
事業報告

Ⅰ 創業・経営革新及びマーケティングに関する支援

１ 新事業創出等支援

(1) 総合相談窓口

窓口相談や電話，Ｅメールでの相談など，さまざまな方法で経営課題解決を支援した。

・相談実績：令和２年３月末累計 ５,６６９件 （内訳は末尾に記載）

（前年３月末累計 ４,７７５件 対前年同期比８９４件増）

(2) よろず支援拠点事業（予算額 68,681,000円 決算額 64,126,678円）

本県の支援拠点とし，中小企業等の相談に応じ，総合的・先進的経営アドバイスや支援チーム編成

及び的確な支援機関の紹介等を行った。

①コーディネーター等の設置

チーフコーディネーター １名

サブチーフコーディネーター １名

コーディネーター ７名

広報企画専門員 １名

②相談業務

項 目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 累計

相談者数（社・者） 246 214 290 251 361 352 311 341 247 259 245 262 3,379

相談対応件数 382 334 498 522 793 715 598 704 475 544 430 516 6,511

※相談者数及び相談対応件数ともに延べ件数

※ ミラサポ専門家派遣（3回無料）

会社数 回数 １社平均

48社 98回 2回／社

③セミナー・相談会等の開催

実施年月日・場所等 内 容

セミナー さつまおごじょ起業応援のつどい
令和元年6月1日（土） 女性のためのスタートアップセミナー
場 所：ソーホーかごしま会議室 ①セミナー
参加者：42名 「女性起業家のための選ばれ続ける！ビジネスを作る

秘訣」
講師：ユアブレイン・オフィス

代表 千葉 真弓 氏

②茶話会

※鹿児島市（産業振興部産業創出課）との共催

セミナー 戦略より走れ！！「Ｊ2」までの軌跡

令和元年6月27日（木） ～営業も選手も足でかせげ～

場 所：マークメイザン2FスタジオＡ 講師：㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト

参加者：20名 営業部長 東 理香 氏

セミナー（相談会） 第１回さつまおごじょのためのわちゃわちゃ相談会

令和元年8月7日（水） 第１部：自己紹介

場 所マークメイザン2FスタジオＡ，Ｂ 第２部：グループ相談会＆交流会

参加者：20名 ※鹿児島相互信用金庫との共催
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実施年月日・場所等 内 容

セミナー 販路が広がっていくゲストセミナー８月

令和元年8月8日（木） 「フランスへ鹿児島を売り込め！！」

場 所：マークメイザン1F会議室 ～今からは，ＥＵへの販路拡大の時代へ～

参加者：9名 第１部

（１）「よろず支援拠点とは」事業説明

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

（２）「小さな会社でもフランスへ羽ばたける」

講師：トロワ クロッシュ

代表 秋吉 三鈴 氏

（３）「輸出の具体的な取組事例」

講師：トロワ クロッシュ

代表 秋吉 三鈴 氏

川原 新一郎 コーディネーター

第２部

ジェトロ事業のご案内

講師：日本貿易振興機構 鹿児島貿易情報センター

係長 川上 香里奈 氏

セミナー 第１部

令和元年8月9日（金） 「起業マインドを奮い起こせセミナー」

場 所：かごしま県民交流センター 講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

中研修室第１ 第２部

参加者：21名 「元LVMHグループTOPセラーが地域おこし協力隊！

福岡県嘉麻市で行った6次化チャレンジ」

講師：トロワ クロッシュ

代表 秋吉 三鈴 氏

第３部

わちゃわちゃ相談会

①よろず：創業全般

②秋吉講師：６次産業化と海外ビジネス

③信用保証協会：資金調達

※鹿児島県（企画部地域政策課）との共催

セミナー・相談会 販路拡大の為のブランディングセミナー＆相談会

令和元年8月21日（水） 第１部

場 所：マークメイザン2F 「鹿児島の６次産業化の取り組み」

スタジオＡ，Ｂ，1F会議室 講師：鹿児島６次産業化サポートセンター

参加者：22名 第２部

「販路が広がるブランディングセミナー」

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

第３部

「自分のブランドを守れ！商標とは」

講師：鹿児島県知財総合支援窓口（INPIT）

※個別相談会は1F会議室で実施

※鹿児島県知財総合支援窓口（INPIT），鹿児島６次産

業化サポートセンターとの共催
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実施年月日・場所等 内 容

セミナー・相談会 これが鹿児島の特産品だ！セミナー＆相談会

令和元年9月25日（水），26日（木） ＜9月25日（水）＞

場 所：マークメイザン2F 第１部

スタジオＡ，Ｂ，1F会議室 「鹿児島県よろず支援拠点とは？」

参加者：20名 講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

第２部

「新たなテスト販売！食品事業者限定

購入型クラウドファンディングを始めよう！

～こだわりの開発ストーリーが好まれる時代～」

講師：国分グループ本社株式会社 柴田 樹 氏

第３部

個別相談会 ※よろず支援拠点内で実施

＜9月26日（木）＞

個別相談会 ※マークメイザン1F会議室で実施

※公益社団法人鹿児島県特産品協会との共催

セミナー・相談会 これが奄美の特産品だ！セミナー＆相談会

令和元年9月27日（金） 第１部

場 所：奄美自治会館 「鹿児島県よろず支援拠点とは？」

参加者：11名 講師：寳園 純一 コーディネーター

第２部

「新たなテスト販売！食品事業者限定

購入型クラウドファンディングを始めよう！

～こだわりの開発ストーリーが好まれる時代～」

講師：国分グループ本社株式会社 柴田 樹 氏

第３部

個別相談会

※一般社団法人奄美群島観光物産協会との共催

セミナー 鹿児島県地域おこし協力隊員「起業部」第１回

令和元年10月11日（金） ・取組内容の説明

場 所：鹿児島県庁2階 県政広報室 ・講師による説明

参加者：7名 講師：森友 伸和 チーフコーディネーター，

寳園 純一 コーディネーター

・参加者による発表

※鹿児島県（企画部地域政策課）との共催

セミナー 鹿児島県地域おこし協力隊員「起業部」第２回

令和元年11月21日（木） ・講師によるプチセミナー

場 所：かごしま県民交流センター 講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

小研修室第3 寳園 純一 コーディネーター

参加者：1名 ・参加者による発表

※鹿児島県（企画部地域政策課）との共催

セミナー（相談会） 第２回さつまおごじょのためのわちゃわちゃ相談会

令和元年11月22日（金） 第１部：自己紹介

場 所：マークメイザン2F 第２部：先輩起業家による講演

スタジオＡ，Ｂ 講師：studio OGOJOY 代表 MICHAI 氏
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実施年月日・場所等 内 容

参加者：20名 第３部：グループ相談会＆交流会

※鹿児島相互信用金庫との共催

セミナー 県地域おこし協力隊員・ＯＢ・ＯＧ・行政職員等向け

令和元年11月25日（月） セミナー

場 所：マークメイザン2F 第１部：よろず支援拠点の事業説明

スタジオＡ，Ｂ 講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

参加者：9名 第２部：地域をおこすムーブメント～心に火をつけろ～

講師：よろず支援拠点全国本部

専門家 立石 裕明 氏

※鹿児島県（企画部地域政策課）との共催

セミナー 事業承継セミナー

令和元年11月26日（火） 第１部：スモール事業の譲渡し・譲受けのコツ

場 所：ソーホーかごしま会議室 ①事業承継のポイント整理（事前準備から事後

参加者：20名 フォローまで）

②具体例で見るスモール事業の第三者承継

講師：中小企業事業引継ぎ支援全国本部

プロジェクトマネージャー 長田 実 氏

第２部：関係機関からの説明

①県よろず支援拠点

②県事業承継支援事務局

③県事業引継ぎ支援センター

第３部：個別相談会

※鹿児島市との共催

セミナー 鹿児島県地域おこし協力隊員「起業部」第３回

令和2年1月22日（水） ・セミナー・プレゼン・意見交換

場 所：かごしま県民交流センター 講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

中研修室第3，中研修室第2 寳園 純一 コーディネーター

参加者：3名 ※鹿児島県（企画部地域政策課）との共催

セミナー さつまおごじょ起業応援のつどい

令和2年1月28日（火） 女性のための”プチ”起業セミナー

場 所：ソーホーかごしま会議室 ①セミナー

参加者：57名 「女性のための”プチ”起業セミナー」

講師：ハロー

代表 松永 幸子 氏

②茶話会

※鹿児島市（産業振興部産業創出課）との共催

セミナー 鹿児島県地域おこし協力隊員「起業部」第４回

令和2年2月20日（木） ・セミナー，ビジネスプランブラッシュアップ

場 所：かごしま県民交流センター 講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

中研修室第3 寳園 純一 コーディネーター

参加者：3名 ※鹿児島県（企画部地域政策課）との共催

研修会 よろず支援拠点九州・沖縄５県合同研修会

令和元年7月2日～3日 令和元年7月2日

場 所： ①よろず支援拠点事業に対する期待、取り組むべき課題

（1日目）ニュー長崎ホテル 等について
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実施年月日・場所等 内 容

（2日目）長崎商工会館 ②中小企業支援機関の業務とよろず支援拠点との連携

参加者：90名（延べ） ③ケーススタディ

長崎県，大分県，熊本県，宮崎県，沖縄 令和元年7月3日

県，鹿児島県のよろず支援拠点・実施機 ①分科会（売上拡大，経営改善）

関並びに各県支援機関及び金融機関等の

中小企業・小規模事業者支援担当者

研修会 中小企業支援機関 支援能力向上研修会

令和元年7月24日（水） 「令和における中小企業支援の在り方」

場 所：ホテルパレスイン鹿児島 講師：よろず支援拠点全国本部

参加者：65名 立石 裕明 氏

連携会議 第1回鹿児島県よろず支援拠点支援体制強化ネットワーク会議

令和元年7月24日（水） (国，県，各商工会議所，商工会，金融機関等)

場 所：ホテルパレスイン鹿児島 ①国，県，各支援機関施策等の説明

参加者：85名(54機関） ②鹿児島県よろず支援拠点の取り組みについて

連携会議 第2回鹿児島県よろず支援拠点支援体制強化ネットワーク会議

令和2年2月19日（水） (国，県，各商工会議所，商工会，金融機関等)

場 所：ホテルパレスイン鹿児島 ①R2年度の国，県，各支援機関施策等の説明

参加者：64名(40機関） ②鹿児島県よろず支援拠点のR1実績報告及びR2実施計画

サテライト・地域相談会等 ①鹿屋サテライト（鹿屋市産業支援センター）

毎週1回程度 相談件数 121件

②指宿サテライト（指宿商工会議所）

毎月1回 相談件数 69件

③薩摩川内サテライト（薩摩川内市産業支援センター）

毎週1回 相談件数 105件

④奄美サテライト（奄美大島商工会議所，大島支庁）

毎月1～2回 相談件数 127件

⑤鹿児島相互信用金庫との相談会

相談会 34回 相談件数 89件

⑥鹿児島興業信用組合との相談会

相談会 5回 相談件数 11件

⑦鹿児島信用金庫との相談会

相談会 8回 相談件数 12件

⑧南日本銀行との相談会

相談会 1回 相談件数 1件

⑨日本政策金融公庫との相談会

相談会 1回 相談件数 2件

⑩奄美大島信用金庫との相談会

相談会 3回 相談件数 3件

④ミニスクールの開催（開催場所：鹿児島県産業会館 ７階会議室，１階よろず支援拠点）

実施年月日 テ ー マ 参加者数

平成31年4月10日 ものづくり・商業・サービス生産向上促進補助金

講師： 向江 隆行 コーディネーター 5名
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

平成31年4月16日 起業家スタートアップ支援事業補助金

講師：（公財）かごしま産業支援センター 産業振興課 19名

課長 木村 仁士

平成31年4月17日 小規模事業者持続化補助金

講師：鹿児島商工会議所 中小企業振興部 11名

専門経営指導員 中筋 一郎 氏

令和元年5月14日 ＩＴ導入補助金 9名

講師：向江 隆行 コーディネーター

令和元年6月4日 販路が広がるブランディングセミナー① 3名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年6月11日 起業マインドを奮い起こせ４８セミナー① 5名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年6月13日 販路が広がるブランディングセミナー② 5名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年6月19日 起業マインドを奮い起こせ４８セミナー② 2名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年6月20日 販路が広がるブランディングセミナー③ 6名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年6月24日 起業マインドを奮い起こせ４８セミナー③ 1名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年7月17日 食品一括表示 めっちゃ優しい入門セミナー① 2名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年7月18日 アイデア発想ワークショップセミナー① 3名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年7月22日 販路が広がるブランディングセミナー④ 5名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年7月25日 食品一括表示 めっちゃ優しい入門セミナー② 5名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年7月30日 アイデア発想ワークショップセミナー② 2名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年8月13日 「心地良い商い」セミナー 令和でも変わらない商人の想い 3名

講師：寳園 純一 コーディネーター

令和元年8月20日 SNSをもっと魅力的に！

デザイナーがこっそり教えるおしゃれな写真の撮り方と 5名

編集テクニック！①

講師：松田 貴志 コーディネーター

令和元年8月21日 「お困り事が金になる」セミナー 幸せを意識させるお支払い 2名

講師：寳園 純一 コーディネーター

令和元年8月26日 アイデア 発想ワークショップセミナー③

 面白いが売れる時代 アイデアを生む発想法とは 6名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年8月27日 販路が広がるブランディングセミナー⑤ 2名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年8月28日 食品を売り込む為の、商品カルテ作成セミナー

 食品の販路が広がらない理由はここにあった 2名
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年8月29日 「デザインを変えたら売れるのか？！」セミナー①

 デザインは伝えたい想いから生まれる 5名

講師：寳園 純一 コーディネーター

業界の光と影を知り、道なき道を歩んだ男が教える

令和元年8月30日 ～SNS活用わちゃわちゃ座談会 

目指せSNSでまずはフォロワー100人！～① 8名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和元年9月9日 まだ間に合う食品の一括表示 めっちゃやさしい入門編③

～令和2年4月1日から新基準の食品表示になります～ 1名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年9月10日 「デザインを変えたら売れるのか？！」セミナー②

 デザインは伝えたい想いから生まれる 1名

講師：寳園 純一 コーディネーター

令和元年9月13日 SNSをもっと魅力的に！

デザイナーがこっそり教えるおしゃれな写真の撮り方と 4名

編集テクニック！②

講師：松田 貴志 コーディネーター

令和元年9月20日 業界の光と影を知り、道なき道を歩んだ男が教える

～SNS活用わちゃわちゃ座談会 5名

目指せSNSでまずはフォロワー100人！～②

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和元年9月24日 稼ぐ力が向上した事例紹介セミナー①

～逆境を乗り越えて強くなる～ 1名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年9月30日 キャッシュレスセミナー

事業者向け キャッシュレスのイロハ？座談会

～キャッシュレス事業者にずばっと聞いてみよう～ 3名

講師：満留 隆一 コーディネーター

PayPay株式会社 営業本部 九州ブロック 鹿児島拠点

司馬 実仁 氏

令和元年10月3日 アイデア発想ワークショップセミナー②

～面白いが売れる時代 アイデアを生む発想法とは 1名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年10月4日 「デザインを変えたら売れるのか？！」セミナー③

 デザインは伝えたい想いから生まれる 3名

講師：寳園 純一 コーディネーター

令和元年10月7日 稼ぐ力が向上した事例紹介セミナー②

～逆境を乗り越えて強くなる～ 2名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年10月11日 経営改善（金融）セミナー①

～お金が回れば，事業が動く！金融機関との上手な付き合い方！ 6名

講師：川原 新一郎 コーディネーター

令和元年10月15日 SNSをもっと魅力的に！

デザイナーがこっそり教えるおしゃれな写真の撮り方と 7名
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

編集テクニック！③

講師：松田 貴志 コーディネーター

令和元年10月17日 まだ間に合う食品の一括表示 めっちゃやさしい入門編④

～令和2年4月1日から新基準の食品表示になります～ 3名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年10月18日 初心者向けインスタセミナー① ～インスタレッスン～ 5名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和元年10月21日 アイデア発想ワークショップセミナー③

～面白いが売れる時代 アイデアを生む発想法とは 1名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年10月24日 稼ぐ力が向上した事例紹介セミナー③

～逆境を乗り越えて強くなる～ 3名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年10月29日 初心者向けインスタセミナー② ～インスタレッスン～ 6名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和元年10月30日 まだ間に合う食品の一括表示 めっちゃやさしい入門編⑤

～令和2年4月1日から新基準の食品表示になります～ 5名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年11月8日 専門家が教える販売戦略セミナー①

～俺ならこう売る！！モノ・サービスの販売戦略を共有しよう～ 5名

講師：寳園 純一 コーディネーター

令和元年11月11日 アイデア発想ワークショップセミナー④

～面白いが売れる時代 アイデアを生む発想法とは 3名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年11月12日 売れるデザインセミナー①

～センス良いチラシをつくろう！自信を持って営業するために～ 7名

講師：松田 貴志 コーディネーター

令和元年11月15日 初心者向けインスタセミナー③ ～インスタレッスン～

講師：満留 隆一 コーディネーター 2名

令和元年11月18日 経営改善（金融）セミナー②

～お金が回れば，事業が動く！金融機関との上手な付き合い方！ 3名

講師：川原 新一郎 コーディネーター

令和元年12月3日 初心者向けインスタセミナー④ ～インスタレッスン～ 3名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和元年12月10日 創業者向け準備セミナー①

～これから創業を考えている方に準備のポイントを伝授！～ 6名

講師：川原 新一郎 コーディネーター

令和元年12月16日 まだ間に合う食品の一括表示 めっちゃやさしい入門編⑥

～令和2年4月1日から新基準の食品表示になります～ 1名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年12月17日 初心者向けインスタセミナー⑤ ～インスタレッスン～ 2名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年1月9日 創業者向け準備セミナー②

～これから創業を考えている方に準備のポイントを伝授！～ 2名

講師：川原 新一郎 コーディネーター
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和2年1月14日 初心者向けインスタセミナー⑥ ～インスタレッスン～ 4名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年1月15日 商いをやってみようセミナー①

～商売は楽しいけど，楽ではない 1名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年1月16日 アイデア発想ワークショップセミナー⑤

～面白いが売れる時代 アイデアを生む発想法とは 1名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年1月17日 販売ツールと営業方法セミナー①

～実績に基づく営業事例 売れた営業・売れなかった営業～ 3名

講師：寳園 純一 コーディネーター

令和2年1月21日 SNSをもっと魅力的に！

デザイナーがこっそり教えるおしゃれな写真の撮り方と 4名

編集テクニック！④

講師：松田 貴志 コーディネーター

令和2年1月28日 アイデア発想ワークショップセミナー⑥

～面白いが売れる時代 アイデアを生む発想法とは 1名

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年2月4日 創業者向け準備セミナー③

～これから創業を考えている方に準備のポイントを伝授！～ 5名

講師：川原 新一郎 コーディネーター

令和2年2月12日 事業計画セミナー①

～今改める！！事業計画バリュープロポジションキャンパス～ 2名

講師：寳園 純一 コーディネーター

令和2年2月18日 SNSをもっと魅力的に！

デザイナーがこっそり教えるおしゃれな写真の撮り方と 1名

編集テクニック！⑤

講師：松田 貴志 コーディネーター

令和2年2月21日 初心者向けインスタセミナー⑦ ～インスタレッスン～ 4名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年2月26日 補助金・助成金セミナー① ～今から始める補助金対策～ 8名

講師：向江 隆行 コーディネーター

計 61回 241名

⑤他機関との連携会議・研修会等

実施年月日 内 容 参加者数

平成31年4月15日 機関名等：工業倶楽部薩摩川内地区プラザ 総会

説明事項：①かごしま産業支援センターの施策説明

説明者：（公財）かごしま産業支援センター 12名
経営支援課長 前田 英則

②よろず支援拠点の説明及び支援事例の紹介

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年5月13日 機関名等：鹿児島県働き方改革推進協議会

説明事項：よろず支援拠点の事業説明（チラシ配付） 24名
説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター
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実施年月日 内 容 参加者数

令和元年5月13日 機関名等：鹿児島県中小企業家同友会 第32回定時総会

説明事項：よろず支援拠点の説明及び支援事例の紹介 40名
説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年5月20日 機関名等：令和元年度トライアル発注製品等事前審査会

説明事項：トライアル申請企業への助言 11名
説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年5月23日 機関名等：鹿児島県水産加工品販路開拓・ものづくり推進

協議会総会 25名
説明事項：販路開拓とよろず支援拠点

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年6月17日 機関名等：第1回産業支援コーディネーター等連絡会議

説明事項：R1年度よろず支援拠点活動方針説明 40名

説明者：山之江 清子 サブチーフコーディネーター

令和元年6月21日 機関名等：製造・整備・エネルギー部会 6月委員研修会

説明事項：食の6次産業化について 13名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年6月24日 機関名等：知財活用支援に係る中小企業支援機関の担当者連携

会議 22名

説明事項：よろず支援拠点における30年度の支援事例並びに

令和元年度の支援事業の紹介

説明者：山之江 清子 サブチーフコーディネーター

令和元年7月12日 機関名等：鹿児島市新産業創出研究会

説明事項：新産業創出支援事業補助金プレゼンテーション審査 10名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年7月12日 機関名等：鹿児島県信用保証協会 職員向け研修会

説明事項：よろず支援拠点の事業説明 20名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年7月17日 機関名等：鹿児島県中小企業家同友会 オンリーワン部会勉強会

説明事項：事業計画について 10名

説明者：向江 隆行 コーディネーター

令和元年7月25日 機関名等：女性起業家等支援ネットワーク会合

説明事項：女性の創業及び女性起業家等のネットワーク構築に 10名

ついて

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年7月26日 機関名等：指宿商工会議所工業部会ミニセミナー

説明事項：売上拡大セミナー「商売は仕掛けが大事！！」 10名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年7月31日 機関名等：令和元年度６次産業化推進会議

説明事項：６次産業化に係る支援施策 60名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年8月6日 機関名等：第１回鹿児島市地域情報化推進委員会

説明事項：第四次鹿児島市地域情報化計画の進捗について 10名

説明者：鎌田 香 コーディネーター

令和元年8月24日 機関名等：あまみ創業塾

説明事項：財務について 14名
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実施年月日 内 容 参加者数

よろず支援拠点の概要（事業説明，事例紹介，今後の

取り組み）

説明者：寳園 純一 コーディネーター

令和元年8月30日 機関名等：九州女性起業家応援プロジェクト2019

キックオフカンファレンス

説明事項：①九州女性起業家応援プロジェクト2019事業説明 36名

②サポーター・パートナー対象研修

説明者：山之江 清子 サブチーフコーディネーター

令和元年9月2日 機関名等：奄美大島信用金庫研修会・相談会

説明事項：①よろず支援拠点の事業説明 20名

②今後の連携強化について

説明者：向江 隆行 コーディネーター

令和元年9月26日 機関名等：奄美いしょむんネットワーク研修会

説明事項：①インスタグラムを使ってみよう

②経営改善するポイントとは 21名

説明者：満留 隆一 コーディネーター

寳園 純一 コーディネーター

令和元年9月26日 機関名等：南九州市特産品協会チャレンジ品評会

説明事項：①よろず支援拠点の事業説明 14名

②既存商品の改善点や新商品開発のためのアドバイス

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年10月5日 機関名等：鹿児島民主商工会勉強会

説明事項：①よろず支援拠点の事業説明 22名

②補助金・助成制度について

説明者：向江 隆行 コーディネーター

令和元年10月28日 機関名等：姶良霧島地域広域指導協議会研修会

説明事項：①よろず支援拠点の事業説明 14名

②伴走型支援事業における販路開拓支援の実施

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年11月3日 機関名等：霧島市商工会販路開拓講習会

説明事項：①よろず支援拠点の事業説明 6名

②個別指導

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年11月7日 機関名等：鹿児島市創業スキル養成講座実践編①

説明事項：①よろず支援拠点の事業説明 15名

②創業スキル養成講座実践編1

説明者：向江 隆行 コーディネーター

令和元年11月13日 機関名等：鹿児島市創業スキル養成講座実践編②

説明事項：①よろず支援拠点の事業説明 15名

②創業スキル養成講座実践編2

説明者：向江 隆行 コーディネーター

令和元年11月14日 機関名等：第2回産業支援コーディネーター等連絡会議

説明事項：R1年度よろず支援拠点 活動状況 22名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター
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実施年月日 内 容 参加者数

令和元年11月15日 機関名等：県民大学中央センターメディア研修会

説明事項：タブレットによるプレゼンやＳＮＳ等を活用した効果 8名

的な情報発信について

説明者：向江 隆行 コーディネーター

令和元年11月21日 機関名等：大島地区農業者向け研修会

説明事項：「島のモノ，コト，ヒトを特産品へ！」

生産～開発～販売～情報発信までの売れるポイントとは！ 50名

説明者：松田 貴志 コーディネーター

満留 隆一 コーディネーター

令和元年11月27日 機関名等：川内商工会議所 創業塾フォローアップセミナー

説明事項：①よろず支援拠点の事業説明

②起業に役立つノウハウ等 14名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

寳園 純一 コーディネーター

令和元年11月27日 機関名等：鹿児島市創業スキル養成講座実践編③

説明事項：①よろず支援拠点の事業説明 15名

②創業スキル養成講座実践編3

説明者：向江 隆行 コーディネーター

令和元年11月27日 機関名等：LED九州女性起業家応援プロジェクトセミナー

説明事項：よろず支援拠点の事業説明 20名

説明者：山之江 清子 サブチーフコーディネーター

令和元年12月5日 機関名等：マークメイザンクリエイター交流会

説明事項：①よろず支援拠点の事業説明 20名

②支援事例の紹介など

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年12月6日 機関名等：地域おこし協力隊ブロック別交流会

説明事項：広報戦略・販路拡大について 7名

説明者：寳園 純一 コーディネーター

満留 隆一 コーディネーター

令和元年12月6日 機関名等：鹿児島興業信用組合研修会

説明事項：事業における成功体験や事業承継など 15名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和元年12月26日 機関名等：鹿児島信用金庫研修会

説明事項：ものづくり・ＩＴ補助金申請の流れ，アドバイスの 6名

留意点など

説明者：向江 隆行 コーディネーター

令和2年2月3日 機関名等：県産農林水産物を利用した商品ブラッシュアップ交流会

説明事項：連携から生まれる商品開発と商品ブラッシュアップの 73名

ポイント

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年2月6日 機関名等：第2回知財活用支援に係る中小企業支援機関の担当者

連携会議

説明事項：よろず支援拠点における昨年度連携実施内容及び今後 20名

の連携計画

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター
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実施年月日 内 容 参加者数

令和2年2月26日 機関名等：海外富裕層向けインバウンド魅力発信セミナー

説明事項：よろず支援拠点の事業説明 50名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年3月19日 機関名等：南種子信友会・ブレーン２１（講習会）

説明事項：よろず支援拠点事業の説明並びに支援事例の紹介など 14名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

満留 隆一 コーディネーター

計 39回 828名

〇主な成果

延べ3,379名の相談者から6,511件の売上拡大や経営改善等の相談に対応し，特に小売・サービ

ス業等のデザイン・広報・商品開発支援に積極的に取り組んだ。また，広範にわたる県内各地の中小

企業等の利便性向上のため，サテライト(４ケ所)で相談対応や地域相談会を開催した。

(3) 専門家派遣事業（予算額 4,106,000円 決算額 3,818,294円）

創業者や経営革新を図る中小企業が抱える様々な問題（経営，情報化，販売，マーケティング

等）に対して，民間の専門家を派遣し，診断・助言等を行った。

①専門家派遣事業（８社 延べ５６回）

企 業 名 支 援 テ ー マ

ジャパンポーレックス㈱ 自社ブランド製品（高性能密封蓋）を実現する製造装置の改良及び

(霧島市) 生産体制の構築

㈱飯塚製作所 生産現場における管理体制の向上と管理監督層の人材育成

(姶良市)

鹿児島ケース㈱ トヨタ生産方式の導入による納期遵守率及び売上総利益率の向上

(日置市)

森建設㈱ ＢＣＰの策定及び運用の実践による社会的信用の向上並びに付加価

(鹿児島市) 値額の増加

鹿児島精機㈱ 生産管理システムの構築と作業の標準化及び教育体系の確立による

(霧島市) 人材育成に基づいた生産性の向上

㈱パルコーポレーション 経営品質向上活動の導入により，顧客満足度を高めて付加価値の向

(鹿児島市) 上につなげる

㈲ファン・テック 工程管理と原価管理のレベルを上げて，受注毎に適正利益を確保す

(霧島市) る

㈱ＵＭＩ・ＳＥＡＲＣＨ 新しい付加価値を持つ養殖ぶり加工製品の関西圏を中心とした販路

（ウミサーチ） (鹿児島市) 開拓

※謝金，旅費に要した費用の２／３を補助

②ミラサポ専門家派遣（3回無料）

会社数 回数 1社平均

6社 11回 1.8回／社

※中小企業庁の制度を活用するもので，３回まで無料
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(4) プッシュ型事業承継支援強化事業 （予算額 27,263,000円 決算額 24,662,453円）

①コーディネーターの設置

事業承継コーディネーター １名

ブロックコーディネーター ２名

②セミナー等

開 催 日 等 内 容

事業承継支援専門家研修会 ・事業承継支援三者体制におけるかごしま中小企業支援

令和元年9月28日(土) ネットワークの役割について

場 所：ホテルパレスイン鹿児島 ・鹿児島県事業引継ぎ支援センターの役割について

参加者：34名（事業承継支援専門家など）・鹿児島県事業承継支援事務局の紹介（専門家派遣制度）

・講演：「事業承継に関する施策の概要と専門家による

事業承継支援の進め方について」

講師：中小企業基盤整備機構

事業承継コーディネーター

中小企業診断士 新屋敷 辰美 氏

事業承継セミナー ・鹿児島県事業承継支援事務局の紹介

令和元年10月16日（水） ・講演「事業承継の全体像をつかむ」「ベンチャー型事

場 所：ホテルパレスイン鹿児島 業承継及び中小企業経営革新支援制度」

参加者：37名（企業経営者など） 講師：稲本ちほみ税理士事務所

稲本 ちほみ 氏

事業承継セミナー ・鹿児島県事業承継支援事務局の紹介

令和元年12月4日（水） ・鹿児島県事業引継ぎ支援センターの紹介

場 所：ホテルニュー種子島 ・鹿児島県経営金融課からの説明

参加者：10名（企業経営者など）

③相談業務

項 目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 累 計

相談件数 11 21 13 28 3 8 19 15 8 12 20 0 158

④専門家派遣事業

決 定 月 申請件数 派遣決定回数 当該月派遣回数

４月 ６件 １６回 １１回

５月 ４件 １５回 １４回

６月 ３件 ９回 １４回

７月 ５件 １５回 １６回

８月 １件 ３回 ９回

９月 ２件 ６回 １８回

1０月 ２件 ６回 １５回

１１月 ３件 ７回 １３回

１２月 １件 ３回 １２回

１月 ０件 ０回 ３回

２月 ０件 ０回 １回

３月 ０件 ０回 ０回

合 計 ２７件 ８０回 １２６回
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(5) 中小製造業者創業・新分野進出等支援事業(ソフト支援事業採択実績)

(予算額 9,584,000円 決算額 9,412,054円）

創業，新たな分野への進出，規模拡大等を行う県内に事業所を有する製造業者の取組を集中

的に支援するため，経営計画策定やその実施（試作研究開発，マーケティング等）に関する経

費の一部を助成した。 ・採択件数 18件

○主な成果

令和元年度は新たに経営計画実施支援事業に取り組む中小企業を５社採択し，創業や新分野進

出の取組を支援するとともに，研究開発や販路開拓の取組の進展に伴い，新商品開発や売上拡大

につながった。
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(6）中小企業支援機関連携推進会議

開 催 日 等 内 容

第１回 ・経営革新支援制度について

令和元年7月24日(水) ・国・県における事業紹介

場 所：ホテルパレスイン鹿児島 ・各支援機関施策等説明・紹介

参加者：国，県，各商工会議所， ・鹿児島県よろず支援拠点の取組みについて

商工会,金融機関等54機 ※第1回よろず支援拠点支援体制強化ネットワーク会議と

関・団体参加 同時開催

第２回 ・R2年度における国，県の中小企業支援施策について

令和2年2月19日(水) ・各支援機関施策等説明・紹介

場 所：ホテルパレスイン鹿児島 ・経営革新計画フォローアップ調査結果

参加者：国，県，各商工会議所， ※第2回よろず支援拠点支援体制強化ネットワーク会議と

商工会,金融機関等40機 同時開催

関・団体参加

(7) 起業家スタートアップ支援事業 （予算額 12,980,000円 決算額 12,730,000円)

新たなビジネスや雇用を創出し，地域の活性化を促進するため，当該地域において起業を志す

者等に対し，起業初期段階に要する経費の一部を助成した。

助 成 対 象 者 事 業 テ ー マ 助成額

株式会社 幼稚園児，小学生の制服等に特化したﾘｻｲｸﾙ（ﾘﾕｰｽ） 1,000千円

Azuma Legal Partners 事業

(鹿児島市)

aniy． まつ毛エクステ 専門店開業 586千円

(南種子町)

市来 由美 空き店舗を活用した、観光客の交流拠点（ﾄﾞﾐﾄﾘｰ）の 1,000千円

(和泊町) 創出

いっさごれ 地産地消！島の食材を活用した創作居酒屋の開業と客 1,000千円

(奄美市) 席レイアウト変更による回転率アップ

指宿整体まきの 指宿温泉とｱﾒﾘｶ発祥のｵｽﾃｵﾊﾟｼｰ整体を掛け合わせ，働 466千円

(指宿市) く女性のための長期不調や慢性症状から救う健康ｻﾎﾟｰﾄ

岩坪 洸樹 ミニ水族館型カフェ設立 1,000千円

(枕崎市) 枕崎に観光客を集め、地域住民との交流の場を提供

凰 真 精密な地盤調査を行い地震に負けない機材等の導入 296千円

(曽於市)

割烹 薄野 大隅産の食材を活かした魅せる割烹居酒屋の開店 515千円

(鹿屋市)

勝目 季仁 集落の空き家を活用した観光客と移住希望者向け民宿 1,000千円

(瀬戸内町) 運営事業

Caf ・サロン・ハンドメイド 高齢者と地域住民が集える場と食とカルチャーを提供 979千円

千尋 (南種子町)

神園 一俊 鹿児島の藍染文化を残し，触れ合ってもらう事業 1,000千円

(南さつま市)

亀井 文生 働く人の暮らしを応援！ 地域を支える焼き立てパン屋 1,000千円

(霧島市) さん
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助 成 対 象 者 事 業 テ ー マ 助成額

川野 一人 ミニジープのレンタル事業でモビリティ周遊改革 1,000千円

(指宿市)

北野 真由美 南洲神社・上町周辺を盛り上げるためのカフェ・マル 1,000千円

(鹿児島市) シェ運営

久保 勇仁 県木クスノキを材料にレトロで温かみのあるオリジナ 1,000千円

(鹿児島市) ル/オーダーメイド家具の製作販売

chord 地域資源である既存建物（住宅・ビル等）を活用する 1,000千円

(鹿児島市) ためのﾃﾞｻﾞｲﾝ・省ｴﾈ・耐震性能を高めるﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ文化

の定着

椎名 智明 沖永良部島の大自然を満喫する，新感覚体験型ｱｸﾃｨﾋﾞ

(和泊町) ﾃｨと，心と体をﾒﾝﾃﾅﾝｽする「沖永良部島ﾘﾄﾘｰﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞ 1,000千円

ﾗﾑ」事業を通して雇用を創出し、関東からの移住者を

増やす

C’s sweets labo 小さな洋菓子店イートインサービスの開始 199千円

(鹿児島市) ～地元客や学生に憩いの場を～

下園 真由美 高齢者などが癒しのひと時を得られるスープカフェと 1,000千円

(鹿屋市) 交流の場を提供する店舗の開業

合同会社末吉製茶工房 移動式日本茶カフェによる地元曽於茶の地域内外展開 724千円

(曽於市) と鹿児島茶の市場拡大事業

田口 知美 “食” “美” “癒し”の三拍子で拡げる笑顔の輪と 1,000千円

(曽於市) 事業の未来

つなぐ．ｂｉｚ 住む人、来る人、行く人。 1,000千円

(姶良市) みんなにちょうどいい駅前ショップの展開

手広BeachBackpackers 交流型宿泊施設(ゲストハウス「手広BeachBackpacker 764千円

(龍郷町) s」)の運営

徳永 優理子 健康志向に応える有機農産物とハーブﾞの料理やｱﾚﾙｷﾞ 1,000千円

(鹿屋市) ｰ対応食並びに地域交流の場を提供する飲食店の開業

バッジキ マルティナ イタリア式循環型鶏卵販売事業 988千円

(霧島市) 自然卵養鶏の飼育形態で「スーパーたまご」の販売

はやと骨盤整体院 地域の産後骨盤ケア環境の充実と腰の痛みの 後の砦 1,000千円

(霧島市) の治療院

東中川 健 新ご当地グルメ開発で池田湖復活プロジェクト 1,000千円

(指宿市)

平林 かおり 地元食材を使用した地域愛たっぷりのベーカリーカフェ 1,000千円

(曽於市)

株式会社FOR 24時間訪問看護サービスを通した在宅療養中のお客様 526千円

(鹿児島市) の満足度拡大と、訪問看護事業を通した女性活躍の場

の拡大による雇用創出

福迫 ひとみ インバウンド客が大隅の豊かな自然に触れられ、日本 1,000千円

(鹿屋市) 文化等を経験し、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの場となるｹﾞｽﾄﾊｳｽの開業

福元 由紀子 料理の作り手と生産者の愛情を繋ぐ、地域の作物の特 1,000千円

(東串良町) 長を活かし、新開発した大隅産のスパイスを使った地

元食の提供と加工品の製造、販売
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助 成 対 象 者 事 業 テ ー マ 助成額

合同会社財の森 財の森プロジェクト「高級ジビエ加工商品販売」 937千円

(曽於市)

ボルダリングジム ロックア ボルダリングジムの運営 885千円

ップ (霧島市) ボルダリングを通じて楽しく健康的な生活を

million pointz 世界自然遺産候補地、奄美大島に女性専用簡易宿泊所 103千円

(奄美市) を開業

持田 伸也 地域性及び顧客ニーズに沿ったハウス事業の展開 179千円

(西之表市)

Yadon Caf 1-1 屋鈍海岸でのんびり自然を満喫できるカフェ・宿泊サ 932千円

(宇検村) ービス事業

NPO法人 UNiSON 障害児通所支援事業 1,000千円

(伊仙町) 未就学児を対象とした児童発達支援事業の実施

吉留 大作 eスポーツで進化するネットカフェの開業 1,000千円

(鹿屋市)

吉原 誠一 利用者・ご家族の生活スタイルに合わせたフレックス 1,000千円

(指宿市) ・フリータイム制を導入した新たなサービス事業

合同会社wacca. 商店街空き店舗を活用したシェアオフィス・イベント 968千円

(指宿市) スペースの運営

合 計 ４０件 34,047千円

(8) プロフェッショナル人材戦略拠点事業（予算額 30,525,000円 決算額 28,765,000円）

県プロフェッショナル人材戦略拠点において，県内中小企業の新製品開発，新規販路開拓をはじめ

とした各分野への新たなチャレンジを積極的に促し，その実現を担える人材と企業とのマッチング

をサポートした。

①マネージャー等の設置

マネージャー １名

サブマネージャー １名

人材活用支援専門員 ２名

②相談業務

項 目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 累 計

新規相談件数 31 30 41 19 6 19 26 34 18 9 5 13 251

③マッチング成立

項 目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 累 計

マッチング成立 10 5 5 3 2 6 6 8 5 15 8 23 96

※参考：H30年度(成立件数34件)

④プロ人材戦略協議会

開催日時・開催場所 内 容 参加者

令和２年３月13日(金) 議題

14：00～15：00 ①県プロ人戦略拠点の活動状況について 20名

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ福丸 ②新年度における拠点活動の重点的な取組方針について

③その他
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⑤地域金融機関部会

開催日時・開催場所 内 容 参加者

令和元年10月18日(金) 議題

16：00～17：00 ①県プロ人材戦略拠点の活動状況について 18名

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ福丸 ②第７回「県プロ人材求人相談会」の開催について

③その他意見交換

⑥専門家派遣事業

企 業 名 支 援 テ ー マ

㈱丸俊 生産量日本一の県内産「鰹節」の素材を活かし，消費者ニーズに合った味付け

（鹿児島市） ・レシピ開発や販促となる商品開発を進め，将来の発展に必要な人材を具体化

⑦企業成長セミナー

開催日時・開催場所 内 容 参加者

令和元年 7月19日(金) ①事例発表

13：30～16：00 いざ新境地へ！ 先端技術トップメーカーの

ﾎﾃﾙ ﾊﾟﾚｽｲﾝかごしま 国内総代理店として100年企業と全国展開の布石を打つ！

発表者：㈱デンセツ工業 ＣＥＯ 佐藤 春吉 80名

②講演

経営者が絶対知っておくべき

“プロ人材の採用と定着と活躍の秘訣”

講師：アクティベイト株式会社 代表取締役社長 海老

一宏

⑧プロ人材求人相談会

開催日時・開催場所 内 容 参加者

令和元年 8月23日(金) 求人ニーズのある県内企業と当拠点に登録している人材紹介

13：00～17：00 事業者との相談会を開催。 82名

ﾎﾃﾙ ﾊﾟﾚｽｲﾝかごしま ①プロ人材求人企業 24社

②人材紹介事業者 14社

令和２年 2月14日(金) 求人ニーズのある県内企業と当拠点に登録している人材紹介

13：00～17：00 事業者との相談会を開催。 86名

ﾎﾃﾙ ﾊﾟﾚｽｲﾝかごしま ①プロ人材求人企業 24社

②人材紹介事業者 14社

(9) 鹿児島県経営品質賞事業（予算額 2,253,000円 決算額 2,028,456円）

経営品質向上活動への取組みを促進し，本県の産業全般にわたる活性化を図ることを目的

に経営品質の向上に取り組む企業・組織からの申請に対して，日本経営品質賞アセスメント

基準に基づき，審査を行い，表彰を行った。

賞 区 分 知事賞（大賞） 優秀賞

受 企 業 名 (株)現場サポート (株)ポムフード

賞 代 表 者 代表取締役 福留 進一 代表取締役社長 出原 孝雄

組 所 在 地 鹿児島市武１丁目35-4 姶良市加治木町小山田5928-1

織 事業内容 情報通信サービス業 飲食サービス業

表 彰 式 令和元年10月15日 13:30～15:00 城山ホテル鹿児島
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２ 戦略的産業振興支援

(1) 重点業種研究開発支援事業（予算額 1,000,000円 決算額 928,316円）

自動車，電子及び新成長産業（環境・新エネルギー，健康・医療，バイオ，航空機）関連産業

に係る新技術・新製品の研究開発を行おうとする企業等に対し，その経費の一部を助

成した。

（新規分）

交付決定日 企 業 名 研 究 開 発 テ ー マ 助成額

R1.6.18 ㈲重久盛一酢醸造 甕壺露天醸造法によるザクロ酢の研究 215,700円
場 （霧島市）

R1.6.18 ㈲そおリサイクル 資源循環の取組みから生まれる農産物の高付加 1,458,447円

センター 価値化のための機能性研究および高機能化のた

（大崎町） めの製造法開発

R1.6.18 農業生産法人㈲十 アレルギー症状の抑制に寄与する機能性表示食 3,511,101円

津川農場 品として、「ねじめびわ茶」を含有するサプリ

（南大隅町） メントの開発

R1.6.18 ＹＥＪガラス㈱ 多様なデバイスに対応する低融性透明ガラス封 1,532,180円

（出水市） 止材の開発

合 計 ４ 件 6,717,428円

（継続分）

交付決定日 企 業 名 研 究 開 発 テ ー マ 助成額

R1.5.13 ㈱ビルメン鹿児島 小型風力発電機の低風速域における高効率発電 1,824,955円

（鹿児島市） 機の開発と検証

合 計 １ 件 1,824,955円

(2) 食のプレミアム商品開発支援事業（予算額 10,189,000円 決算額 10,168,195円）

国内外の有力な市場を対象に，本県の豊富な一次産品を生かしながら，現地のニーズに対応した

新商品開発や販路開拓など，県内の食品関連事業者が行う付加価値向上等に向けた取組を支援した。

①セミナー・個別相談会等の開催

アジアをはじめとする海外の「富裕層」向けの商品など，新市場へのビジネス展開を検討してい

る県内の食品関連事業者を対象に，専門家やバイヤーを招へいして，現地の市場動向や貿易に関す

る基礎知識等についてのセミナーを開催するとともに，市場開拓や現地ニーズに対応した商品開発

等にあたり具体的な課題を抱える事業者のための個別相談会を開催した。

ア 海外展開セミナーの開催

開催日時・開催場所 内 容 参加者

令和元年10月2日(水) 【基調講演】

13：30～16：00 「食品輸出における海外展開の進め方と留意点について」

ホテルパレスイン鹿児島 独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部 ３１社

国際化支援アドバイザー 吉田 明弘 氏 ４８名

【事例発表】

①「黒酢の海外展開の取り組み」

福山黒酢株式会社 常務取締役 津曲 佑耶 氏

②「鶏肉の海外輸出の現状とハラル食品開発の今後の展

望」

南薩食鳥株式会社 専務取締役 黒木 博 氏
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イ 個別相談会

開催日時・開催場所 ア ド バ イ ザ ー 参加企業

令和元年10月2日(水) ・独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部

11：00～12：10 国際化支援アドバイザー 吉田 明弘 氏 ７社

16：05～17：15 ・株式会社シングローバル ９名

ホテルパレスイン鹿児島 代表取締役 川原 新一郎 氏

・セイノーアジアトレーディング株式会社

取締役 金子 恒平 氏

② 助成事業の実施

国内外の高付加価値商品の購入層をターゲットに，付加価値の高い商品づくり（商品開発・

改良や展示会・商談会への試作品出展等）を行うため，新たな専門人材の雇用や社内の人材

育成雇用環境の改善に取り組む県内の食品関連事業者への助成を行った。

助 成 対 象 者 事 業 テ ー マ 助成額

㈲大成畜産 既存商品（ハム・ソーセージなど）のバージョンア 3,500千円

（曽於市） ップ及び新商品開発と既存商品も含めた販路拡大

㈲鹿児島ますや 自社独自の無添加加工食品の商品開発・販路開拓 3,500千円

（姶良市）

㈲三清屋 放牧薩摩黒豚の新商品開発と既存商品のブラッシュ 2,862千円

（鹿屋市） アップで販路開拓

㈱下園薩男商店 焼酎に合わせた魚を使った酒の肴等の商品開発 3,500千円

（阿久根市）

南薩食鳥㈱ ハラル製品の開発・改良と販路開拓・販路拡大 3,414千円

（南九州市）

枕崎市漁業協同組合 鰹の未利用資源を活用した新商品開発 1,551千円

（枕崎市）

村商㈱ 肝属産黒毛和牛を使用した冷凍加工食品「ごちそう 2,850千円
（肝付町） ビーフ」のブランド確立

㈱ＲＥＩＭＥＩ 安納芋、落花生の新商品開発及び販路拡大 1,810千円
（西之表市）

㈱ＹＳフーズ ガス置換トレーシーラーを使用し、鹿児島県産のぶ 3,500千円
（鹿児島市） り等を使用したロングライフ総菜商品の開発

合 計 ９ 件 26,487千円

〇主な成果

本事業により，専属人材や在職者の代替職員の新規雇用につながった。

また，新商品開発により販路の開拓・拡大につながった企業も発生している。

(3) 食品加工技術レベルアップ支援事業（予算額 10,232,000円 決算額 9,813,175円）

食品関連企業の加工技術強化を図るため，「マッチングコーデｲネーター」１名を設置し，食品

製造業者の技術的ニーズと機械製造業者のもつ技術的シーズのマッチングを行い，共同研究によ

る機械装置等の試作開発を支援した。

①現地調査（令和２年３月末現在）

ア 企業等 １４７件

イ その他（公設試等） ５７件 合計２０４件
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②共同研究促進

≪共同研究検討会・運営サポート ≫ （２件）

共 同 研 究 テ ー マ 検討会開催 研 究 期 間 企 業 名 試作費負担額

コーヒー豆精製機械の試作開発 R1.5.17 R1.5.24 ㈱JUN建設 2,079,000円

～R2.2.1 ㈱ハラダ精工

大根の成型機械の試作開発 R1.6.19 R1.6.19 上園食品㈱ 2,071,300円

～R2.2.1 ㈱九州精密

合 計 (２件) 4,150,300円

③ラボツアー開催

開 催 日 等 内 容

令和元年9月19日(木) 「令和元度 食品加工技術レベルアップ支援事業 ラボツアー」

13:30～16:45 （鹿児島大学郡元キャンパス）

参加者 138名 ○研究シーズ等の紹介

①「食と消費者の心理学」

鹿児島大学 法文学部 山﨑真理子准教授

②「日本発の革新技術、ファインバブル（微細な泡）の特徴及び活用

の可能性」

鹿児島大学工学部 五島 崇助教

③「食品加工機械の共同研究・開発と今後の展開」

㈱日置精工 中馬十郎社長

④「機器分析施設の機器の紹介と活用方法」

鹿児島大学研究推進機構・研究支援センター 澤田剛准教授

⑤「産学・地域共創センターの活動紹介と取組推進」

鹿児島大学産学・地域共創センター長 前田広人教授

○相談会及びパネル展示会

○実験施設の訪問

鹿児島大学 研究推進機構・研究支援センター 澤田剛准教授

④ 公募事業合同説明会

開 催 日 時 令和２年２月２１日（金） 13：30～17：00

場 所 かごしま県民交流センター 大研修室第４，小研修室第２

参 加 者 １３７名

内 容 ○事業説明（大研修室第４）

①「経済産業省の中小企業支援策（JAPANブランド育成支援等事業等）」

九州経済産業局産業部経営支援課 大和暢子 課長補佐

②「九州農政局の食品産業支援策」

九州農政局鹿児島県拠点 吉 努 地方参事官

〃 岡元隆治 主任農政業務管理官

〃 野元千枝子 主任農政推進官

③「産業支援センターの中小企業支援策」

かごしま産業支援センター 松永一彦 産学官連携係長

④「経営革新計画・事業継続計画（BCP）について」

鹿児島県商工労働水産部経営金融課 若松秀和 経営支援係長

⑤「県の中小企業支援策」
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鹿児島県商工労働水産部産業立地課 今村菜月 主査

〃 秋吉康児 産業支援係長

○個別相談会（小研修室第２）

事業説明をした九州農政局、鹿児島県産業立地課、センターが事前申込者に対応

⑤その他、相談窓口等

ア 企業等 １７０件

イ その他（公設試）４３件 合計２１３件

(4) 食品関連産業「カイゼン」定着支援事業（予算額 13,998,000円 決算額 13,992,856円）

食品関連企業に対して，ものづくり企業としての意識の向上を促し，高次な生産管理手法を用い

て徹底したコストダウンを実践できるような生産体制を整備し定着させることで，企業の利益力の

向上を図り，新商品開発や販路開拓への取組を促進するとともに，現場への意識改革の醸成や職場

環境の向上に向けた生産管理等に関する相談への対応・助言等を行った。

①企業訪問による助言 (単位：回)

月 別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 累計

訪問回数 ３３ ３１ ３５ ３２ ３３ ３３ ３８ ３４ ３１ ３６ ２１ １２ 369

②ゼミの開催支援 (単位：回)

月 別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 累計

訪問回数 ９ ４ ３ １０ ４ １０ ６ ７ ８ ２ ０ ０ ６３

③食品関連生産管理セミナー開催 ２回

開 催 日 等 内 容

令和元年６月19日(水)

ホテルリブマックス 【講 演】演題：製造業の利益向上のためのコストダウンの進め方

鹿児島 ～あるべき姿を描くとやるべきことが見えてくる～

参加者４０社７３名 講師：(株)ＭＥマネジメントサービス
(13:00～16:10) 常務取締役 大塚 泰雄 氏

令和元年６月20日(木)

鹿児島県 【事例発表】演題：小集団活動の取り組みと作業効率改善
工業技術センター 講師：(株)ナンチク ＦＡ対策課 末永 千拓 氏

参加者２７社５４名

(13:00～16:10)

(5) 戦略的基盤技術高度化支援事業 （予算額 26,730,000円 決算額 24,408,358円）

《 国からセンターへの交付決定 》 （１件）

交付決定日 研 究 開 発 計 画 名 推進委員会開催 研究期間 国の交付確定額

R1.8.1 世界初の脂溶性ポリフェノール 検討会 R1.8.28 R1.8.1 実績額

の量産化を目的に、独自の抽出 第1回推進委員会 ～R2.3.31 24,408,358円

・濃縮・精製技術による焼酎か R1.10.9 内センター分

すからの製造技術の確立 第2回推進委員会 3,392,359円

R1.12.13

合 計 １件 24,408,358円
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《 センターから研究実施機関への交付決定 》

交付決定日 研 究 等 実 施 機 関 センターの交付決定額

R1.8.1 薩摩酒造㈱ (法認定中小企業） 16,784,158円

㈱ジェヌインR＆D 1,563,465円

国立大学法人 京都大学 2,668,376円

合 計 ３件 21,015,999円

３ 地域資源活用支援

(1)食のプレミアム商品開発支援事業（再掲）

(2)新事業研究開発助成事業（再掲）

４ 研究開発・技術支援

(1) 中小企業等外国出願支援事業（予算額 4,516,000円 決算額 4,154,892円）

国際的な事業展開のための戦略的に外国出願を行う中小企業に対し，費用の一部を助成した。

区 分 助 成 対 象 者 内 容 助成額

特 許
㈱エルム （南さつま市） 水耕栽培用ｼｰﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ及び当該ｼｰﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ製造装置 1,365千円

鹿児島精機㈱ （霧島市） 入れ歯磨き器 232千円

商 標 ㈱八起屋 （出水市） 「八起屋＋ダルママーク」の海外商標登録 144千円

一次採択計 ３ 件 1,741千円

特 許
ジャパンポーレックス㈱ 臼体及びミル装置 1,318千円

(霧島市）

東條 誉子 (鹿児島市) 異物侵入防止具 878千円

商 標
㈱長寿庵 「長寿庵」の海外商標登録 99千円

(日置市) 「長寿の宴」の海外商標登録 99千円

二次採択 計 ４ 件 2,394千円

合 計 ７ 件 4,135千円

(2) 新事業研究開発助成事業（予算額 3,396,000円 決算額 2,389,999円）

新技術・新製品の開発など技術高度化を志向する企業等に対し，研究開発や試作品開発等に要す

る費用の一部を助成した。

交付決定日 企 業 名 研 究 開 発 テ ー マ 助成額

R1.6.28 ㈱アーダン 防腐剤不使用による高付加価値シルク原料の研 2,279,155円
（奄美市） 究開発

合 計 １ 件 2,279,155円

(3) シーズ・ニーズ・マッチング促進事業（予算額 2,973,000円 決算額 1,741,607円）

中小企業等の相談を受け，そのニーズに応じて，適切な機関・人材とのマッチングコーデｲネー

ト支援を行うとともに，研究シーズの掘り起こしを行った。
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①窓口対応 （件数）

区 分 企 業 等 大学・高専 公設試・行政等 合 計

累 計 １４６件 ４件 １５件 １６５件

≪相談内容及び用件別内訳≫ （件数）

分 食品 機械 木材 環境 健康 IT 資金 販売 会社 成果 情報 その 合

野 加工 器具 加工 ﾘｻｲｸﾙ 医療 関連 調達 促進 設立 報告 収集 他 計

累 計 46 72 2 10 24 4 0 0 0 0 2 5 165

②シーズ・ニーズ調査 （件数）

実 施 月 企 業 等 大学・高専 公設試・行政等 合 計

累 計 ８６件 ６件 １０件 １０２件

③産学官連携コーディネート （４５件）

実 施 日 企 業 等 研 究 機 関 等 分 野

4月 9日 ㈱立石食品 鹿児島大学農学部 桜島大根の新製品開発

4月10日 ㈲スリーウッドひかり 鹿児島大学農学部 さつま町農産物の新商品開発

4月11日 薩摩酒造㈱ 京都大学 機能性食品の開発

4月23日 ファームはらだ 鹿大地域・共創センター 夏みかんの機能性活用商品開発

4月23日 ㈱ひばりラボ 鹿児島大学医学部 医療関係機ＩＴ機器の開発

4月26日 アサダメッシュ㈱ 鹿児島県工業技術センター メッシュの機能性付加

4月26日 ジャパンポーレックス㈱ 鹿児島県工業技術センター 新規セラミックス製品の開発

7月 5日 ㈱唐船峡食品 鹿児島県農業開発総合セ サトイモ使用の乾麺試作

ンター

7月11日 関東物産㈱ 鹿大地域・共創センター 金属加工の研究開発支援

8月 2日 東フロコーポレーション㈱ 鹿大理工学研究科 流量計の計測技術

8月 2日 県工業技術センター 鹿大地域・共創センター 公設試と大学の連携促進

8月 7日 東フロコーポレーション㈱ 川内職業能力開発短期大 計測トラブルの原因究明と対策

学校

8月16日 鹿児島県畜産試験場 鹿児島大学理工学研究科 ファインバブルの研究連携

8月21日 ㈱ＮＥＷＭ 鹿児島県工業技術センター プラスチック製品の開発

8月23日 鹿児島水産センター㈱ 鹿児島県工業技術センター ファインバブルの進め方

8月29日 ㈱植村組関連企業（創業予 鹿児島大学医学部 医療資材

定）

8月30日 国分電機㈱ 鹿児島県工業技術センター 金属加工の工法転換

8月30日 東フロコーポレーション㈱ 鹿児島県工業技術センター 計測トラブルの原因究明と対策

9月10日 農業生産法人㈲十津川農場 神奈川県立産業技術総合 食品の機能性評価

研究所

9月19日 ㈱さくらファーム 鹿児島大学工学部 ファインバブルの活用

9月19日 本坊酒造㈱ 鹿児島大学法文学部 消費者心理学の活用

9月19日 奄美料理こよみ 鹿児島大学農学部 ミキを活用した商品開発

9月19日 ㈱JBBMファクトリー 鹿児島大学農学部 乳酸菌の研究シーズ

10月 8日 大口酒造㈱ 鹿児島県工業技術センター 新規焼酎開発

10月 9日 ㈱植村組、㈱ボタニカルフ 鹿大地域・共創センター シルク化粧品活用

ァクトリー
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実 施 日 企 業 等 研 究 機 関 等 分 野

10月11日 ㈱A･R･P 鹿児島大学工学部 ファインバブルの活用

10月15日 ㈱南日本フーズ 鹿児島大学工学部、鹿児 ファインバブルの活用

島県工業技術センター

10月21日 ㈱中園久太郎商店 鹿児島大学工学部 ファインバブルの活用

10月24日 ニームかごしま (一社）カケンテストｾﾝﾀｰ 防ダニ性試験

11月 7日 ㈱JUN建設 鹿児島大学農学部 耐霜性コーヒーの木の開発

11月 7日 カクイ㈱ 九州経済産業局 経済産業省事業の申請

11月 7日 本坊酒造㈱ 九州経済産業局 経済産業省事業の申請

11月 7日 ㈱アーダン 科学技術振興機構 科学技術振興機構事業の申請

11月22日 ㈱A・R・P 鹿児島県工業技術センター ファインバブルの活用

鹿児島県畜産試験場

11月26日 ㈱井川産業 神奈川県立産業技術総合 食品の機能性評価

研究所

11月28日 ダイヤモンド電機㈱ 鹿児島大学工学部 ヒートシンク関係技術

11月29日 ㈱ビーエムティーハイブリ ㈱日本政策金融公庫 ベンチャー資金活用

ッド

12月18日 ㈲重久盛一酢醸造場 鹿児島県工業技術センター 新製品の事業化促進

12月20日 ㈱富士通総研 鹿大地域・共創センター 竹ＣＮＦの活用

１月９日 インターマン㈱ 鹿児島大学水産学部 マグロ端材活用新商品開発

１月９日 文化社環境事業㈱ 鹿児島大学農学部 飼料化学

１月10日 カクイ㈱ 産業技術総合研究所 バイオ技術

１月15日 ㈲肉のまるかつ 鹿大地域・共創センター 「プリッとミート」の共同研究

２月20日 フォービステクノ㈱ 鹿児島県工業技術センター AI技術

２月21日 ㈱西尾 鹿児島純心女子大学 無添加食品開発

５ マーケティング等支援

(1) ベンチャープラザ開催事業（予算額 1,306,000円 決算額 921,278円）

企業経営者，金融機関，行政機関等のニュービジネスに興味・関心を持つ方々に対して，ベ

ンチャー企業等が開発した新製品・新技術の発表の場を提供するとともに，情報交換等の場を

設けて販路開拓等を支援する「ベンチャープラザ鹿児島『二水会』」を年３回，鹿児島市にお

いて実施した。

実施年月日等 内 容

第76回 ①㈲アジャスト（鹿児島市）

(令和元年度第1回) 高齢者の自立支援と介護者の負担軽減に役立つ義歯洗浄ブラシ「デンチャ

ーブラシＲ」の販路拡大

令和元年5月８日(水) ②㈱エルム（南さつま市）

ジェイドガーデンパレス 水耕栽培，水耕苗，土耕苗の栽培が可能な高生産性コンテナ型栽培システ

参加者：121名 ム「EcoNurseryＲ」の販路拡大

③㈱喜界島薬草農園（喜界町）

「ボタンボウフウ」など喜界島の地域資源を活かして地域と共存共栄する

商品の開発と販路拡大
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実施年月日等 内 容

第77回 ①㈱シナプス（鹿児島市）

(令和元年度第2回) 事業効率UPにつながる進化するセルフオーダーシステム「SALTe（ソルテ）」

②㈱日置精工（日置市）

令和元年11月13日(水) あげ玉選別機・さつまいもチップ選別機・落花生選別機開発製造による食

ジェイドガーデンパレス 品分野等への進出及び販路拡大

参加者：110名 ③宝成産業㈱（福岡市）

自然の力でグリストラップの悩みを解消！清掃手間・費用・時間を全て解

消するグリストラップソリューション

第78回 ①濵田酒造㈱

(令和元年度第3回) 世界の蒸留酒「ＳＨＯＣＨＵ」へ本格焼酎「だいやめ」がＩＷＳＣ部

門 高賞を受賞！

令和２年２月12日(水) ②南九ハンズ(同)

ジェイドガーデンパレス 薬液希釈散水ノズル(ハイブリッドノズル）の販路拡大

参加者：116名 ③クルーシャル・クーリング・パフォーマンス㈱

鹿児島発世界一技術FGHP 用いたFGHP ライト

(2) 新事業等開拓支援事業 （予算額 5,000,000円 決算額 4,186,000円）

国内市場開拓支援事業

助成対象者 内 容 助成額

濵田酒造(株) 本格焼酎及び新基軸商品市場開拓調査 180千円

（いちき串木野市） 本格焼酎，スピリッツ

（日本の食品輸出EXPO）

(株)マツオ 熱拡散亜鉛めっきラインの販売及び販路開拓 500千円

（鹿児島市） 熱拡散亜鉛めっきライン

（第22回（関西）機械要素技術展）

(有)九面屋 ”新かるかん”の市場調査および新規販路開拓 199千円

（霧島市） 「さくら餅かるかん」

（第15回こだわり食品フェア2020）

(有)西製茶工場 BtoBの商談や優良バイヤーとの意見交換 325千円

（霧島市） 「有機栽培ティーパック」「有機栽培抹茶」

（第26回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2019）

PATISSERIE CLAIR 地域資源を活用した商品で売上拡大と販路開拓 111千円

（曽於市） 「しっとり生ドーナツ（お芋・抹茶）」

（Food EXPO Kyushu 2019（国内外食品商談会））

東酒造(株) 紅茶リキュールの周知及び拡販 280千円

（鹿児島市） 「Little Kiss（紅茶）」（リキュール）

（日本の食品輸出EXPO）

(有)ｽﾘｰｳｯﾄﾞひかり 地域の資源を生かして市場開発を目指す 195千円

（さつま町） ｢黒毛和牛たけのこ丼のもと｣｢甘たけのこ｣｢たけのこﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ」

（食の大商談会 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾊﾞｻﾞｰﾙ in Tokyo 2019）

ﾏﾄﾔ技研工業（株） 食肉・食鳥処理機器市場調査と販売促進 493千円

（曽於市） せせり自動切剥機，簡易型鶏ボンジリ自動脱骨機ほか

（FOOMA JAPAN 2019 国際食品工業展）
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助成対象者 内 容 助成額

㈱岡商店 ”簡単・美味しい・健康”だしキット製品の販路開拓 95千円

（鹿児島市） 「お味噌汁だしキット ブレンドNo311，No312」

（第32回 国分九州フェスタ 2019）

かねだい食品㈱ 福岡都市圏を中心とした九州圏内での販路拡大 108千円

（南九州市） 「薩摩おかわりの素（鶏ごぼう，黒豚みそ，梅かつお）」

（Food Style 2019 in Fukuoka）

一次採択計 １０ 件 2,486千円

(株)丸俊 鹿児島県枕崎産かつお加工品の販路開拓・拡大 500千円

（鹿児島市） ｢やわらか煮込み醤油｣(仮称)，｢かつお粉｣，｢いりこ粉｣ほか

（第54回スーパーマーケット・トレードショー2020）

屋久島ふれあい食品(株) 屋久島たんかん加工品（新商品）の販路開拓 183千円

（屋久島町） ｢みかんのまんま｣，｢恵」（たんかんぜりー）ほか

（第54回スーパーマーケット・トレードショー2020）

農事組合法人 創業20 年を機会とする事業拡大のための全国国内流通販路開拓 433千円

(有)十津川農場 「薩摩・枇杷葉湯」(ブレンド茶)，｢ねじめびわ茶｣シリーズ

（南大隅町） （第54回スーパーマーケット・トレードショー2020）

(株)MARGARITA1991 ブラッシュアップ商品の国内市場開拓調査 86千円

（錦江町） 「姫甘海老のまるごとアヒージョ」

（第54回スーパーマーケット・トレードショー2020）

(株)オキス 「ベジタピる」の関東都市圏での販路開拓 498千円

（鹿屋市） 「ベジタピる」（サツマイモを原材料に使ったタピオカ）

（国際OEM・PB開発展）

二次採択計 ５ 件 1,700千円

合 計 １５ 件 4,186千円

〇主な成果

展示会に出展した１５企業では，約５００件の商談が行われ，その内約４０件について契約が

成立し，約７０件について見積やサンプル等の提供など商談が継続中である。

(3) 製造業海外取引支援事業（予算額 1,791,000円 決算額 1,790,800円）

海外への取引拡大を図ろうとする県内製造業者等を対象に，取引可能性調査（現地視察）等を実

施し，新たに海外企業との取引を支援した。

海外取引可能性調査の実施

視 察 国 日程 視 察 者 視 察 先

R2.2.4(火)
県内製造業者等 ５社 ９名

フィリピンの機械加工・切削加工，
フィリピン

～ ㈱藤田ワークス，㈱S-TECH
精密プレス加工，半導体，磁気部

2.8(土)
鹿児島精機㈱，㈱南光

品メーカー等 ６社
㈱Climbest

〇主な成果

海外取引可能性調査では，機械加工・切削加工，精密プレス加工，自動車事業のほか，地場

企業で電子部品，半導体等を取り扱う下請グループなど幅広い業種の企業を訪問し，意見交換

等を行った。

-　28　-



(4) ビジネスマッチング支援事業（予算額 2,954,000円 決算額 2,368,731円）

県外の発注企業等を本県に招へいし，県内受注企業との商談会等を開催して新規販路開拓を

支援した。

①かごしま取引商談会の開催

開催日・開催場所 内 容

令和2年1月29日(水) 商談会名：令和元年度かごしま取引商談会

ホテルウェルビューかごしま 参加企業：発注企業 36社（うち県内企業1社）

（鹿児島市） 受注企業 62社

実 績：商談成立件数 10件

初回取引金額 796千円

②ミニ商談会の開催

開催期間 令和元年 8月22日(木)～23日(金)

開催場所 受注企業 各社 (発注企業が受注企業を訪問）

参加企業 発注企業 1社 受注企業 7社

総面談数 7件

実 績 商談成立件数 3件 初回取引金額 986千円

開催期間 令和元年 9月27日(金)

開催場所 受注企業 各社 (発注企業が受注企業を訪問）

参加企業 発注企業 1社 受注企業 3社

総面談数 3件

開催期間 令和2年 1月15日(水)

開催場所 発注企業 (受注企業が発注企業を訪問）

参加企業 発注企業 1社 受注企業 3社

総面談数 3件

開催期間 令和2年 1月28日(火)～30日(木)

開催場所
受注企業 各社 (発注企業が受注企業を訪問），

かごしま取引商談会会場

参加企業 発注企業 1社 受注企業 11社

総面談数 11件

開催期間 令和2年 2月 7日(金)

開催場所 受注企業 各社 (発注企業が受注企業を訪問）

参加企業 発注企業 1社 受注企業 2社

総面談数 2件

(5) 新規販路開拓支援事業（予算額 5,750,000円 決算額 5,725,975円）

県外で開催される展示会に当センターがブースを確保し，出展を希望する県内中小企業に展示

スペースを提供して，新規販路開拓を支援した。

展示会への出展支援

展示会名 第24回機械要素技術展（東京）

開催期間 令和2年2月26日(水)～28日(金)

開催場所 幕張メッセ（千葉県）
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主 催 者 リードエグジビションジャパン㈱

来場者数 10,664人

参加企業
県内企業7社の出展支援（3小間）

(小間数)
アロン電機㈱，鹿児島精機㈱，㈱中川製作所，ﾈｸｻｽﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱，

㈱パーツ精工，㈱藤田ワークス，㈱ホープ精工

(6) モノづくり情報収集提供事業（予算額 3,662,000円 決算額 3,295,928円）

県内中小企業への取引あっせんのため，受発注企業を訪問し，情報の収集・提供を行うとともに，

九州７県合同広域商談会を開催して，県内中小企業の販路拡大を支援した。

①調査・訪問等実績

区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

発注企業訪問数 6 15 10 21 12 18 22 20 7 7 8 7 153

受注企業訪問数 12 15 18 13 12 24 23 20 14 16 19 19 205

計 18 30 28 34 24 42 45 40 21 23 27 26 358

②専門調査員による企業訪問

区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

発注企業訪問数 2 5 4 4 1 9 12 6 4 4 6 5 62

受注企業訪問数 5 4 8 2 3 10 12 10 11 6 11 9 91

計 7 9 12 6 4 19 24 16 15 10 17 14 153

＊②の「調査・訪問等実績」の内数。

③取引あっせん実績 （金額単位：千円）

項 目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

あっせん件数 10 7 31 9 11 9 10 7 96 19 12 74 295

取引成立件数 2 6 2 5 5 4 4 4 3 5 14 19 73

初回取引金額 25,200 1,861 384 2,318 850 1,994 284 3,926 420 838 5,556 4,150 47,781

④広域商談会開催事業

九州7県合同広域商談会の開催

開催日時 令和元年11月27日（水）13:00～17:00

開催場所 ホテルグランヴィア広島（広島県）

対象業種 一般機械，金属，電気，電子関連企業 等

参加企業 発注企業 60社

受注企業 177社（うち本県26社）

実 績 商談成立件数 14件 (うち本県 5件）

初回取引金額 6,427千円（うち本県 1,806千円）

⑤その他の情報収集・販路開拓

開催日・開催場所 実 施 内 容

令和元年6月19日(水) 商談会名：商談会 製造技術マッチングフェア

～6月20日(金) 主 催：北九州観光コンベンション協会

西日本総合展示場 新館 参加企業：発注企業 延べ 78社

（北九州市） 受注企業 延べ 203社（本県9社）
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開催日・開催場所 実 施 内 容
令和元年10月16日(水) 展示会名：モノづくりフェア2019

～10月18日(金) 主 催：日刊工業新聞社

マリンメッセ福岡 来場者数：18,844人

（福岡市） 製品展示：7社（㈱大迫精機，鹿児島精機㈱,ｼﾞｬﾊﾟﾝﾎﾟｰﾚｯｸｽ㈱,

㈱南光,㈱パーツ精工,㈲ヤナセ精機,八幡金属㈱国分工場）

令和元年度　あっせん，成立件数　内訳表
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

10 7 31 9 11 9 10 7 96 19 12 74 295
あ　　　っ　　　せ　　　ん　　　件　　　数　　　内　　　訳

・機械要素技術展（東京） 0
・その他の展示会 0
・前年度までの展示会関係 0
・ミニ商談会 7 3 13 2 25
・かごしま取引商談会 66 66
・九州合同広域商談会 94 2 96
・その他の商談会 27 1 1 29
・前年度までの商談会関係 0
・発注相談　（電話　等） 10 7 4 9 4 6 9 7 2 5 8 8 79
・受注相談　（電話　等） 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2 6 2 5 5 4 4 4 3 5 14 19 73
成　　　立　　　件　　　数　　　内　　　訳

・機械要素技術展（東京） 0
・その他の展示会 0
・前年度までの展示会関係 0
・ミニ商談会 2 1 3
・かごしま取引商談会 10 10
・九州合同広域商談会 5 5
・その他の商談会 2 2
・前年度までの商談会関係 2 2
・発注相談　（電話　等） 6 2 5 5 4 4 3 4 9 9 51
・受注相談　（電話　等） 0

展示会関係

販路開拓
商談会関係

一般あっせん

あっせん関係

展示会関係

販路開拓
商談会関係

一般あっせん

取引成立関係
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(7) 下請かけこみ寺事業（予算額 236,000円 決算額 216,599円）

中小企業から寄せられた取引に関する様々な相談等に対して，専門知識を有する相談員や弁護士が

親身になって対応する相談業務の実施及び弁護士が県内各地に出向いて相談に応じる移動弁護士相談

会を実施した。

①相談業務

項 目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

相談件数 1 4 2 4 7 0 4 3 5 4 6 6 46

内
①窓口相談 0 4 2 3 5 0 4 3 2 3 4 5 35

②無料弁護士相談 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 2 1 10
訳 ③移動弁護士相談 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

②制度周知のための訪問件数

項 目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

商工会･商工会議所 0 0 0 5 0 0 7 0 10 0 0 0 22

③移動弁護士相談会

開催日時・開催場所 対応弁護士 相談内容 件数

令和元年９月３日（火）

１３：００～１６：００ ０件

日置市中央公民館

（日置市）

令和元年１１月１４日（木）

１３：００～１６：００ ０件

奄美大島商工会議所

（奄美市）

令和元年１２月１２日（木）

１３：００～１６：００ 大岩本法律事務所 未払機器代金等の回収 １件

霧島商工会議所 弁護士 大岩本 将司 氏

（霧島市）

令和２年２月３日（月）

１３：００～１６：００

鹿屋市産業支援センター ０件

（鹿屋市）

計 ４回 １件
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６ 情報化支援

(1) 情報支援事業（予算額 861,000円 決算額 226,130円）

県内中小企業者に対し，インターネットや情報誌等により企業経営に有益な情報を提供するとと

もに，地元新聞への経営関連記事の提供等を行った。

（令和２年３月末現在）

①インターネットによる情報提供

・ホームページアクセス件数 １４９，０８３回（３０年度 １７４，４１９回）

②地元新聞への経営関連記事の提供 「中小企業経営情報」掲載 ３６回（月３回）

③メールマガジン配信サービス

・配信実績 ５４回

・配信先 １，６８６箇所（中小企業，商工関係支援機関）

(2) 情報会員支援事業（予算額 6,735,000円 決算額 6,144,698円）

会員企業に対して，経営に有益なＩＴ関連情報誌の提供や情報化人材育成のためのＩＴ操作技術

等に関する講師派遣，ホームページ作成費用等助成，情報誌「ＫＩＳＣ」の発行などを行った。

①情報誌「ＫＩＳＣ」や季刊誌「ＣＯＭＰＡＳＳ」を提供した。

②情報化人材育成事業（社内パソコン研修講師派遣）

No 企 業 名 研修日時 受講者 講 師 研 修 内 容

１ 薩摩酒造㈱ 4月 5日 ４ 鈴木 大介 ワード・エクセル基礎

２ 深水刃物㈲ 7月10日 ２ 室屋 洋一 ＪＷＣＡＤ基礎

３ ㈱深水 8月 3日 ２ 堂脇 光二 ワード・エクセル基礎

４ キリシマ精工㈱ 9月 7日 ７ 堂脇 光二 エクセル基礎

５ 環境開発㈱ 9月17日 ６ 久永 勝雄 ＳＮＳ講座

６ 太陽ガス㈱ 9月18日 ６ 羽生 良平 エクセル基礎・応用

７ ㈱南光 9月26日 ９ 鈴木 大介 エクセル基礎

８ ㈲大成畜産 10月18日 ４ 鈴木 大介 ホームぺージ作成

９ ㈱プランテムタナカ 11月16日 ４ 室屋 洋一 ＣＡＤ

10 ㈱南光 11月19日 ３ 鈴木 大介 パワーポイント基礎

11 社会保険労務士法人 11月29日 ３ 堂脇 光二 ワード・エクセル応用

サフィール

12 松元機工㈱ 12月24日 ４ 鈴木 大介 ワード・エクセル

ホームページ作成

13 特定非営利活動法人 3月14日 ５ 堀田 啓太 ワード・エクセル基礎

就労支援センターつるまる

14 南国テレホン㈱ 3月26日 ４ 久永 勝雄 ITパスポート研修

合計 １４社 ６３

③情報化人材育成事業（ＩＴ出前講座）

No 企 業 名 研修日時 受講者 講 師 講 座 内 容

1 ㈱新日本技術コンサルタント 6月13日 ３０ 水口 誠 情報セキュリティ対策

合計 １ 社 ３０
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④セミナー

開催日時・開催場所 内 容 参加者
令和２年１月29日（水） 令和元年度 中小企業経営向上セミナー

11：00～11：30 「鹿児島県内における高度外国人材の活用例」 １４名
ホテルウェルビュー鹿児島 講師：行政書士 佐藤 広明 氏

(鹿児島市)
令和元年度 ＩＴセミナー
【講演Ⅰ】

「県内企業のＩＴ化の現状と今後の展望」
令和２年１月31日（金） 講師：南洲総合研究所 代表 向江 隆行 氏

13：30～16：30 【講演Ⅱ】
ホテルリブマックス鹿児島 「ＡＩとは何か？ 技術として理解したその先に！」 １０７名

(鹿児島市) ～ 適化技術を活用した「業務シフトの自動作成」

等の事例を紹介 ～

講師：鹿児島大学大学院理工学研究科

情報生体システム工学専攻

准教授、博士（工学） 小野 智司 氏

⑤ＤＶＤ，ビデオテープ等の貸出状況 ４４回（本数 １２０本）

⑥ホームページ作成等支援事業

助 成 対 象 者 事 業 区 分 助 成 額

㈱市坪建装 （鹿児島市） ホームページ変更 １００千円

社会保険労務士法人サフィール ホームページ変更 １００千円

（鹿児島市）

㈲大成畜産 （曽 於 市） ホームページ変更 １００千円

㈱九州電算 （鹿児島市） ＥＣサイト作成 １００千円

コステム㈱ （鹿児島市） ホームページ作成 １００千円

㈲テイクワイズ・コーポレーション ホームページ変更 １００千円

（鹿児島市）

㈱ハルタ （鹿児島市） ホームページ作成 １００千円

㈲ビーライン （鹿児島市） ホームページ変更 １００千円

合 計 ８ 件 ８００千円

⑦情報誌作成事業

発 行 月 発行部数 配 布 先

春号（令和元年５月） １，２００ 国， 県 ， 市 町 村 及 び 商工 会 等 中 小 企

夏号（令和元年８月） １，２００ 業支援機関，情報会員企業

秋号（令和元年11月） １，２００

冬号（令和２年２月） １，２００

⑧会員加入状況

会員総数３３９ （一般２８６社，賛助３２社（団体），市町村２１）（加入１８，退会７）
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技術・生産関係 418 437 923 1,086 1,042

資金調達・公的支援制度 239 323 270 229 195

経営全般 4 15 2 3 0

マーケティング・事業提携 16 9 18 1 0

人材関係 0 0 6 0 0

ビジネスプラン作成 0 1 0 4 2

会社設立 0 0 0 0 0

法律・特許関係 0 1 2 1 0

取引あっせん・取引適正化関係 548 618 512 554 607

組織・人事・給与関係 0 17 0 0 0

ＩＴ関係 175 32 20 16 0

よろず支援拠点事業
（H26年度～）

2,367 3,318 2,679 2,476 3,379

プロフェッショナル人材戦略拠
点（平成２８年１月～）

23 222 174 301 251

事業承継支援事務局（平成３０
年４月～）

ー ー ー 70 158

その他 109 28 79 34 35

合　　　　　計  3,899 5,021 4,685 4,775 5,669

 元年度 29年度 28年度

（公財）かごしま産業支援センターの相談件数等

項         目  30年度 27年度

-　35　-


