
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
霧島市商工会          （法人番号） 4340005003191 

実施期間 平成 31年４月１日～平成 36年３月 31日 

目標 

 霧島市商工会では次の２点を目標とし、霧島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的な成長発展の為の経営力強化 

 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。小規模事業者の「事業計画」作成やその実施の為のフォローアッ

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を図る。 

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 

  前回の計画で創設した「霧島の逸品づくりプロジェクト」、「霧島温泉郷海外

展開プロジェクト」について、その事業を継続し地域経済の活性化を促しその

対象の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に関する状況判断をする材料と

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課題抽出を行い、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

者に対しては創業塾へ参加勧奨など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専門家派遣

することによりフォローアップを行う。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」に実行性を持たせる。 

５．需要動向調査に関すること 

物産展等の参加の際に、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。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 

「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェク

ト」に積極的に小規模事業者の参加を促して新たな販路開拓を行う。また、

需要動向調査結果の情報をもとに商品のブラッシュアップ支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェク

ト」に関する事業を霧島市や関係機関と連携して実施することにより、地域

経済の底上げを図る。また、本計画と霧島市等が実施する地域活性化事業に

ついて連携を密にして本計画で行う事業の効果を高める。 

連絡先 

霧島市商工会 隼人本所 
〒899-5106 鹿児島県霧島市隼人町内山田 1 丁目 6-65 
TEL 0995-42-2128 FAX 0995-42-2129 e-mail kirishima-s@kashoren.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１. 経営発達支援計画の目標 

 

<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、４つの目標を設定し事業を実施してきました。その目標につき

ましては、①小規模事業施策等の普及徹底、②小規模事業支援体制（事業者満足度の向上）の充

実、③地域資源を活かした特産品の開発と販路開拓の支援、④観光地霧島の知名度 UP と外国人

観光客受入体制の支援です。取組及び評価委員会の評価等は次の通りです。 

 

①小規模事業施策等の普及徹底 

  この目標の取組については、HPやメール配信システムにより、各種施策や各機関の経済動向に

関する調査、観光関連産業・食品製造業者への独自調査の結果等リアルタイムで情報発信をいた

しました。 

 

②小規模事業支援体制（事業者満足度の向上）の充実 

  上記の取組を行うことにより、各種の補助事業も周知され、霧島市シニアアドバイザー事業に

よる専門家派遣、小規模規模事業持続化補助金等の支援策も積極的に申請することできました。 

 

上記①、②共にそれぞれの取組が積極的に実施したとして、評価委員会の評価も高いものでし

た。 

 

③地域資源を活かした特産品の開発と販路開拓の支援 

  この目標の通組については、セミナーによる関連する業種の小規模事業者へのスキルアップ

や、各種物産展での販路開拓支援を行ってきました。県連・全国連主催の物産展に積極的に参加

することで評価委員会の評価も高く、今後も積極的に販路開拓支援を実施します。また、特産品

の開発については第１期では具体的な支援ができなかったことから、霧島市内の産学官組織が連

携した組織である「霧島ガストロノミー推進協議会」に参画することで事業者支援を行います。 

 

④観光地霧島の知名度 UPと外国人観光客受入体制の支援 

この目標の取組については、平成 29 年の新たな取組として「香港での商談会」に参加するな

ど、販路開拓の実施について評価委員会から実践的な取組と評価をいただきましたが、引き合い

が数件など成果がすぐには現れてはいない為、今後も効果的なインバウンド集客のための情報に

ついて小規模事業者に発信できればと考えます。また、行政をはじめとした各種団体と連携した

国際交流イベント（霧島国際音楽祭）の開催も計画されていましたが、既存の音楽イベントも開

催されていることや、開催費用等の問題もあり実施できませんでした。この点については未実施

のために評価委員会からの評価も低く、第２期目での計画の見直しを指摘されました。 

 

 ③及び④の目標について、霧島市総合計画が改定され特産品や観光産業ともに「霧島市のブラ

ンド化」が謳われています。その方向性を踏まえ③④に関する事業について、行政をはじめとし

た地域内の各期間と連携しながら推進していきます。 
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「経営発達支援計画評価報告書」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 

Ⅰ－１ Ⅰ－2 Ⅰ－3 Ⅰ－4 Ⅰ－5 Ⅰ－6 Ⅱ Ⅲ 

B B B B A B C C 

 

・平成２９年度評価表 各大分類毎の評価の総括 

Ⅰ－１ Ⅰ－2 Ⅰ－3 Ⅰ－4 Ⅰ－5 Ⅰ－6 Ⅱ Ⅲ 

A              A B B A B D B 
 

 

<今回の申請における取組> 

（１）地域の現状と課題 

①霧島市の概要 

霧島市は、鹿児島県本土の中央部に位置し、

平成 17 年に旧国分市と姶良郡内の溝辺町・横

川町・牧園町・霧島町・隼人町・福山町の 1市

6町が合併し誕生した、人口約 12万 6千人の

規模を有する鹿児島県で 2 番目の市です。JR

日豊本線・肥薩線や九州自動車道をはじめ、

国道 10 号線や主要道路が接続し、薩摩地方と

大隅地方、また宮崎県を結ぶ交通の要所で、

古くから鹿児島県内有数の都市として発展し

てきました。 

また、鹿児島空港の開港、九州自動車道の

開通による地理的条件を生かし、国分隼人テ

クノポリスの指定を受け、ソニーや京セラな

どのハイテク産業が進出しています。 

霧島錦江湾国立公園である霧島連山や霧島

温泉郷や日当山温泉、妙見温泉など有数の温

泉群を有し、波静かな錦江湾と眼前に浮かぶ

雄大な桜島を望む自然豊かな観光地でもあり

ます。 

 

②人口の動き 

霧島市の人口は、昭和 55年に 10万人を突破し、少しずつ増加しています。県下各市の年齢別

人口を見てみると、若年層の割合が高く、高齢者の割合が低くなっており、比較的若年層が多い

市となっています。平成 12 年には 12 万 7000 人を超えましたが、市町村合併後、中山間地域で

は中心地区である国分・隼人地区へ移住する流れが止まらず、人口減少に歯止めが掛らない状況

となっています。なお、世帯数の増加は、地域住民の核家族化の進行と民間マンション建設が急

増したことによるものと思われます。 

 

霧
島
市 
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●県下各市の年齢 3区分人口 
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●地域別人口及び人口密度 

 
 

Ⅲ．商工業観光業の現状 

１.商工業の状況 

霧島市の温暖な気候を活かして作られる黒酢や焼酎は、

霧島市の特産品として全国的に有名であり江戸時代から製

造を続けている事業所も数多くあります。 

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、事業所数 1,207事業所、従業者数 9,288人、

年間商品販売額は 2,287 億円となっています。市街地周辺

部の大型店の進出により中心市街地や各地域の商店街の振

興対策が必要であります。工業（製造業）においては、平成

28 年経済センサスによると、事業所数は 289 事業所、従業者数 11,775 人、製造品出荷額は

3,091 億円と、交通・輸送機関の利便性の良さから全国でも優良な企業が立地しています。 

産業別人口でみると、第 1 次産業が 1.3％、2 次産業が 28.3％、3 次産業が 70.5％となって

おり、特産品である「福山黒酢」「きりしま茶」「本格焼酎」「かるかん」等の製造業のほか、京

セラ・ソニー・アルバックなど IT 関連企業の進出している県内でも比較的、製造業が盛んな

地域でもあります。 
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●霧島市商工会管内の商工業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.観光の状況 

地区内の観光地を縫うようにして走る国道 223 号線には霊峰高千穂の

峰を有する国立公園霧島を始めとする霧島ジオパークや、「天孫降臨神話」

からなる霧島神宮などの史跡、古来の 4 つの温泉郷を有するなど観光と

密接な繋がりがある地域であります。また、坂本竜馬が妻のおりょうと旅

した新婚旅行発祥の地としても有名です。 

霧島市における観光入込客数は、平成 29年度には約 679 万人と傾向で

あります（霧島市統計）。宿泊者数を見ても平成 28年度の県内延べ約 720

万人の内、霧島市は 14.5％で鹿児島地区に次ぐ観光宿泊地となっていま

す。霧島市は県内で唯一国際路線のある空港を有しており、鹿児島を訪れ

る外国人旅行客の玄関口としての役割もあります。県内の外国人宿泊者数をみても平成 28 年

度で約 48 万人と前年比 15.7％の伸びを記録しています。国際線は中国、台湾、香港、韓国と

定期就航便を持っており、鹿児島県を訪れる 81.7％が香港、台湾、韓国、中国からの観光客で

あり、今後も増加することが見込まれることから歴史と文化を交えた「国際競争力のある観光

地霧島」として情報発信する必要性があるといえ、特に平成 30年の大河ドラマ「西郷どん」で

は台湾では 1年後に放映される為に鹿児島県内の各市町村同様に霧島市でも受入準備を急いで

います。また、平成 29 年より続く霧島連山の火山活動による風評被害で日本人客が低迷して

いる状況の中、ますます外国人観光客の誘致の必要性を観光関連の団体では実感しているとこ

ろです。 
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３．霧島市総合振興計画 

霧島市では第一次霧島市総合計画が平成 20年 3月に策定され、計画期間を平成 20年度から平

成 29 年度までの 10 年間でした。今般新たに平成 30 年度を初年度とする「第二次霧島市総合計

画」が策定され、商工業及び観光業の振興について下記の方針と基本事業体系を示しています。 

 

【商工業振興】 

（方  針） 商工業者の持続的な経営安定や経営基盤の強化に資する各種支援策の充実を図

るとともに、創業しやすい環境整備など、創業者の支援に努めることで、商工業者の所得向上

を目指します。 

また、商業集積地域の魅力づくりに取り組み、商店街に人が集まり、安全・安心に買い物が

できるよう支援します。 

さらに、産官学・農商工連携を推進し、霧島産物を生かした新商品の開発や「霧島ブラン

ド」の確立、販路拡大を目指します。 

 

（基本事業） 

・商工業者の育成、支援 

・創業しやすい環境整備 

・霧島ブランドの確立と販路の拡大 

・地域特性を生かした商圏の充実 

 

【観光業振興】 

（方  針） 山や川、海などの大自然や歴史・文化、温泉、食等の魅力ある観光素材を国内外

にＰＲ しながら、観光施設や体験メニュー等の新たな観光資源の開発など、受入体制の充実に

取り組んできました。近年は、外国人観光客を含め、個人や小団体の旅行形態が主流となってい

ることから、観光客のニーズに合った観光素材の創出や活用、インターネットなどによる効果的

な情報発信を進めるとともに、「観光地・霧島」としてのブランド戦略を明確にし、霧島の魅力を

生かした「選ばれる」観光地づくりを進める必要があります。 

（基本事業）  

・国内外の観光客の誘致 
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①霧島旅への扉を開くために（効率的な宣伝展開、「霧島市観光 PR デー」の実施、「観光地・霧

島」の知名度向上） 

②霧島を知っていただくために（国内観光客も誘致、外国人観光客の誘致、コンベンションの誘

致） 

・観光素材の創出と活用 

③おいしい霧島であるために（農林水産物の活用及び魅力発信、「きりしま食の 10ヶ条」を生か

した魅力の増幅） 

④霧島を体感するために（観光資源を生かしたメニュー開発、移住 PR、体験事業、ふるさと発

見！「霧島の歴史・文化」 

⑤新たな霧島旅を楽しむために（音楽により霧島 PR、「スポーツツーリズム」の推進、「ヘルスツ

ーリズム」の推進） 

⑥「観光地・霧島」の未来のために（国際性豊かな人材の育成、小・中・高校における外国語教

育・国際理解教育の推進、中学生の挑戦！「霧島しごと維新」、ジオパーク・イン・スクール推

進事業） 

⑦霧島旅を満喫するために（広域連携による観光ルートの構築、多様な媒体の活用、観光地にお

ける商店街の活性化、市民参加型の観光振興への取組、「おもてなし」の充実） 

・利便性の高い観光地づくりの推進 

⑧人にやさしい観光地であるために（霧島の歴史と文化に触れる設備、霧島山の魅力を生かした

観光地づくり、観光地におけるバリアフリー化の推進） 

⑨安心・安全な霧島旅ができるために（安心して観光できる情報提供と防災体制の強化、宿泊施

設などに対する応急手当普及啓発の強化、外国人観光客への救急業務体制の強化、外国人観光

客受入医療機関登録） 

⑩快適な霧島の旅（超高速ブロードバンド環境の整備促進、二次アクセスの充実） 

 

４.当地域の課題 

 当地域では市町村合併後、霧島市内の人口移動で中山間地域と中心市街地の格差が広がりまし

た。その中でも小売業については大型店舗の出店で、益々中山間地域の小売業は衰退の一途に進ん

でいます。その中でも、霧島市の特産品である、お茶や焼酎、黒酢についてはその中山間地域が産

地となっていて、もう一つの主力産業である観光産業についても中山間地域に存在します。その為、

この二つの主力産業を重点支援することは地域全体の経済の活性化につながります。また、当然な

がら経営発達支援計画では伴走型支援も重要事項ととらえており、主力産業に係わらず地域内小規

模事業者の「事業計画」策定に基づく持続的な経営成長支援を行うことが課題です。 

 

■管内各地域の小規模事業者現状及び課題 

・隼人地区 

本地区は、JR 隼人駅を中心とした「中央地区」、国道 10 号線沿線上を核にした「浜之市地

区」、日当山温泉郷を中心とした「日当山地区」にて構成されています。中央地区はロードサイ

ドショップやコンビニエンスストア・大型商業施設が乱立し、隣接の国分地区と併せて商業集

積地域となっています。JR隼人駅は日豊本線と肥薩線の分岐駅でありますが、乗降者が多い割

には、駅前商店街は空店舗が多く、集客力のある商店街としては成り立っていません。また、

JR 隼人駅の反対側に新しく商業施設ができ、駅前商店街としては益々厳しい状況です。 

・溝辺地区 

本地区は、鹿児島空港及び九州自動車道溝辺 IC を有しており、空港関連産業や貸駐車場、

運送配送センターなど県外及び県内大手資本が入り、集積化されています。関連して広大な工

業団地も整備されており、ユピテル等のハイテク産業工場等が進出しています。また、「きりし

ま茶」の一大ブランド地としても有名です。しかし、本地区は国分・隼人地区及び隣市の姶良

市への消費の流出が大きく、かつ住民が必要とする食品小売業が無いなど、小規模事業者の廃

業等による減少が大きい。また、荒茶製造業においても卸価格低迷の煽りを受け、淘汰及び廃

業へシフトしています。 
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・福山地区 

本地区は、全国的に「黒酢」の生産地として全国的に有名です。また、サプリメントの素材

としても注目され、OEM が大きな割合を占めております。大手の坂元醸造・桷志田等が自社商

品開発に積極的に取組んでおりますが、福山の地名を使用しているため、霧島の統一ブランド

としての売込みが進んでいない状況です。なお、本地区は黒酢以外に農産物の 6次産業化に力

を入れており、地域資源活用が進んでいます。生活圏は国分地区への流出が多く、小規模事業

者の廃業も多くなっています。 

・牧園・霧島・横川地区 

本地区は、山間地域であります。人口の動きでも記述しているとおり、国分・隼人地区への

流出が多く人口減少が著しい。人口減少と共に小規模事業者数の減少も比例しており、廃業が

多く、新規創業者も微々たるものであります。特に小企業の廃業が多く、高齢化も進んでいる

ことから食品小売業等、生活に密着した業種の減少が激しいです。牧園・霧島地区は温泉郷が

多く、大型ホテル旅館が立地しています。平成 29 年の霧島山火山活動による風評被害により、

外国人旅行客は増加傾向ではありますが、日本人観光客は減少気味です。 

 

（２）小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

  霧島市商工会では、先述の地域の状況や現状・課題を踏まえ、また第二次霧島市総合計画にお

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し

ます。 

１.小規模事業者の経営力強化（継続） 

顧客ニーズを的確に把握し、各種施策を活用しながら経営安定及び経営基盤の強化に繋げま

す。 

２.創業支援強化による商工業の活性化（継続） 

  創業しやすい環境を作ることで、創業者数の増加及び商工業者の所得向上を目指します。 

３.多様化する小規模事業者のニーズへ対応できる経営支援体制の強化（継続） 

多様化する支援内容に対応する為、職員のスキルアップを促進。支援情報の共有及び積極的な

発信を行い、伴走型支援を強化します。 

４.中山間地域の活性化に繋がる特産品の開発・販路拡大（改善・継続） 

地域資源を発掘・ブランド化して全国や海外へ販路を拡大し、地域内で資金が循環する仕組み

を構築します。ブランド化については霧島市が策定した第二次霧島市総合計画の取組にある「霧

島ブランド」の確立事業に当会も積極的に参加し、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します。 

５.観光産業活性化の為のインバウンド対策強化（改善・継続） 

急増する外国人旅行者に対応する為、ハード・ソフト面の強化を図り、人材教育にも力を入れ、

観光地霧島のイメージ向上を図ります。観光においても霧島市が策定した第二次霧島市総合計画

の取組では「霧島ブランド」の確立を目指しており、当会もこの事業に積極的に参加して小規模

事業者の販路拡大支援を強化します。 

 

（３）経営発達支援計画の目標 

霧島市商工会では、小規模事業者の中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

ての評価は踏まえ次の項目を目標と掲げて計画を実行します。 

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（継続） 

  第 1期の経営発達支援計画同様に小規模事業者が実践的な「事業計画」を策定しその事業の実

施支援を行うことにより、個々の小規模事業者の経営力を強化します。また、創業する小規模事

業者にも同様に事業発展できるよう経営力強化を支援します。 

  

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（改善・継続） 

  第 1期の経営発達支援計画同様に特産品関連、観光関連の育成支援を霧島市と協力しながら地
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域経済の活性化を図り、その上で、霧島市商工会管内の小規模事業者に実践的な「事業計画」策

定を支援し、それを実行に移しやすい各種補助金の申請を促して小規模事業者の持続的発展を図

ります。 

 

（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います。 

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（継続） 

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います。

小規模事業者の「事業計画」作成やその実施の為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を図ります。   

また、伴走型支援を行う上で、経営指導員をはじめとした職員のスキルも含めたレベルアップ

が必要です。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

た先進事例の支援方法の習得が必要です。職員同士の意見交換や経営支援員等との合同巡回や協

力して経営改善普及事業を実施します。これらを行うことで、職員の意識改革が進み、それによ

り小規模事業者への伴走型支援について商工会が一丸となって行えるものと考えます。その上、

霧島市では「中小零細企業振興条例」制定され、独自の専門家派遣事業である「霧島市シニアア

ドバイザー事業」の予算措置など小規模事業者への手厚い支援策もあることから、霧島市とはさ

らに連携を密にして経営発達支援計画の目標を達成していきます。 

 

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（改善・継続） 

  前回の計画で創設した「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェ

クト」について、その事業を継続し地域経済の活性化を促しその対象の小規模事業者の成長を図

ります。霧島市の「霧島ブランド」に関わる「霧島ガストロノミー推進協議会」等に参画するこ

とにより、行政をはじめとした地域内の各期間と連携しながら事業を推進していきます。 

また、「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェクト」の推進に関

して は 3つの委員会を設置して事業を推進しています。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されています。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を行います。また、それぞれでの委員会での担当部門の事業

評価を行いながら、次年度の事業計画の見直しを行っていきます。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 31年４月１日～平成 36年３月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

〈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、3つの事業を実施致しましたところ、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、以下のとおりといたします。 

 

(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（全国）帝国データバンク：景気動向調査、日本銀行：企業短期

経済観測調査、公庫：中小企業動向調査（県）鹿児島県：景気動向指数、商工会：中小企業景

況調査報告書、九州経済研究所：県内企業・業況調査について収集分析し、霧島市独自調査

により業況を比較・実施いたしました。調査結果についてはその都度当会ＨＰに掲載（年４

回）し巡回指導時に活用しました。 

 

(2) 特産品製造業実態調査（霧島の逸品づくり開発プロジェクト関連） 

霧島市内の製造業者（約６０事業所）へ向け景況に関するアンケート調査を年２回実施し

ました。また、その時の外部環境に合わせた質問（新燃岳活動の風評被害等）を行い小規模

事業者の現状把握も行いました。景況に関する数的な調査結果についてはその都度（年２回）

当会ＨＰで情報提供しました。アンケートについては巡回指導時に配布回収を行い、その結

果内容については小規模事業者持続化補助金の勧奨時の内部資料として利用しました。その

結果については、鹿児島県全体の取組としても積極的に申請支援を行っており、当商工会に

おいても他の商工会と比較しても積極的に申請支援を行っています。また、展示会・商談会

の出展希望の時期の情報収集も行いました。 

 

(3) 観光関連産業実態調査（霧島温泉郷海外展開プロジェクト関連） 

霧島市内の観光業者（約１４０事業所）へ向け景況に関するアンケート調査を年２回実施

しました。また、その時の外部状況に合わせた質問（新燃岳活動の風評被害等）を行い小規

模事業者の現状把握も行いました。景況に関する数的な調査結果についてはその都度（年２

回）当会ＨＰで情報提供しました。アンケートについては巡回指導時に配布回収を行い、そ

の結果内容については小規模事業者持続化補助金の勧奨時の内部資料として利用しました。

その結果については小規模事業者持続化補助金について鹿児島県全体でも言えますが当会に

おいても他県商工会と比較して積極的に申請を行っています。 

 

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ました。

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提供するという当初の目的は達す

ることができ、高い評価をいただきました。 

 

〈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していきます。特産品製造業実態調査と観光関

連産業実態調査については、新規で行う中小企業景況調査においてそれぞれの関連業種の調

査を行えることもあり第２期目では実施を致しません。また、中小企業景況調査では他の産
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業に関する情報収集も行え、広く小規模事業者に対して地域経済状況の情報提供を行えます。 

 

（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行います。収集する

資料としては前回同様、（全国）帝国データバンク：景気動向調査、日本銀行：企業短期経済

観測調査、日本政策金融公庫：中小企業動向調査（県）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、九州経済研究所：県内企業・業況調査等について収集分析し、全

国・鹿児島県・霧島市の業況を比較した調査結果を当会ＨＰで掲載し情報提供します。この

事業は評価が高かったので引き続き継続します。 

 

収集先及び内容 調査項目 調査回数 

帝国データバンク：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１２回 

日本銀行：企業短期経済

観測調査 

業況、国内での製商品・サービス

需給、海外での製商品需給、商品

在庫水準、生産・営業用設備、雇

用人員、資金繰り、金融機関の貸

出態度、ＣＰ発行環境、借入金利

水準、販売価格、仕入価格 

年４回 

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、

資金繰りＤＩ、長期借入金難易Ｄ

Ｉ等 

年４回 

鹿児島県：景気動向指数 １ 国内経済の動向 

２ 県内 〃  

３ 景気動向指数及び景気総合指

数 

年１２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 

九州経済研究所：県内企

業・業況調査 

県内、霧島市の業況や売上高、販

売・仕入価格の動向、損益、資金

繰り、設備投資状況 

年２回 

 

②中小企業景況調査【新規】 

  全国連の調査事業である標記調査について、特産品製造業実態調査と観光関連産業実態

調査に代わる地域の経済動向調査として実施します。この調査事業は平成３０年度より実

施しています。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します。経済状況の調査として、
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評価が高かったので新規に取り組みます。 

 

（ア）調査対象 

 次の４業種、１５事業所の中小企業者の調査を行います。 

・製造業     ３事業所 

・建設業     ３事業所 

・卸小売業    ４事業所 

・サービス業   ５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、聞き取りにて調査します。 

（エ）分析方法 

  全国商工会連合会で分析を行います。 

 

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します。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し、小規模事業者等への情報提供と具体的な活用方法の

提案を図ります。また、調査した結果は公表できる範囲において HPで情報提供します。 

調査項目 

・家計調査（総務省統計局） 

・消費者意識基本調査（消費者庁） 

・地域経済分析システム〔RESAS(リーサス)〕（内閣府） 

・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

します。 

○第１期で構築したメール配信システムを活用して情報公開した旨を即時に登録者に通知 

します。 

 ○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

の為に活用します。 

 

（3）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35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 

 

 



- 13 - 

２．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、6つの事業を実施致しましたところ、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、以下のとおりといたします。 

(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把握・確認し、指導を行いました。専門性を必要とす

る案件について霧島市商工会独自のシニアアドバイザー事業や県連合会のエキスパート事業

などにより専門家派遣を行いました。専門家派遣については霧島市の補助金で行っているシ

ニアアドバイザー事業を積極的に取り入れることにより、事業者の方にはその都度適切な指

導が行えました。平成 29年度の経営指導員及び専門家による分析実績数は 130 件です。  

また、目標の指導件数については上回ったものの、巡回した事業所数については地区内小

規模事業者数と比較すると少ないため、今後は計画的な巡回指導を行います。 

 

(2) 「ネット de記帳」における財務データを活用した経営分析の実施 

  霧島市商工会では平成 28 年実績でネット de 記帳の記帳代行者数が 115 件ありました。ま

た、記帳継続事業者数も 262 件あり財務データを使用して作成した財務諸表により、金融支

援時の資料作成や小規模持続化補助金の事業計画策定支援時に活用しました。 

 

(3) 「小規模事業者支援システム」への情報登録促進 

  巡回・窓口指導時にその内容を入力する「小規模事業者支援システム」ですが、常時入力を

していない場合や職員での情報共有を行うまでのシステムの活用ができていませんでした。

しかしながら、経営指導員を交えた月 1 回の三役会では事業者のプライバシーにかかわらな

い範囲で各地区担当の職員より指導状況の報告があり、ある程度の情報共有ができていまし

た。また、週一回の経営指導員のミーティングでも情報共有を行いました。 

 

(4) 事業承継に対するアンケート調査の実施 

  平成 28 年度については青年部員を中心とした調査を行い、また同時期に霧島市が実施した

産業活性化方策に関する検討調査より、事業承継に関する情報を収集しました。それに伴い

商工会の講習会で相続問題と後継者問題の講習会を実施しました。また、平成 29 年度は 60

歳以上の事業者を対象とした事業継承に関するアンケート調査を実施しています。 

 

(5) 「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」関連業種に係る経営状況分析の実施 

   製造業者を対象としたアンケート調査をもとに、そのアンケート結果から事業計画策定の

為の研修会を開催しました。また、平成 29年度の経営指導員及び専門家による特産品製造関

連事業者の分析実績数は 25件です。  

 

(6) 「霧島温泉郷海外展開プロジェクト」関連業種に係る経営状況分析の実施 

   観光関連産業事業者を対象としたアンケート調査をもとに、そのアンケート結果から事業

計画策定の為の研修会を開催しました。また、平成 29年度の経営指導員及び専門家による観

光産業関連事業者の分析実績数は 34件です。  

 

  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

については高評価が多数となりました。 

一方で製造業，観光業に対する集中支援事業である（5）、（6）の調査において計画した特産

品・観光関連産業のセミナーが直接的にどのように分析に結びついたのか、また個社支援とい

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理由から，低

評価も多い結果となりました。 
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〈今回の申請に関する取組〉 

  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「小規模事業者支援システ

ム」の有効活用や、「ネット de記帳」「記帳継続指導」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課題抽出を行います。また、（5）

（6）の調査で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評価か

ら、より個社支援に効果が期待できる霧島市独自事業「シニアアドバイザー事業」を更に活

用します。この専門家の指導では経営指導員と一緒に現状分析もでき好評であるため、伴走

型支援としては最も有効であると考え今後の益々の活用を行います。特産品製造事業者・観

光関連事業者の経営分析については中小企業景況調査をもとにその他の産業まで含めて行い

ます。 

 

（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】 

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「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

支援します。 

 

 〈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います。 

    

② 自社の状況把握の為の専門家派遣の活用【継続】 

小規模事業者が経営難や今後の経営の方向性を模索する中で、専門家の指導による自己

分析は非常に重要であると考えます。霧島市には「霧島市シニアアドバイザー事業」を予算

措置していただいていますので、今後もこの事業の活用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共に積極的に行っていきます。 

  

〈対象者〉 

  管内小規模事業者 

 〈分析項目〉 

相談された案件に関する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聞き取りによる、専門家、経営指導員による

分析 
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（2）成果の活用 

 ○分析結果については経営指導員等が巡回・窓口指導時に活用します。 

○小規模事業者に伴走型支援を行うための金融指導や補助金申請時のデータとして有効活用し

ます。 

○分析結果については「ワーキングループ会議」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、連携して小規模事業者の支援を行い情報として活用します。 

 

（3）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35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

営分析件数 

245件 250 件 250 件 250 件 250 件 250 件 

自社の状況把握の為の専

門家派遣での分析件数 
35件 35件 35件 35件 35件 35件 

 

３．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、6つの事業を実施致しましたところ、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、以下のとおりといたします。 

 

(1) 積極的な巡回・窓口指導による事業計画策定支援 

経営改善普及事業の主業務である巡回・窓口及び「ネット de 記帳」「記帳継続指導」にお

ける財務データ収集による経営分析後の「事業計画策定」については、金融指導時や補助金

申請時を主体に行ってきました。 

(2) 「事業計画セミナー」開催による事業計画策定支援 

事業計画セミナーでも集団個別共に行いこちらも専門家のアドバイスにより「事業計画

策定」を行いました。霧島市の「霧島市シニアアドバイザー事業」でも専門家による状況分

析を元に経営改善に向けての「事業計画策定」を職員が事業者一緒に行ってきました。 

(3) 金融制度の活用による事業計画策定支援 

巡回・窓口及び「ネット de記帳」「記帳継続指導」における財務データ収集による経営分

析後の「事業計画策定」については金融指導に活用しました。 

(4) 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」を支援しました。平成 29年度は霧島市の特定創業支援事業の

承認を得て、18 名（霧島市商工管内は 4 名）の終了証書を渡すことができ、こちらは霧島

市でも新規事業者の開業を促す政策をとっているので、霧島市とタイアップした創業支援

を行っています。 

(5) 「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」に関連する業種毎の事業計画策定支援 

(6) 「霧島温泉郷海外展開プロジェクト」に関連する業種毎の事業計画策定支援 

特産品製造業、観光関連産業に特化したアンケートで行った情報取集での経営分析とそ

の業種に合わせた「セミナー」でも「事業計画策定」を行ってきました。 

 

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

したが，計画策定件数が目標数に達した（1）～（6）事業については高評価，達しなかった

（6）については低評価が多数となりました。 

潜在的な対象者は多い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

業を実施していきます。 
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〈今回の申請に関する取組〉 

事業計画策定については長期的なものもあれば、外的な経営状況が厳しい中で経営の見直し

や、金融指導時に必要な「事業計画」の策定については中短期的なもので即効性が必要です。ま

た、現在は金融指導時や補助金申請時に必要な中短期的な「事業計画」策定が主であるため策

定数も伸び悩んでいます。その為「第二創業」や「経営革新」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ます。そこで、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

の効果が期待できます。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「創業

セミナー」により開業に関する「事業計画」策定支援も行います。そして、第二次霧島市総合計

画での「霧島ブランド」の確立に基づいて「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島市温泉

海外展開プロジェクト」関連する業種毎の事業計画策定支援も行います。また、前節の計画策

定支援件数が目標に達していなかった（6）の事業についてはセミナーの内容の精査や「霧島市

シニアアドバイザー事業」による専門家派遣による個別指導で目標を達成させます。 

 

（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」策定には不可欠です。

小規模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」を元に作成しますので、

同時に「事業計画策定セミナー」や専門家派遣の「霧島市シニアアドバイザー事業」を実施

しながら補助金等の勧奨も行います。前期での（1）、（2）、（3）の評価が高評価をいただき

ましたので継続します。 

  【支援対象者】巡回窓口指導及び「ネット de記帳」等の記帳支援を行っている小規模事業

者で金融指導や補助金申請など、実効性が高い事業計画を策定する事業者。 

  【手段・方法】巡回・窓口指導時での金融指導や補助金申請の相談者や「事業計画策定セミ

ナー」参加者、「霧島市シニアアドバイザー事業」派遣先に対して、経営指導

員及び専門家を交えて小規模事業者の事業計画策を進めます。 

   

・事業計画策定セミナー 

募集方法         文書発送、新聞折込、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 

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」を意識した長期的な「事業計画」策定支援【新規】 

   商工会青年部員の方々は将来地元に残り、地域の経済を支える重要な人材です。その青

年部員を中心に若手の経営者・後継者を対象とした「事業計画」策定セミナーを開催しま

す。日々の仕事が忙しいながらも「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」策定支援を行うことで、目標を持った経営活動が行えるものと考えます。 

【支援対象者】商工会青年部の後継者及び若手経営者。 

  【手段・方法】商工会青年部に「第二創業」「経営革新」「事業承継」関するセミナーを開催 

 ・長期的な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セミナー当り ５名 
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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す。霧島市でも創業

には力を入れており独自の補助制度もあります。その一環で「創業セミナー」にも予算が

あり当会でも実施しております。霧島市と連携を取りながら事業を進めていきます。また、

創業に関する補助事業等の個別の相談にも積極的に支援を行います。前期での（4）につい

ては高評価で必要性は高く継続して実施します。 

【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 

 

④「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェクト」関連する業種

毎の事業計画策定支援【継続】 

第二次霧島市総合計画では特産品及び観光関連に関して「霧島ブランド」の確立による

販路拡大が提唱されています。第１期の（5）、（6）、についても継続して新商品・新サー

ビスの販路開拓や商談会参加に関するための補助事業申請時、スキルアップの為のセミナ

ーや専門家派遣により事業計画の策定支援を行います。 

【支援対象者】管内の特産品製造、観光関連産業の小規模事業者 

  【手段・方法】スキルアップセミナーを開催 

  ・スキルアップセミナー 

募集方法         文書発送、新聞折込、当会 HPへの掲載 

開催回数         年 2回程度 

カリキュラム       新商品開発・観光客誘致の為のサービスアップ、販路開拓

の為のスキルアップに関する内容。 

参加者数         1セミナー当り 10名 

（２）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35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 

79件 80件 80件 80件 80件 80件 

霧島市シニアアドバイザー

事業による事業計画策定件

数 

16件 20件 20件 20件 20件 20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 

実績無 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 
43件 30件 30件 40件 40件 40件 

「霧島の逸品づくり開発プ

ロジェクト」、「霧島市温泉

海外展開プロジェクト」関

連する業種毎の事業計画策

定件数 

16件 20件 20件 20件 20件 20件 
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４．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、6つの事業を実施致しましたところ、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、以下のとおりといたします。 

 

(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経営指導員等の職員が窓口・巡回

指導時に積極的に行い、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いました。 

(2) IT 技術等を活用した各種施策の広報・案内 

IT 技術等を活用した各種施策の広報・案内（全会員への文書発送、ＨＰ掲載、一斉メー

ル配信）により、策定した「事業計画」を実行に移すための金融や補助金等の経営情報等の

提供も行いました。 

(3) 積極的な金融支援策の広報・案内及び活用 

金融支援については毎週木曜日が日本政策金融公庫の相談日の他、1日公庫を年 2回開催

しました。 

(4) 創業・第二創業（経営革新）者に対する実施支援 

  創業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伴走型の支援を行い

ました。 

(5) 「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」に係る実施支援 

(6) 「霧島温泉郷海外展開プロジェクト」に係る実施支援 

「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島温泉郷海外展開プロジェクト」関連の特産

品製造・観光関連産業の事業者について、霧島市や金融機関開催の物産展や商談会の案内

を行い積極的な参加の支援を行いました。また、これらの事業計画策定後の実施支援に関

しても、霧島市の「シニアアドバイザー事業」での専門家派遣により高度な事業者への支援

を職員が伴走して行いました。 

平成 29 年の事業計画者のフォローアップは 709件、創業・第二創業のフォローアップ件数

は 69 件特産品製造・観光関連産業事業者のフォローアップ件数は合わせて 240 件で、（1）は

高い評価をいただきました。 

   評価は(2)(3)(4)についてやや高い評価となりました。(2)はメール配信システムの登録者

の伸び悩み、(3)は当会では毎週木曜日に日本政策公庫の相談日を設けているなどの情報の周

知の足りなさや、金融支援策や各種施策の情報提供が十分ではなかったとの理由から低評価

に留まりました。より積極的でより適切な情報提供によるフォローアップをとのことでした。

また(4)の創業者に対する支援に関しては目標数と実績数に差異があり，創業者のフォローア

ップが求められています。（5）、（6）についても積極的に商談会の参加支援や専門家派遣を行

ったことにより高い評価をいただきました。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

前節の評価において、低評価であった（2）については巡回時での制度説明によるメールアド

レスの情報提供を促します。（3）については巡回指導時に当会の日本政策公庫の定例相談会の

周知や、最新の金融情報の提供を行うことで事業の効果を向上させます。（4）については開業

に向けての補助事業等の周知について積極的に行い新規開業を促します。 

また、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、全職員協力し週 1 回のミーティングで情報交換をしながら支援体制の

強化を図り、小規模事業者への支援の質を向上させていきます。 

 

（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】 
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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します。 

（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３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います。計画の修正等あれば情報提

供や専門家派遣で対応します。また、補助事業の実施事業者については、事業期間がある

為に頻度を上げて支援いたします。 

（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います。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ますので、職員間の情報交換によ

りリアルタイムでの支援が行えます。 

 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４回

以上の頻度で行います。第 1期（1）、（2）が高評価でしたので継続します。 

 

②策定した「事業計画」を実行の為の各種の情報提供【継続】 

  第１期から実施している商工会ＨＰやメール一斉配信システムにおいて、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・周知を行います。 

  策定した「事業計画」を実行するためには資金調達が一番の重要事項であるため、金融に

関しては情報提供もさることながら、金融機関と連携しながら迅速な支援を行います。第 1

期（3）がやや高い評価でしたので継続します。 

 

〈情報提供の方法〉 

  情報提供の方法としては商工会報や案内文書の郵送時や、第１期で導入したメール一斉

配信システム、当会ＨＰでの掲載で行います。 

 ・商工会報や案内文書の郵送  年 ８回 

・メール一斉配信システム   年１２回 

・当会ＨＰでの情報提供    年２５回 

 

③ 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【拡充実施】 

  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

あるため、金融に関しては情報提供もさることながら、金融機関と連携しながら迅速な支

援を行います。第 1期（4）が高評価でしたので継続します。 

 ・創業、第２創業、事業承継セミナーの参加者１事業所当たり年 2 回のフォローアップを

行います。 

 

④「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェクト」関連する業種

毎の「事業計画」策定者に対するフォローアップ【継続】 

第１期の（5）、（6）、についても継続して特産品製造、観光関連事業の「事業計画」策

定者に対してその遂行のための金融や補助金申請、販路開拓について、３ヶ月に１回巡回

指導をしてフォローアップを行います。目標数は①の事業と重複します。 

 

（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りましたが、計画では前節の事業計画策定件数の件数に対し

て３ヶ月に一度（年 4回）の計画的巡回件数を目標としました。 
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支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35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 

79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 

709回 320 回 320 回 320 回 320 回 320 回 

策定した「事業計画」を実行

の為の各種の情報提供回数 
48回 45回 45回 45回 45回 50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 

43人 35人 35人 35人 35人 35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 

69回 70回 70回 70回 70回 70回 

「霧島の逸品づくり開発プ

ロジェクト」、「霧島市温泉海

外展開プロジェクト」関連す

る業種毎の「事業計画」策定

者に対するフォローアップ

事業者数 

16人 20人 20人 20人 20人 20人 

「霧島の逸品づくり開発プ

ロジェクト」、「霧島市温泉海

外展開プロジェクト」関連す

る業種毎の「事業計画」策定

者に対するフォローアップ

回数 

220回 80回 80回 80回 80回 80回 

 

５．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、５つの事業を実施致しましたところ、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、以下のとおりといたします。 

 

(1) 消費者購買動向調査 

消費者購買動向調査については平成 27年に実施されています。その後、本事業期間であ

る平成 28年に調査結果が公表されたため、小規模事業者にはデータを提供しました。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ます。 

 (2) 巡回・窓口指導時における市場ニーズの収集・分析 

   巡回窓口指導時に需要動向の情報を得て同じく、小規模事業者にはデータを提供し事業

計画策定においてマーケティング等に利用しています。 

(3) 各種統計調査及び情報誌の収集・分析 

各種の統計調査結果や情報誌の収集分析では、平成 28年に購入した業種別審査辞典を経営

計画、資金計画の作成支援を行いました。 

(4) 特産品製造業市場調査（霧島の逸品づくり開発プロジェクト関連）の実施 

(5) 観光関連産業市場調査（霧島温泉郷海外展開プロジェクト関連）の実施 

  特産品製造業者、観光関連産業での需要動向調査については後述の６.「新たな需要の開拓

に寄与する事業に関すること」において物産展や商談会に参加した際、その都度、来場され

た消費者またはバイヤーにアンケート調査を行い生のデータを収集し、商品のブラッシュア
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ップ等「事業計画」策定や実行・変更等の為のデータとして小規模事業者へ情報提供しまし

た。但し、サンプル数等については多く採集できなかった物産展もあり、アンケート回収方

法についての検討課題もあります。また、第１期の計画で創設した「霧島の逸品開発プロジ

ェクト」、「霧島温泉郷海外展開プロジェクト」において、各種の物産展・商談会の出展する

際にもアンケート調査を行ってきましたが、買い物途中の調査の為に個別の商品のブラッシ

ュアップの為のデータは少なかったところです。 

 

全体的な評価として高評価をいただきました。内容として小規模事業者への支援時にアン

ケート調査等が生かされていると一定の評価をいただいているものと思われます。 

集中支援プランの(4)(5)調査については，当初目標としていた各種団体との連携した市場

調査ができていないこと，また個々の事業者への提供であることからその内容が見えずらい

ことを理由に評価が分かれる結果となりました。 

 

〈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、お客様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ります。ただ、需要動向調査について

は業種、個社ごとに様々でその手法が変わってきます。その為、その小規模事業者それぞれ

に合った的確なデータの収集と情報提供を行っていきます。 

（１）事業内容 

①新商品・新サービス開発及び商品・サービスのブラッシュアップの為の消費者ニーズ調査

及び分析【新規】 

  新商品・新サービス開発や商品・サービスのブラッシュアップをする為の消費者ニーズ調

査及び分析を行います。開発途中の商品や既存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します。それを元に問題点や改善点について当会職員や霧島市シニアア

ドバイザーによる専門家派遣を通じて抽出し、新商品・新サービス開発や既存商品・サービ

スの改良を行い、売上げ拡大を図ります。 

 

〔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 

         ・飲食業、宿泊業、体験型観光等のサービス業を営む小規模事業者 

 

〔対象者消費者〕 ・食料品製造業者では地域女性団体（商工会女性、地域婦人部等）所属の

女性を 10名程度 

        ・飲食業、宿泊業、体験型観光等のサービス業ではその事業所を利用した観

光客男女 10名程度 

 

〔調査項目〕  ・食料品製造業者では「味、価格、商品パッケージ、問題点」等 

        ・飲食業では「味、価格、問題点」、宿泊業では「設備、料理の味、独自サ

ービスの内容、価格、問題点」、体験型観光等のサービス業では「独自サ

ービスの内容、価格、問題点」 

          

  〔調査分析方法及び活用〕 

   特産品等食料品や料理の試作品については地域女性団体の会合等で商品・

料理等の試食後にアンケートを収集します。旅館・体験型サービスについて

は利用した消費者にアンケートを行い、その結果は小規模事業者にフィード

バックします。また、問題点や改善点を分析・抽出については、当会職員や

霧島市シニアアドバイザーによる専門家派遣を通じて伴走型支援を行いま

す。 
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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

施を行っていきます。また、アンケートのサンプル数増加の為の対策も検討します。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、数名の方に抽

選で景品が当たるなど、アンケートの協力を得られやすい方法等も検討していきます。アン

ケート結果については参加した小規模事業者にフィードバックします。第 1 期の（5）、（6）

の事業を調査方法等ブラッシュアップして継続します。 

 

〔対象事業者〕  物産展・商談会参加事業所 

〔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」 

  〔調査分析方法及び活用〕 

         専門家及び経営指導員で分析して小規模事業者に説明します。その後、

事業計画への見直し、または新商品新サービスの開発既存商品のブラッ

シュアップを行います。 

 

尚、第 1 期の(1) 消費者購買動向調査について実施はいたしますが、需要動向調査に関す

る項目が少ないため本計画の事業から除外しました。また、(3) 各種統計調査及び情報誌の

収集・分析につきましては、事業内容から１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】に

拡充として記載しています。 

（2）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査対象事業者数       ５社  ５社  ５社  ５社  ５社 

物産展・商談会参加時

のアンケート調査の

実施事業者 

５回 １０社 １０社 10社 １０社 １０社 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

〈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、２つの事業を実施致しましたところ、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、以下のとおりといたします。 

 

(1) 「霧島の逸品開発プロジェクト」による特産品販路開拓支援 

 (2) 「霧島温泉郷海外展開プロジェクト」による観光開発及び販路開拓支援 

 

 「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島温泉郷海外展開プロジェクト」により、霧島

の特産品製造業と観光産業関連業の小規模事業者をピックアップして行いました。それぞれに

委員会を設置して参加する物産展、商談会の情報を得ながら「霧島の逸品づくり開発プロジェ

クト」では鹿児島県商工会連合会を通したものや、独自で実施していた長崎県雲仙市との共催

による物産展、その他案内等により情報を得た物産展・商談会に参加して、それぞれの小規模

事業者の商品ＰＲができ概ね好評でありました。また、「霧島温泉郷海外展開プロジェクト」で

は２年目に九州観光推進機構主催の「香港での旅行業者との商談会」に参加して、直接現地の

旅行会社と商談を行いました。こちらも実際に香港からの来客が数件あり一定の成果もありま

した。「霧島温泉郷海外展開プロジェクト」では国内観光客の誘致策も検討すべきではなどの意

見も頂け、それぞれの委員会での提案と事項等を今後の計画に活かすべく伴走型補助事業を有
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効に活用することが課題です。 

（平成 28年 29年の物産展、展示商談会の参加実績） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)については A及び B評価が主でありました。目標としていた回数，出展者数には達しなか

ったものの，参加事業者に一定の成果があったとの評価でした。 

(2)については A～C の間で評価が分かれる結果となりました。体験型観光の情報収集や広告

媒体の作成に至らなかった点と，実施目標に達していないことから低評価となった委員もおり

ましたが，一方で海外（香港）での商談会の有益性を高く評価された委員もおりました。 

 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

 新規お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ま

す。このことからも、「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェク

ト」について委員会より情報や意見を頂き各種の物産展、商談会に参加していきたいと思いま

す。 

 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に努めていきます。 

 

（１）事業内容 

①「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェクト」による各種

物産展、商談会への参加【継続】 

第１期より進めてきた両プロジェクトにより、それぞれの委員会で提案された各種物産展、

商談会に今後の積極的に参加します。また、その為の委員会をそれぞれで実施いたします。そ

して、各種の物産展・商談会への参加事業所も増えてきていることから、巡回指導により新規

参加者の推進も課題として取り組みます。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」「(公社)鹿児島県観光連盟」からの開催の情報

を得ながら、積極的な販路開拓を行います。特産品製造業及び、観光産業関連事業者への新規

顧客開拓を行います。 

参加予定商談会等 

・特産品関連物産展・商談会 ・・・鹿児島県商工会連合会等が行う商談会 年４～５回参          

                加します。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

限します。 

・観光産業関連商談会   ・・・インバウンド客誘致のために、「(公社)鹿児島県観光連

盟」が窓口となる海外での商談会。香港等の旅行会社 20

から 25社と商談を行います。 

 

 

 ２８年度 ２９年度 

霧島逸品づくり開発 PJ   

 

展示会，商談会開催回数 3 3 

バイヤー来場者数 16 8 

「製造業」の展示会参加回数 4 5 

「製造業」の展示会出展支援者数 14 37 

霧島温泉郷海外展開 PJ   

 

キャンペーン，商談会参加回数 0 2 

イベント参加回数 1 1 

参加事業者数 0 5 

広告・情報サイト掲載回数 0 0 
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②各種補助事業を活用した顧客開拓の支援【既存事業】 

  新規の顧客開拓に直接影響が大きい補助事業は小規模事業持続化補助金であると思われま

す。本補助事業は鹿児島商工会連合会が力を入れており、当会でも多数の申請を行っており

ます。また、霧島市の補助事業「霧島市中小零細企業持続化支援事業補助金」が平成 30年 7

月に募集され管内小規模事業者から 24件の申請がありました。今後も、積極的に各種補助事

業により小規模事業者の販路開拓を支援していきます。管内も各業種の販路開拓を支援しま

す。 

 

③霧島市と連携した特産品開発及び販路開拓事業の推進【新規事業】 

霧島市では平成２９年５月より「食」にまつわる様々な分野を融合させながら地域の食文

化を生かす「ガストロノミー」の理念に沿って、長年培われてきた「食」の伝統を尊重しなが

ら地域経済の活性化や交流人口の拡大を図るため、霧島市内の産学官組織が連携した組織で

ある「霧島ガストロノミー推進協議会」設立しました。当会もこの協議会の構成員となって

おります。この「霧島ガストロノミー推進協議会」では「きりしま食の道 10カ条」に沿った

産品や活動を「霧島ガストロノミーブランド『ゲンセン霧島』」として認定する、霧島ガスト

ロノミーブランド認定制度を設けており、当会管内の小規模事業者の商品のブランド認定を

積極的に支援して、商品の地域ブランド化による新規需要開拓事業を行います。特産品製造

業者及び宿泊、飲食関連事業者の販路開拓支援を行います。 

 

 

（2）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

「霧島の逸品づくり開発プ

ロジェクト」、「霧島市温泉

海外展開プロジェクト」に

よる各種物産展、商談会へ

の参加参加事業者数 

42社 40社 40社 40社 40社 40社 

成約件数/社 ― 5件 5件 5件 5件 5件 

各種補助事業を活用した顧

客開拓の支援事業者延べ事

業者数（小規模事業者持続

化補助金申請数） 

35社 40社 40社 40社 40社 40社 

採択者の売上増加額/社（年） ― 50万 50万 50万 50万 50万 

霧島ガストロノミーブラン

ド認定事業者数 
 5社 5社 5社 5社 5社 

成約件数/社 ― 1件 1件 1件 1件 1件 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

〈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、４つの事業を実施致しましたところ、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、以下のとおりといたします。 

 

(1) 霧島市、霧島市観光協会、霧島市特産品協会で構成する「観光産業活性化委員会」を計３

回行い、会議において、「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

ます。 

(2) 霧島市、霧島市観光協会、霧島市特産品協会等の協力を得て、「霧島国際音楽祭」を開催、

併せて特産品の販売も行います。また、鹿児島空港の海外路線先である、ソウル市、上海市、

台北市との親善を図り、更なるインバウンドの推進、観光関連企業の活性化を図ります。将
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来的には定期的な、霧島市を中心に関係団体と協力しつつ、国際交流イベントの実施に参画

し、外国人観光客の増加に寄与します。 

(3) 平成 25 年度から実施している長崎県雲仙市商工会との経済交流事業についても、福岡市

RKB 毎日放送会館イベントスペースで開催した合同物産展をはじめ、相互の視察研修等重ね

てきたが、来年度以降、霧島市や関係団体と連携しながら交流会事業などを行っていきます。 

(4) 隼人地区においては、隼人駅東口の再開発事業が始まる為、街の形成が大きく変わること

が予想されています。現状において空き店舗率が高い西口側に点在する２通り会の活性化を

踏まえ、通り会・霧島市・市観光協会等と協議会を立ち上げ、地域住民や観光客に対しての回

遊性、滞在時間の増加を目的に振興策を協議します。 

 

  ４つの事業について「観光産業活性化委員会」にて地域活性化の方向性を検討する旨の計画

を立てましたが、地域経済の活性化については観光産業だけ関わるものではないとの事で、「観

光産業活性化委員会」とはとは別に「地域活性化委員会」を設立し、霧島市や関係団体長、鹿児

島県商工会連合会の担当課長を委員に交え、地域活性化策について意見交換を行いました。ま

た、経営発達支援計画の進捗状況や評価等も行い、委員会は年２回開催しました。評価といた

しましては意見交換の場としての機能は果していますが目標にあげられた事業の実施がされて

いないとの意見をいただきました。具体的には第１期で計画された国際交流イベントや隼人地

区の隼人駅東口再開発に伴う影響が該当する商店街に対しての振興策の協議会設立等について

は「地域活性化委員会」主体ではなく、当会の他の組織で協議されました。「地域活性化委員会」

で行うべきことについて整理していきます。 

 

評価委員会では概ね低い評価でした。内容として意見交換の場は設けられているがその効果

がみえないこと，また目標に掲げられた事業が実施されていないことなどが挙げられました。

来年度以降の取組みを期待しますとの意見がありました。 

 

 〈今回の申請に関する取組〉 

  地域経済の活性化については霧島市の重要な産業である特産品振興や観光振興においては

「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェクト」で「特産品開発

委員会」 や「観光産業活性化委員会」において委員会での意見交換のなか、それぞれ各種物

産展、商談会への参加など具体的な事業を行っております。この委員会にはそれぞれの委員に

小規模事業者ばかりでなく、各種団体や担当者や中小企業者も在籍しており、それぞれの業種

により地域経済の活性化について検討しており、地域経済の底上げを図っています。 

「地域活性化委員会」では委員に各種団体長や霧島市の管理職も在籍していることから、特

に霧島市と連携する事業について霧島市商工会としての連携を主体とした情報交換及び検討会

を中心に行っていきます。 

 

（１）事業内容 

  第１期事業については大規模な自主開催イベントなど商工会単体では実施に関して難しい

事業も計画していましたので評価も低いものでした。第２期では行政をはじめとした各種団

体と連携して、小規模事業者の発展につながる地域活性化事業を下記のとおり行います。 

 

①「特産品開発委員会」や「観光産業活性化委員会」が担当する「霧島の逸品づくり開発プロ

ジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェクト」での地域活性化策の検討【継続】 

両委員会で行う両プロジェクトについては地場産業の振興に伴う地域経済の底上げによる

活性化についても検討を行っています。委員については小規模事業者のみならず行政担当者

や関連する中小企業者も所属しています。両プロジェクトを効果的に実施するために両委員

会の活動を今後も活発に行います。また、各種物産展・商談会については霧島市職員に同行し

ていただく場合も多く、その会場で霧島市の特産品・観光宣伝も行います。 
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②「地域活性化委員会」による「経営発達支援計画」と霧島市の地域振興事業の連携策の検討

【継続】 

   「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霧島市の管理職が委員

として参加しています。そこで、「経営発達支援計画」で行っている「霧島の逸品づくり開発

プロジェクト」、「霧島市温泉海外展開プロジェクト」の地域振興に関する事業と霧島市の地

域振興事業の連携について検討し、事業推進について提言を行っています。今後も「地域活

性化委員会」においては「経営発達支援計画」と霧島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行います。 

 

（2）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

特産品開発委員会 ３回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

観光産業活性化委員会 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

地域活性化委員会 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

 

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 
 

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 

〈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、霧島市商工会は「姶良霧島地域広域指導

協議会」に所属しております。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いております。中小企業診断士によるケーススタディーなど実践

的な研修も行い好評でした。また、「鹿児島県商工会連合会」が行う「経営指導員等研修会」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いました。その「経

営指導員等研修会」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、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れました。そして、「㈱日本政策金融公庫」が行う「マル経協議会」におい

ては、㈱日本政策金融公庫職員とも支援ノウハウの情報交換を行いました。 

 

評価委員会の評価も概ね高い評価でした。当初目標の事業を実施し，その目的が達成できた

との評価でした。 

 〈今回の申請に関する取組〉 

 今後とも「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います。 

 

（１）事業内容 

①「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】 

「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います。この「姶良霧島地域広域指導協議会」では

鹿児島県商工会連合会が主催する「まるごと特産品フェア」や、「創業セミナー」等を交代で

参加するなどの接する機会が多いため情報交換は行いやすいです。 

②「経営指導員等研修会」「マル経協議会」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」が行う「経営指導員等研修会」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あり、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います。「㈱日本政策金融公庫」とは「マル経協議

会」において支援ノウハウの情報交換を行います。 
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２．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期においては県連や中小企業大学校の研修への参加は今までどおり参加できています。

また、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により指導・助言を受けております。経営支援員との連携については H28、

H29 には一緒に巡回指導を行い、通常業務でも確定申告時等の連携は取れています。情報交換に

ついては先ほどの「姶良霧島地域広域指導協議会」での情報交換や、毎週月曜日に行う「支援

ワーキング会議」で行っています。「小規模事業者支援システム」のでの情報共有も行っていま

す。また、指導実績の数値目標については鹿児島県商工会連合会の人事評価により目標を設定

しています。 

 

評価委員会の評価も概ね高い評価でした。当初目標の事業を実施し，その目的が達成できた

との評価でした。 

 

〈今回の申請に関する取組〉 

 今回の申請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のスキルアップや

若手指導員の OJT により指導・助言でのスキルアップにより本計画のスムーズな実施を図りま

す。 

（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以下の取り組みを行います。 

（ア）県連・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ます。 

（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ます。 

（ウ）若手経営指導員については県連の OJT 及び、広域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の向上を図ります。 

（エ）霧島市の独自施策であるシニアアドバイザー事業にて小規模事業者に専門家派遣を行

う際に随行し、専門講師のノウハウや情報収集方法を習得させ、伴走型支援の支援能力の

向上を図ります。 

 

②経営支援情報の共有に関する取組 【継続】 

（ア）毎週行われる「支援ワーキング会議」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

図ります。また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

有化を図ります。 

（イ）IT 活用を積極的に進めるため、県連に導入済みの「小規模事業者支援システム」に支

援データの蓄積を積極的に行い、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ます。参考事例が検索しやすい環境を整え、事例の共有化を図り

ます。 

 

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 

〈第１期における事業の取組と評価等〉 

 第１期では同じ評価表を用いて、霧島市商工会総務委員会・地域活性化委員会・特産品開発

委員会・観光産業活性化委員会でそれぞれおこなってきました。メンバーも多く評価以外の話

し合いも委員会中に実施しなければならない為、拘束時間が長くなりました。また、二つの委

員会に所属している委員もあり評価を重複して行うなど効率の面で問題がありました。 

評価委員会の評価も概ね高い評価でした。当初目標の事業を実施し，その目的が達成できた

との評価でした。 
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〈今回の申請に関する取組〉 

 各委員会では次年度の事業についての検討を行うため、それぞれの委員会が行う事業につい

てのみ自己評価を行います。そして新たに評価委員会を設置して本計画の事業評価を行い、そ

れぞれの委員会や職員で構成する「支援ワーキング会議」にフィードバックすることにより、

本計画で行う事業での効果を上げていきます。 

 

（１）〈事業内容〉 

①各委員会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】 

  地域活性化委員会・特産品開発委員会・観光産業活性化委員会では引き続き、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策定を行います。 

 

②発達支援計画事業評価委員会の設置【新規】 

  事業評価を効率的に行うため、同じ評価表を用いた霧島市商工会総務委員会・地域活性化

委員会・特産品開発委員会・観光産業活性化委員会での評価体制を見直し、新たに「発達支援

計画事業評価委員会」を設置します。この「発達支援計画事業評価委員会」では中間評価と最

終評価の２回開催することにより、各委員会や「支援ワーキング会議」へのフィードバック

を有効におこないます。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しま

す。 

  評価委員メンバー 

  ・霧島市担当課職員(担当課長等） ・鹿児島県商工会連合会担当課長 

  ・霧島市観光協会        ・霧島市商工会総務企画委員会 委員長及び副委員長 

  ・霧島市特産品協会 

・姶良霧島地区広域指導員（２名）         合計 ８名 

 

③発達支援計画事業評価委員会の評価を経て、理事会へ報告します。【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【継続】 

（http://kirishima.kashoren.or.jp）及び本商工会報で計画期間中公表します。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 30年 8月現在） 

（１）組織体制 
Ⅰ．霧島市商工会概要 

総会 ― 会長１名 ― 副会長２名 ― 理事３０名 ― 各支部 

監事２名 

Ⅱ．各支部会員数 

本支所名 溝辺 横川 牧園 霧島 隼人 福山 計 

法定会員 172 114 174 149 518 107 1,232 
定款会員 1 3 5 3 26  38 
特別会員 12 5 2 9 87 9 124 

計 185 122 181 161 629 116 1,394 
 
Ⅲ．事務局 

事務局長１名 広域担当経営指導員２名 経営指導員７名 経営支援員７名 

記帳指導員２名 一般職員１名 臨時職員３名 
 
Ⅳ．人員配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会  長 

 

事務局長 

 
経営支援課長 

 

特産品開発 PJ 

 

観光開発 PJ 

 

地域活性化 PJ 

 

創業･第二創業 

 

経営指導員 ２名 
経営支援員 １名 

経営指導員 ２名 
経営支援員 １名 

経営支援課長 
経営指導員 １名 
経営支援員 １名 

広域担当 
経営指導員 ２名 

姶良霧島地域 
広域指導センター 

 

霧島市創業 
支援センター 

 

発達支援計画事業評価

委員会メンバー 

・霧島市担当課職員（担当課長等）    

・鹿児島県商工会連合会担当課長 

・霧島市観光協会 

・霧島市特産品協会 

・霧島市商工会総務企画委員会 

委員長及び副委員長 

・広域担当経営指導員     

合計 ８名 
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（２）連絡先 

 
Ⅰ．ホームページ 

http://kirishima.kashoren.or.jp 
 

Ⅱ．商工会事務所 

(1) 霧島市商工会 隼人本所（経営支援課及び姶良霧島地域広域指導センター） 

鹿児島県霧島市隼人町内山田 1丁目 6-65 

TEL 0995-42-2128 FAX 0995-42-2129  

(2) 溝辺支所 

鹿児島県霧島市溝辺町有川 327-6 

TEL 0995-59-2358 FAX 0995-59-2974 

(3) 横川支所 

鹿児島県霧島市横川町中ノ 1008 

TEL 0995-72-0113 FAX 0995-72-1360  

(4) 牧園支所 

鹿児島県霧島市牧園町宿窪田 2129-2 

TEL 0995-76-0150 FAX 0995-76-1988  

(5) 霧島支所 

鹿児島県霧島市霧島大窪 393 

TEL 0995-57-0121 FAX 0995-57-0167  

(6) 福山支所 

鹿児島県霧島市福山町福山 5340 

TEL 0995-56-2333 FAX 0995-56-2925 

 

 

 

 

  

http://kirishima.kashoren.or.jp/
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                            （単位 千円） 

科  目 
平成 31年度 

(Ｈ31年 4

月以降) 
平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

 

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 

6,200 

200 

200 

1,800 

500 

 

1,000 

2,500 

 

 

700 

 

100 

6,200 

200 

200 

1,800 

500 

 

1,000 

2,500 

 

 

700 

 

100 

6,200 

200 

200 

1,800 

500 

 

1,000 

2,500 

 

 

700 

 

100 

6,200 

200 

200 

1,800 

500 

 

1,000 

2,500 

 

 

700 

 

100 

6,200 

200 

200 

1,800 

500 

 

1,000 

2,500 

 

 

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．「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」 

地域資源を用いた新たな特産品開発に向けて調査分析等を行っていく為、県内外の特産品目

の需要動向や首都圏等のニーズの把握及び特産品開発を進めていく際の助言について、鹿児島

県特産品協会等の協力を得ます。 

２．「霧島市温泉海外展開プロジェクト」 

管内観光関連産業の需要動向及び各種統計資料収集及び市場調査について助言を頂く為、霧

島市観光協会及び鹿児島県観光連盟の協力を得ます。 

３．創業・第二創業（経営革新）支援 

各種創業塾を進めて行く為、霧島市が設置した創業支援センター事業のネットワークを活用

します。また専門的支援として、日本政策金融公庫、地元金融機関、本市シニアアドバイザー

事業及び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います。 

４．新たな需要の開拓に寄与する事業 

特産品・観光資源開発としては、物産展・商談会に参加します、県特産品協会、市観光協会

県観光連盟の助言指導を頂き、霧島ブランドの商品開発・販路開拓を目指します。また、積極

的に商談会等の開催情報等を収集し、関係事業者に広報していきます。観光に関する販路開拓

については市観光協会県観光連盟と連携し、旅行代理店と提携を目指すため協力を得ます。 

５．地域経済活性化事業 

観光の国際化へ対応すべく、市観光課や市観光協会、鹿児島県特産品協会と連携して増える

インバウンド客の受け入れ体制を強化します。 

６.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」「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強化を図ります。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

行います。さらに「マル経協議会」により「㈱日本政策金融公庫」との連携した情報交換も行

います。 

連携者及びその役割 

①霧島市          代表者 中重 真一 

住所 霧島市国分中央 3-45-1 TEL 0995-45-5111 

【役割・効果】霧島市シニアアドバイザー事業等小規模事業者への専門家の派遣や本計画遂行の

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きます。 

 

②鹿児島県商工会連合会   代表者 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きます。 

 

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】「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」において、県内及び管内の食品加工業につ

いて、業種ごとの経済動向を調査するため連携。鹿児島市・東京都・上海市に常

設のブランドショップを運営している協会と消費者ニーズの把握や新たな商品

開発における指導助言を頂きます。 

 

④霧島市特産品協会     代表者 徳重 克彦 

住所 霧島市国分中央 3-16-31 TEL 0995-47-6100 
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【役割・効果】「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」において、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、指導助言を頂きま

す。 

 

⑤(公社)鹿児島県観光連盟  代表者 池畑 憲一 

住所 鹿児島市名山町 9番 1号 TEL 099-223-5771 

【役割・効果】「霧島市温泉海外展開」プロジェクトにおいて、県内の観光関連産業における状況

調査等を行うことから連携。県内観光客の動向や海外旅行者のニーズ把握等指導

助言を頂きます。 

 

⑥(公社)霧島市観光協会   代表者 徳重 克彦 

住所 霧島市牧園町高千穂 3878-114 TEL 0995-78-2115 

【役割・効果】「霧島市温泉海外展開」プロジェクトにおいて、管内の観光関連産業における状況

調査等を行うことから連携。宿泊者や日帰り客等の動向やニーズ等の把握、環境

整備状況等の情報提供等、指導助言を頂きます。 

 

⑦霧島市創業支援センター  代表者 中重 真一 

住所 霧島市国分中央 3-45-1 TEL 0995-45-5111 

【役割・効果】創業・第二創業支援において、産業競争力強化法にて認定され、設置された支援

センターと情報の共有及び相談ニーズの把握を行い、相談者のニーズや市創業支

援策の協力を得ます。 

 

⑧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 

【役割・効果】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、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きます。 

 

⑨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

援スキル向上を行います。 

 

⑩（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の情報を提供いただきま

す。 

 

⑪鹿児島県よろず支援拠点      代表者  加藤 剛 

                   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の情報を提供いただきま

す。 

 

⑫（一社）霧島商社         代表者 大山 隆弘 

【役割・効果】「霧島の逸品づくり開発プロジェクト」において、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、指導助言を頂きま

す。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

霧島市商工会 

霧島の逸品開発 PJ 

 ■事業 
経営分析・需要動向調査、事業計画の
策定・実施支援に係るセミナー、販路
開拓支援 
★連携先 
鹿児島県特産品協会・霧島市特産品協
会・鹿児島県商工会連合会・姶良霧島
地域広域指導協議会 鹿児島県よろず
支援拠点・中小機構・（一社）霧島商
社 

霧島温泉郷海外展開 PJ 

 ■事業 
経営分析・需要動向調査、事業計画の
策定・実施支援に係るセミナー 
★連携先 
霧島市観光課・霧島市観光協会・鹿児
島県観光連盟・鹿児島県商工会連合
会・姶良霧島地域広域指導協議会  
鹿児島県よろず支援拠点・中小機構 

創業・第二創業支援 

 ■事業 
創業・第二創業支援に係る創業塾・個
別相談会、連携を通じた支援ノウハウ
等の情報交換 
★連携先 
霧島市創業支援センター・鹿児島県経
営金融課・日本政策金融公庫鹿児島支
店・鹿児島県商工会連合会・地元金融
機関・姶良霧島地域広域指導協議会  
鹿児島県よろず支援拠点・中小機構 

販路開拓支援・地域活性化 

 ■事業 
地域活性化イベントの集客向上、観光
キャンペーン、インバウンド推進、物
産展の開催 
★連携先 
霧島市観光課・霧島市観光協会・鹿児
島県特産品協会・鹿児島県商工会連合
会・姶良霧島地域広域指導協議会  
鹿児島県よろず支援拠点・中小機構 

連 携 連 携 
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