■連絡先：姶良市商工会 姶良本所 TEL:0995-65-2211 

          姶良市商工会  蒲生支所 TEL:0995-52-0039 
 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

 

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提供を行う。 

 

 

 

（３）連絡先 

 
   ①商工会／商工会議所 

    姶良市商工会 E-mail：aira-s@kashoren.or.jp 

       HP ：http://www.aira-shoko.or.jp/ 

    姶良本所  〒899-5432 姶良市宮島町 13番地 9          

TEL：0995-65-2211 ／ FAX:0995-65-9864 

    加治木支所 〒899-5212 姶良市加治木町諏訪町 185-1    

TEL：0995-63-2295  ／ FAX:0995-62-5644 

    蒲生支所  〒899-5302 姶良市蒲生町上久徳 2669-1    

TEL：0995-52-0039  ／ FAX:0995-52-0547 

 

   ②関係市町村 

    姶良市 商工観光課 〒899-5492 鹿児島県姶良市宮島町 25番地 

TEL：0995-66-3111  ／ FAX:0995-65-7112 

 E-mail：kigyo@city.aira.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） 

科  目 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 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

Ⅰ.経営発達支援事業 

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み 

 

Ⅲ.経営支援発達事業の円滑な実施に向

けた支援力向上のための取組み 

4,200 

200 

200 

1,000 

400 

 

1,000 

1,400 

 

 

700 

 

100 

4,200 

200 

200 

1,000 

400 

 

1,000 

1,400 

 

 

700 

 

100 

4,200 

200 

200 

1,000 

400 

 

1,000 

1,400 

 

 

700 

 

100 

4,200 

200 

200 

1,000 

400 

 

1,000 

1,400 

 

 

700 

 

100 

4,200 

200 

200 

1,000 

400 

 

1,000 

1,400 

 

 

700 

 

100 

（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 

国、県、市補助金及び会費、手数料等自己財源をもって本事業費に充当する。 

（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 

地域動向調査分析等を行っていく為、県内外の小規模事業者の需要動向や基本的な経済状況

の助言について、鹿児島県商工会連合会の協力を得る。 

２．創業・第二創業（経営革新）・事業承継支援 

各種創業塾を進めて行く為、専門的支援として、（株）日本政策金融公庫、各民間金融機関、

県エキスパートバンク事業等の専門家派遣を活用し、手厚い創業支援を行う。 

３．新たな需要の開拓に寄与する事業 

特産品の新規開拓、販路拡大としては、県内外の物産展・商談会に参加する。県特産品協会、

姶良市商工観光課と連携し、「あいらブランド」の確立を目指す。また、積極的に商談会等の

開催情報等を収集し、特産品協会を中心とした関係事業者に広報する。 

４．地域経済の活性化に資する取組 

姶良市商工観光課や鹿児島県特産品協会と連携して、新たな新商品開発や地域振興事業のさ

らなる強化を図る。 

５.職員の資質向上と職員同士の情報交換によるスキルアップ 

  鹿児島県商工会連合会や姶良霧島地域広域指導協議会による研修等により、職員のスキルア

ップ、情報交換による伴走型支援の強化を図る。また、鹿児島県商工会連合会の研修会を通

じて、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との情報交換を行う。

さらに「マル経協議会」・「金融懇談会」により、㈱日本政策金融公庫や各民間金融機関との

連携した支援ノウハウの情報交換を行う。 

連携者及びその役割 

①姶良市          代表者 市長 湯元 敏浩 

住 所 姶良市宮島町２５番地 TEL 0995-66-3111 

【役割・効果】本計画遂行の為の委員会への職員派遣等を中心に本計画の総合的な支援を頂く。 

 

②鹿児島県商工会連合会   代表者 会長 森  義 久 

住 所 鹿児島市名山町 9番 1号 TEL 099-226-3773 

【役割・効果】本計画遂行の為の総合的な支援を頂く。 

 

③(公社)鹿児島県特産品協会 代表者 三反園訓 

住 所 鹿児島市名山町 9番 1号 TEL 099-223-9177 

【役割・効果】「あいらブランド」の確立における新たな商品開発における指導助言を頂く。 

 

④姶良市特産品協会     代表者 会長 山崎 司 

住 所 姶良市加治木町諏訪町 185-1 TEL 0995-63-2295 

【役割・効果】「あいらブランド」の確立において、特産品の販路開拓や特産品の新商品開発の方

向性を導き出し、地域内の催し物や商談会・物産展において、事業者が参画しや

すい環境、指導助言を頂く。また「地域活性化委員会」の構成員として協力を頂

く。 

 

⑤姶良市観光協会   代表者 会長 柳鶴 勉 

住 所 姶良市東餅田 2445-7 TEL 0995-67-6052 

【役割・効果】「地域活性化委員会」の構成員。姶良市の地域振興事業において、観光面での連携

を行う。姶良市の観光環境整備状況等の情報提供等、指導助言を頂く。 
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⑥日本政策金融公庫鹿児島支店  国民生活事業統括 山田 浩示 

住所 鹿児島市名山町 1-26 TEL 099-224-1241 

 

⑦鹿児島銀行          代表者 取締役頭取 松山 澄寛 

                住 所 鹿児島市金生町６番６号 TEL 099-225-3111 

 

⑧南日本銀行          代表者 取締役頭取 齋藤 眞一 

                住 所 鹿児島市山下町１番１号 TEL 099-226-1111 

 

⑨鹿児島相互信用金庫      代表者 理事長   永倉 悦雄 

                住 所 鹿児島市泉町２番３号 TEL 099-223-5111 

 

⑩鹿児島信用金庫        代表者 理事長   中俣 義公 

                住 所 鹿児島市名山町１番２３号 TEL 099-223-0141 

 

⑪鹿児島興業信用組合      代表者 理事長   滿田 學 

                住 所 鹿児島市東戦国町１７-１１ TEL 099-224-3175 

【役割・効果】（株）日本政策金融公庫においては、創業・第二創業支援における創業セミナー・

個別相談会開催の協力を頂く。（株）日本政策金融公庫を含むその他の金融機関

においては、創業支援資金の活用、事業計画の策定について指導助言を頂く。ま

た金融懇談会における支援ノウハウの情報交換を行う。 

 

⑫姶良霧島地域広域指導協議会 代表者 中村博美 

 住 所 霧島市隼人町内山田一丁目 3-65 TEL 0995-42-2129 

【役割・効果】管内の商工会職員の研修や意見交換会を行い、小規模事業者に対しての職員の支

援スキル向上を行う。 

 

⑬（独）中小企業基盤整備機構南九州事務所 代表者  所長 野沢 俊幸  

住 所  鹿児島市東千石町1-38 TEL 099-219-

7882  

【役割・効果】鹿児島県商工会連合会を通した研修会等による各種情報の提供を頂く。 

 

⑭鹿児島県よろず支援拠点      代表者 チーフコーディネーター 森友 伸和 

                   住 所 鹿児島市名山町 9番１号  TEL099-219-3740 

【役割・効果】鹿児島県商工会連合会を通した研修会等による各種情報の提供を頂く。 

 

⑮（財）かごしま産業支援センター  代表者 古川 仲二 

                  住 所 鹿児島市名山町９番１号 

【役割・効果】事業承継に関して、事業者の事業承継について指導助言を頂く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




