
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

窓口相談やオンライン，電話，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３年３月末累計１０，８６１件（内訳は末尾に記載）

（前年３月末累計 ８，８０１件 対前年同期比２，０６０件増）

(2) よろず支援拠点事業（予算額 89,667,000円 決算額 85,871,116円）

本県の支援拠点として，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 １７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） 453 370 378 474 435 531 469 523 428 516 504 554 5,635

相談対応件数 668 548 643 857 771 997 909 969 705 849 730 773 9,419

※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

会社数 回数 １社平均

52社 106回 2回／社

※中小企業庁の制度を活用するもので，３回まで無料

③相談会・セミナー等の開催

実施年月日・場所等 内 容

サテライト・地域相談会等 サテライト（4箇所） 相談件数 366件

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 169件

②薩摩川内サテライト（川内商工会議所）

毎週1回 相談件数 68件

③指宿サテライト（指宿商工会議所）

毎月1回 相談件数 46件

④奄美大島サテライト（奄美大島商工会議所）

毎月1～2回 相談件数 83件

金融機関との相談会（8機関） 81回 98件

①鹿児島相互信用金庫との相談会

相談会 20回 相談件数 27件

②鹿児島信用金庫との相談会

相談会 12回 相談件数 16件
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実施年月日・場所等 内 容

サテライト・地域相談会等 ③鹿児島興業信用組合との相談会

相談会 12回 相談件数 16件

④奄美大島信用金庫との相談会

相談会 5回 相談件数 5件

⑤南日本銀行との相談会

相談会 28回 相談件数 30件

⑥日本政策金融公庫との相談会

相談会 2回 相談件数 2件

⑦鹿児島銀行との相談会

相談会 1回 相談件数 1件

⑧商工組合中央金庫との相談会

相談会 1回 相談件数 1件

市町村定期相談会（23市町村）185回 相談件数 610件

①さつま町定期相談会

相談会 10回 相談件数 41件

②錦江町定期相談会

相談会 9回 相談件数 30件

③霧島市定期相談会

相談会 29回 相談件数 113件

④枕崎市定期相談会

相談会 6回 相談件数 22件

⑤指宿市定期相談会

相談会 6回 相談件数 19件

⑥南九州市定期相談会

相談会 7回 相談件数 26件

⑦西之表市定期相談会

相談会 13回 相談件数 48件

⑧中種子町定期相談会

相談会 10回 相談件数 39件

⑨南種子町定期相談会

相談会 4回 相談件数 13件

⑩大和村定期相談会

相談会 5回 相談件数 10件

⑪宇検村定期相談会

相談会 7回 相談件数 24件

⑫瀬戸内町定期相談会

相談会 6回 相談件数 10件

⑬奄美市定期相談会

相談会 14回 相談件数 45件

⑭志布志市定期相談会

相談会 7回 相談件数 24件

⑮曽於市定期相談会

相談会 9回 相談件数 38件
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実施年月日・場所等 内 容

サテライト・地域相談会等 ⑯屋久島町定期相談会

相談会 9回 相談件数 27件

⑰龍郷町定期相談会

相談会 11回 相談件数 21件

⑱南大隅町定期相談会

相談会 5回 相談件数 6件

⑲いちき串木野市定期相談会

相談会 4回 相談件数 10件

⑳喜界町定期相談会

相談会 3回 相談件数 4件

 知名町定期相談会

相談会 4回 相談件数 20件

 和泊町定期相談会

相談会 3回 相談件数 7件

 垂水市定期相談会

相談会 4回 相談件数 13件

セミナー ＜指宿サテライトセミナー＞

令和2年8月7日（金） SNSを魅力的に！写真撮影・編集入門セミナー

場 所：指宿商工会議所 講師：松田 貴志 コーディネーター

参加者：11名

セミナー ＜指宿サテライトセミナー＞

令和2年8月28日（金） インスタグラムセミナー

場 所：指宿商工会議所 明日から使える即実践！インスタ広報戦略術

参加者：8名 インスタグラム初級編

講師：満留 隆一 コーディネーター

セミナー ＜指宿サテライトセミナー＞

令和2年9月18日（金） インスタグラムセミナー

場 所：指宿商工会議所 明日から使える即実践！インスタ広報戦略術

参加者：17名 インスタグラム中級編

講師：満留 隆一 コーディネーター

セミナー ＜指宿サテライトセミナー＞

令和2年10月15日（木） ゼロから始める！ネットショップ開店セミナー

場 所：指宿商工会議所 通販特化型デザイナーが教える

参加者：13名 ～Withコロナ時代を見据えて～

講師：浅井 南 コーディネーター

セミナー さつまおごじょのためのわちゃわちゃ相談会

令和2年10月22日（木） 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：（同）CoCoDigi 代表社員 富田 貴子 氏

参加者：18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
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実施年月日・場所等 内 容

セミナー ＜鹿屋サテライトセミナー＞

令和2年11月10日（火） Googleマイビジネス活用セミナー

場 所：鹿屋市産業支援センター ゼロ円ではじめるWebを活用した集客方法

参加者：10名 ～これからのビジネスの成長を考えるホームページの活用～

講師：江藤 裕一 コーディネーター

セミナー 曽於市セミナー・相談会

令和2年11月11日（水） 明日から使える即実践！インスタ広報戦略術

場 所：テレワーク・起業創業施設 講師：満留 隆一 コーディネーター

「シゴトバ ３ラボ」

参加者：11名

セミナー プレスリリースセミナー

令和2年11月24日（火） ①マスコミが殺到する” 広告費0円集客”のノウハウ

場 所：mark MEIZAN ２階 セミナー

スタジオＡ，Ｂ 講師：満留 隆一 コーディネーター

参加者：18名 ②プレスリリースのことはメディアの人から聞こう！

How toプレスリリース！？

講師：株式会社鹿児島放送 NEXT-KKB本部

本部長補佐代理 中禮 海 氏

セミナー ＜指宿サテライトセミナー＞

令和2年11月25日（水） 使える販促セミナー

場 所：指宿商工会議所 元地域産品販売社長が語る！！

参加者：7名 パッケージを変えるだけ，見せ方次第で商品は売れる

～実例編～

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

セミナー 【大学生限定】起業マインド向上セミナー

令和2年12月21日（月） ①起業って何だろう？？

場 所：鹿児島県よろず支援拠点 わかると面白いビジネスモデル解説

（オンライン） 講師：寳園 純一 コーディネーター

参加者：4名 ②トークセッション

寳園 純一 コーディネーター

小林 昇生 氏（福岡大学経済学部４年生）

日高 弘喜 氏（株式会社八雲 代表取締役）

セミナー 大隅よろず定期セミナー～商売繁盛への近道～

令和3年1月12日（火） 魅力的な写真と編集テクニック

場 所：鹿屋市産業支援センター めっちゃ優しい入門編

参加者：9名 講師：松田 貴志 コーディネーター

セミナー 霧島市定期相談会セミナー

令和3年1月22日（金） インスタグラムフォトセミナー

場 所：霧島市役所 講師：松田 貴志 コーディネーター

参加者：6名 満留 隆一 コーディネーター
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実施年月日・場所等 内 容

セミナー 女性のためのプチ起業セミナー

令和3年1月28日（木） ①セミナー

場 所：ソーホー鹿児島 会議室 「女性のための”プチ”起業セミナー」

参加者：56名 講師：ドルフィンワークス㈱

代表取締役 西田 ミワ 氏

②交流会

講師：山之江 清子 サブチーフコーディネーター

鎌田 香 コーディネーター

三枝 祥子 コーディネーター

※鹿児島市（産業振興部産業創出課）との共催

セミナー 大隅よろず定期セミナー～商売繁盛への近道～

令和3年2月9日（火） 創業の準備とポイントを押さえて商売繁盛へ

場 所：鹿屋市産業支援センター 講師：川原 新一郎 コーディネーター

参加者：7名

セミナー 事業承継セミナー

令和3年2月17日（水） ①セミナー

場 所：ソーホー鹿児島 会議室 「事業承継をオープンに。オープンネームの事業承継の

参加者：13名 可能性」

講師：㈱ライトライト

代表取締役 齋藤 隆太 氏

②事業説明

講師：隈元 和己 コーディネーター

※鹿児島市（産業振興部産業創出課）との共催

セミナー 大隅よろず定期セミナー ～商売繁盛への近道～

令和3年3月9日（火） お客様の声を反映させて商売繁盛店になろう

場 所：鹿屋市産業支援センター 講師：森 武志 コーディネーター

参加者：9名

セミナー 霧島市よろずセミナー

令和3年3月12日（金） ブランディングセミナー コロナ禍における売れる

場 所：霧島市役所 別館会議室 商品の仕組みとは？

参加者：5名 講師：森 武志 コーディネーター

寳園 純一 コーディネーター

セミナー 霧島市よろずセミナー

令和3年3月26日（金） 補助金活用セミナー 今からでも遅くない！初めての補

場 所：霧島市役所 別館会議室 助金活用術！

参加者：6名 講師：浅井 南 コーディネーター

隈元 和己 コーディネーター

研修会 令和2年度第1回九州・沖縄合同研修会

令和2年10月8日（木）～9日（金） 令和2年10月8日（木）

場 所：ニューウェルシティ宮崎 ①全国情報 コロナ禍でのよろず支援拠点

参加者：52名 （板橋区立企業活性化センター長 中嶋 修 氏）

宮崎県（幹事県），福岡県，佐賀県， ②ケーススタディ（事例発表）

長崎県，大分県，熊本県，沖縄県， 令和2年10月9日（金）

鹿児島県のよろず支援拠点コーディ 分科会（売上拡大，経営改善，実施機関）

ネーター及び実施機関職員等
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実施年月日・場所等 内 容

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2年10月29日（木） (国，県，各商工会議所，商工会，金融機関等)

場 所：ホテルレクストン鹿児島 ①国，県，各支援機関施策等の説明

参加者：61名(44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3年2月18日（木） (国，県，各商工会議所，商工会，金融機関等)

場 所：ホテルウェルビューかごしま ①国，県，各支援機関施策等の説明

参加者：会場53名，オンライン22名 ②鹿児島県よろず支援拠点の実績報告及び令和3年度の

(53機関） 取り組みについて

④オンラインセミナーの開催（配信場所：鹿児島県産業会館 １階 よろず支援拠点）

実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和2年4月13日 補助金・助成金セミナー ～今から始める補助金対策～ 4名

講師：向江 隆行 コーディネーター

令和2年4月23日 インスタグラムセミナー ～初心者向けインスタレッスン～ 4名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年5月19日 インスタ初級編 ～めざせ100人フォロワー～ 6名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年5月21日 インスタなんでも相談室

～今さら聞けないインスタのコト わちゃわちゃ相談室～ 3名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年5月22日 インスタ上級編（事例紹介）

～ハッシュタグをうまく使って戦略を立てよう！！～ 6名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年5月22日 今，必要なマーケティングセミナー 3名

講師：寳園 純一 コーディネーター

令和2年5月26日 TAKE OUTの写真をおいしそうに撮ろうセミナー 3名

講師：松田 貴志 コーディネーター

令和2年6月23日 ビジネスモデルには共通の特徴「逆説の構造」セミナー 4名

～ビジネスモデル（仕組み）発想法～

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年6月23日 中小企業診断士が教えるIT導入補助金活用セミナー 5名

講師：向江 隆行 コーディネーター

令和2年6月24日 今，必要なマーケティングセミナー

～人の心をつかむ営業～効率より想い～ 2名

講師：寳園 純一 コーディネーター

令和2年6月25日 インスタ初級編 ～めざせ100人フォロワー～ 3名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年6月26日 インスタなんでも相談室

～今さら聞けないインスタのコト わちゃわちゃ相談室～ 2名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年6月26日 TAKE OUTの写真をおいしそうに撮ろうセミナー 1名

講師：松田 貴志 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6月30日 インスタ中級編（事例紹介）

～ハッシュタグをうまく使って戦略を立てよう！！～ 7名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年7月15日 今，必要なマーケティングセミナー

～人の心をつかむ営業～効率より想い～ 5名

講師：寳園 純一 コーディネーター

令和2年7月16日 インスタ初級編 ～めざせ100人フォロワー～ 5名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年7月17日 インスタなんでも相談室

～今さら聞けないインスタのコト わちゃわちゃ相談室～ 4名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年7月20日 名刺デザインワークショップセミナー

最重要販促ツールの作り方 ～強みを伝えてビジネスを有利に～ 2名

講師：新地 美沙 コーディネーター

令和2年7月21日 インスタ中級編（事例紹介）

～ハッシュタグをうまく使って戦略を立てよう！！～ 6名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年7月28日 Googleマイビジネス活用セミナー

ゼロ円でホームページ集客 ～今日からできるシリーズ～ 6名

講師：江藤 裕一 コーディネーター

令和2年7月30日 ゼロから始める！ネットショップ開店セミナー

Withコロナ時代を見据えて 6名

～ネットショップをはじめる５つのステップ～

講師：橋口 真由子 コーディネーター

令和2年8月18日 インスタグラム入門編

～今さら聞けないインスタのコト～ 2名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年8月20日 インスタグラム初級編

～めざせ100人フォロワー～ 2名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年8月21日 インスタグラム中級編（事例紹介）

～ハッシュタグをうまく使って戦略を立てよう！！～ 3名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年8月25日 Googleマイビジネス活用セミナー

ゼロ円でホームページ集客 ～今日からできるシリーズ～ 6名

講師：江藤 裕一 コーディネーター

令和2年8月25日 時代に生き残る！youtubeで集客と売上アップセミナー

youtubeをビジネスに取り入れよう！ 6名

～動画をアップする前に注意することから機材・編集ソフトまで～

講師：足達 直樹 コーディネーター

令和2年8月26日 中小企業診断士が教える 補助金をうまく使おうセミナー

～小規模事業者持続化補助金のポイント～ 2名

講師：向江 隆行 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8月27日 無料ホームページ制作ツール「Wix」入門編セミナー

初心者でも簡単ホームページ作成！！ 7名

～簡単に誰でも明日からパソコンの達人シリーズ～

講師：三枝 祥子 コーディネーター

令和2年8月27日 ゼロから始める！ネットショップ開店セミナー

Withコロナ時代を見据えて 5名

～ネットショップをはじめる５つのステップ～

講師：橋口 真由子 コーディネーター

令和2年8月31日 Wordでチラシ作成・素材収集編セミナー

初心者向けフリー画像・素材の集め方 3名

～簡単に誰でも明日からパソコンの達人シリーズ～

講師：三枝 祥子 コーディネーター

令和2年9月11日 インスタグラムセミナー インスタの基本から応用を学ぼう

～レベルごとに分けてレッスン～ 6名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年9月15日 Googleマイビジネス活用セミナー ゼロ円でホームページ集客

～今日からできるシリーズ～ 2名

講師：江藤 裕一 コーディネーター

令和2年9月24日 無料ホームページ制作ツール「Wix」入門編セミナー

初心者でも簡単ホームページ作成！！ 2名

～簡単に誰でも明日からパソコンの達人シリーズ～

講師：三枝 祥子 コーディネーター

令和2年9月25日 クラウドファンディングセミナー

新しい資金調達の方法と新規ファン作りに挑戦！！ 4名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年9月28日 そこが知りたかった！“儲かっている会社にはルールがあった“

セミナー 1名

会社のルールを作る際，まさか！？インターネットの雛形をその

まま使用していませんか？

講師：隈元 和己 コーディネーター

令和2年9月29日 時代に生き残る！youtubeで集客と売上アップセミナー

youtubeをビジネスに取り入れよう！ 4名

～動画をアップする前に注意することから機材・編集ソフトまで～

講師：足達 直樹 コーディネーター

令和2年10月16日 SNSを魅力的に！めっちゃやさしい入門セミナー

デザイナーがこっそり教える！ 5名

オシャレな写真の撮り方と編集テクニック

講師：松田 貴志 コーディネーター

令和2年10月20日 本気のSEO対策で売上アップセミナー

ホームページ，ECショップを作るだけでは売り上げは見込めない！ 2名

～より多くの人に選ばれるサイトにする対策～

講師：足達 直樹 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10月22日 創業者向け準備セミナー

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2年10月26日 社員，アルバイト，パートさんのやる気を引き出すセミナー

少子高齢化が進み人材不足確保が困難な時代！！ 4名

～限られた人員で最大の結果を出すために！～

講師：隈元 和己 コーディネーター

令和2年10月27日 時代に生き残る！youtubeで集客と売上アップセミナー

youtubeをビジネスに取り入れよう！～動画をアップする前に注意 3名

することから機材・編集ソフトまで～

講師：足達 直樹 コーディネーター

令和2年10月29日 販路拡大パワーアップセミナー

百貨店に売り込むコツ教えます！ 3名

～元百貨店バイヤーがこっそり話します～

講師：森 武志 コーディネーター

令和2年11月9日 初心者大歓迎！ECサイトで儲かるには セミナー

ネット通販で繁盛店になる方法 ～目指せ売り上げUP～ 6名

講師：浅井 南 コーディネーター

令和2年11月13日 インスタグラムセミナー インスタグラム初級編

講師：満留 隆一 コーディネーター 4名

令和2年11月16日 初心者向けＬＩＮＥ公式アカウント（旧ＬＩＮＥ＠）

入門編セミナー 6名

ＬＩＮＥをビジネスで活用した集客や販売術

講師：三枝 祥子 コーディネーター

令和2年11月17日 本気のSEO対策で売上アップセミナー

ホームページ，ECショップを作るだけでは売り上げは見込めない！ 5名

～より多くの人に選ばれるサイトにする対策～

講師：足達 直樹 コーディネーター

令和2年11月20日 インスタグラムセミナー インスタグラム中級編

講師：満留 隆一 コーディネーター 4名

令和2年11月30日 補助金・助成金を知ってビジネスに活用しよう！！セミナー

『自分の会社には補助金・助成金なんて関係ない』と思ってい 6名

ませんか？

講師：隈元 和己 コーディネーター

令和2年11月30日 クラウドファンディングセミナー

新しい資金調達の方法と新規ファン作りに挑戦！！ 3名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和2年12月11日 Wordでチラシ作成・素材収集編セミナー

初心者向けフリー画像・素材の集め方 2名

～簡単に誰でも明日からパソコンの達人シリーズ～

講師：三枝 祥子 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12月14日 ネットショップで繁盛店になる！セミナー

自分でできる！売り上げUPの必殺技 4名

講師：浅井 南 コーディネーター

令和2年12月15日 SNSを魅力的に！めっちゃやさしい入門セミナー

デザイナーがこっそり教える！オシャレな写真の撮り方と編集 5名

テクニック

講師：松田 貴志 コーディネーター

令和2年12月15日 時代に生き残る！YouTubeで集客と売上アップセミナー

YouTubeをビジネスに取り入れよう！

～動画をアップする前に注意することから機材・編集ソフト 4名

まで～

講師：足達 直樹 コーディネーター

令和2年12月18日 初心者向けＬＩＮＥ公式アカウント（旧ＬＩＮＥ＠）

入門編セミナー 5名

ＬＩＮＥをビジネスで活用した集客や販売術

講師：三枝 祥子 コーディネーター

令和2年12月23日 店舗の人気アップセミナー

お客さまの声を反映させて人気店になろう！！ 4名

講師：森 武志 コーディネーター

令和2年12月24日 クラウドファンディングセミナー

新しい資金調達の方法と新規ファン作りに挑戦！！ 5名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和3年1月6日 鹿児島の地域ブログ活用セミナー 初級編

無料で簡単に明日からできる地域ブログ集客術！ 2名

～初心者に最もおすすめなネット上の営業方法～

講師：迫田 真吾 コーディネーター

令和3年1月12日 効果的なホームページの作り方セミナー

ホームページを作ったのなら今こそホームページを120％活用 3名

しよう！

講師：長瀬 悠 コーディネーター

令和3年1月12日 初心者OK！ECワークショップセミナー

自分で作るネットショップ～無料カートで今日から開店～ 6名

講師：浅井 南 コーディネーター

令和3年1月14日 初心者向けＬＩＮＥ公式アカウント（旧ＬＩＮＥ＠）

入門編セミナー 4名

ＬＩＮＥをビジネスで活用した集客や販売術

講師：三枝 祥子 コーディネーター

令和3年1月15日 インスタグラムセミナー

インスタの基本から応用を学ぼう 6名

～レベルごとに分けてレッスン～

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和3年1月18日 店舗の人気アップセミナー

お客さまの声を反映させて人気店になろう！！ 1名

講師：森 武志 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3年1月21日 クラウドファンディングセミナー

新しい資金調達の方法と新規ファン作りに挑戦！！ 1名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和3年1月25日 全ての食品関連事業者向け・HACCP(ハサップ）セミナー

～小規模事業者編

～来年2021年6月より完全義務化！！ 2名

～すべての食品関連事業者必見！～

講師：隈元 和己 コーディネーター

令和3年1月26日 本気のSEO対策で売上アップセミナー

ホームページ，ECショップを作るだけでは売り上げは

見込めない！ 4名

～より多くの人に選ばれるサイトにする対策～

講師：足達 直樹 コーディネーター

令和3年2月12日 インスタグラムセミナー

インスタの基本から応用を学ぼう 5名

～レベルごとに分けてレッスン～

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和3年2月15日 販路拡大パワーアップセミナー

百貨店に並ぶ商品とは～売り込む前に学んでおこう～ 5名

講師：森 武志 コーディネーター

令和3年2月16日 本気のSEO対策で売上アップセミナー

ホームページ，ECショップを作るだけでは売り上げは 8名

見込めない！

～より多くの人に選ばれるサイトにする対策～

講師：足達 直樹 コーディネーター

令和3年2月17日 知っておきたい初めて人を雇う時のエトセトラセミナー

一体，何から手続きすれば良いの？～人を雇う時の決まり事 4名

とは～

講師：隈元 和己 コーディネーター

令和3年2月18日 初心者向けＬＩＮＥ公式アカウント（旧ＬＩＮＥ＠）

入門編セミナー 6名

ＬＩＮＥをビジネスで活用した集客や販売術

講師：三枝 祥子 コーディネーター

令和3年2月19日 クラウドファンディングセミナー

新しい資金調達の方法と新規ファン作りに挑戦！！ 3名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和3年2月24日 全ての食品関連事業者向け・HACCP(ハサップ）セミナー 2名

～小規模事業者編

～来年2021年6月より完全義務化！！

～すべての食品関連事業者必見！～

講師：隈元 和己 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3年2月24日 時代に生き残る！YouTubeで集客と売上アップセミナー 8名

YouTubeをビジネスに取り入れよう！

～動画をアップする前に注意することから機材・編集ソフト

まで～

講師：足達 直樹 コーディネーター

令和3年2月25日 初心者OK！ECワークショップセミナー 6名

自分で作るネットショップ～無料カートで今日から開店～

講師：浅井 南 コーディネーター

令和3年3月8日 販路拡大パワーアップセミナー

百貨店に並ぶ商品とは～売り込む前に学んでおこう～ 3名

講師：森 武志 コーディネーター

令和3年3月10日 初心者OK！ECワークショップセミナー

自分で作るネットショップ～無料カートで今日から開店～ 6名

講師：浅井 南 コーディネーター

令和3年3月15日 全ての食品関連事業者向け・HACCP(ハサップ）セミナー

～小規模事業者編

～来年2021年6月より完全義務化！！ 1名

～すべての食品関連事業者必見！～

講師：隈元 和己 コーディネーター

令和3年3月16日 時代に生き残る！YouTubeで集客と売上アップセミナー

YouTubeをビジネスに取り入れよう！ 6名

～動画をアップする前に注意することから機材・編集ソフト

まで～

講師：足達 直樹 コーディネーター

令和3年3月18日 無料ホームページ制作ツール「Wix」入門編セミナー

初心者でも簡単ホームページ作成！！ 6名

～簡単に誰でも明日からパソコンの達人シリーズ～

講師：三枝 祥子 コーディネーター

令和3年3月19日 インスタグラムセミナー

インスタの基本から応用を学ぼう 7名

～レベルごとに分けてレッスン～

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和3年3月23日 本気のSEO対策で売上アップセミナー

ホームページ，ECショップを作るだけでは売り上げは

見込めない！ 5名

～より多くの人に選ばれるサイトにする対策～

講師：足達 直樹 コーディネーター

令和3年3月26日 クラウドファンディングセミナー

新しい資金調達の方法と新規ファン作りに挑戦！！ 5名

講師：満留 隆一 コーディネーター

令和3年3月29日 知っておきたい初めて人を雇う時のエトセトラセミナー

一体，何から手続きすれば良いの？～人を雇う時の決まり事 2名

とは～

講師：隈元 和己 コーディネーター

計 83回 345名
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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

令和2年6月25日 名称等：そうしんアグリビジネスプランコンテスト

(鹿児島相互信用金庫) 内 容：ビジネスプランコンテスト応募者への助言 4名
説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年7月14日 名称等：鹿児島地域振興局研修会

(鹿児島地域振興局) 内 容：ＰＯＰ作成の基礎知識 8名

説明者：新地 美沙 コーディネーター

令和2年7月20日 名称等：令和２年度第１回鹿児島市地域情報化推進委員会

(鹿児島市ICT推進室) 内 容：第四次鹿児島市地域情報化計画の進捗について 10名

鹿児島市の情報化に関する市民意識調査について

説明者：鎌田 香 コーディネーター

令和2年8月5日 名称等：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

(鹿児島県工業倶楽部) 内 容：よろず支援拠点における元年度の支援実績並びに 20名

令和2年度の方針等の説明

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年8月6日 名称等：南薩地域広域指導協議会経営指導員研修会

(南薩地域広域指導協 内 容：伴走型支援事業における販路開拓支援の実施について 12名

議会) 説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年8月18日 名称等：鹿児島興業信用組合セミナー（鹿屋）

(鹿児島興業信用組合) 内 容：ゼロ円でホームページ集客 18名

～今日からできるシリーズ～

説明者：江藤 裕一 コーディネーター

令和2年8月20日 名称等：鹿児島興業信用組合セミナー（鹿児島）

(鹿児島興業信用組合) 内 容：通販特化型デザイナーが教える 16名

withコロナ時代を見据えて

説明者：橋口 真由子 コーディネーター

令和2年8月27日 名称等：令和２年度第１回商品企画選定委員会

(鹿児島県商工会連合 内 容：「かご市」で取り扱う商品の選定・アドバイス 7名

会) 説明者：寳園 純一 コーディネーター

令和2年8月31日 名称等：横川町特産品販売協議会向けセミナー

(霧島市横川総合支所) 内 容：売上拡大セミナー 7名

説明者：寳園 純一 コーディネーター

令和2年9月2日 名称等：Mini J300 in 鹿児島

(一般社団法人女性起 内 容：創業希望者，経営者向けPRシート作成支援 20名

業家スプラウト) 説明者：山之江 清子 ｻﾌﾞﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 他4名

令和2年9月8日 名称等：鹿児島興業信用組合セミナー（鹿児島本店）

(鹿児島興業信用組合) 内 容：ゼロ円でホームページ集客～今日からできるシリーズ～ 18名

説明者：江藤 裕一 コーディネーター

令和2年9月15日 名称等：鹿児島市6次産業化研修会

(鹿児島市生産流通課) 内 容：①売れる商品づくりのポイント 28名

②物を売る時代から物語を売る時代へ

～ＳＮＳを利用した新たな販売手法～

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

三枝 祥子 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9月24日 名称等：薩摩川内市セミナー

(薩摩川内市観光・ 内 容：食品を卸し販売する場合の販売価格（値決め）の付け方 10名

シティセールス課) セミナー～食べないと売れない商品は売れない～

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2年9月26日 名称等：女性のためのスタートアップセミナー

(鹿児島市産業創出課， 内 容：女性の起業に関する助言 31名

鹿児島相互信用金庫) 説明者：三枝 祥子 コーディネーター

令和2年9月28日 名称等：第２期そうしん食の起業家養成アカデミー

(鹿児島相互信用金庫) 内 容：開講式 16名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年9月29日 名称等：奄美いしょむんネットワーク研修会

(奄美いしょむんネッ 内 容：コロナ時代に必要な事 ～人の心をつかむ営業～ 12名

トワーク，鹿児島県大 説明者：寳園 純一 コーディネーター

島支庁)

令和2年10月30日 名称等：霧島市農業経営セミナー

(霧島市農政畜産課) 内 容：新規就農者の経営改善，事業計画作成等について 8名

説明者：川原 新一郎 コーディネーター

令和2年11月12日 名称等：中小企業のための後継者研修（第1期，第1回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：新たな事業承継モデルの実例セミナー 22名

援事務局) ～会社が潰れるほど売れたプリン屋の謎

「父と共に歩んだ夢の道」～

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年11月16日 名称等：日本政策金融公庫職員研修会（国民生活事業）

(日本政策金融公庫) 鹿児島支店 20名

内 容：よろず支援拠点の支援メニューおよび取組内容等

説明者：川原 新一郎 コーディネーター

令和2年11月18日 名称等：中小企業のための後継者研修（第1期，第2回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：物を売る時代から物語を売る時代へ 21名

援事務局) ～SNSを利用した新たな販売手法～

説明者：三枝 祥子 コーディネーター

令和2年11月24日 名称等：令和２年度鹿児島働き方改革推進協議会

(鹿児島労働局) 内 容：働き改革に関する意見・情報交換 45名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年11月25日 名称等：中小企業のための後継者研修（第1期，第3回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：インスタグラムセミナー 18名

援事務局) ～インスタの基本から応用を学ぼう～

説明者：満留 隆一 コーディネーター

令和2年11月25日 名称等：令和2年度第2回鹿児島市地域情報化推進委員会

(鹿児島市ICT推進室) 内 容：鹿児島市の情報化に関する市民意識調査について 5名

説明者：鎌田 香 コーディネーター

令和2年11月27日 名称等：かごしま茶ＰＲセミナー

(鹿児島県農産園芸課） 内 容：ＳＮＳを活用した「かごしま茶」ＰＲについて 15名

説明者：満留 隆一 コーディネーター

三枝 祥子 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11月30日 名称等：日本政策金融公庫職員研修会（国民生活事業）鹿屋支店

(日本政策金融公庫) 内 容：よろず支援拠点の支援メニューおよび取組内容等 7名

説明者：川原 新一郎 コーディネーター

令和2年12月2日 名称等：中小企業のための後継者研修（第1期，第4回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：楽天・Amazon・Yahooなどのモール攻略から，ご自身で 18名

援事務局) ネットショップを始めるセミナー

説明者：浅井 南 コーディネーター

令和2年12月4日 名称等：日本政策金融公庫職員研修会（国民生活事業）川内支店

(日本政策金融公庫) 内 容：よろず支援拠点の支援メニューおよび取組内容等 8名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

川原 新一郎 コーディネーター

令和2年12月9日 名称等：中小企業のための後継者研修（第1期，第5回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：助成金と補助金を知ってビジネスに活用しよう 20名

援事務局) 説明者：隈元 和己 コーディネーター

令和2年12月9日 名称等：さつま町インスタセミナー（初級編）

(さつま町商工観光PR 内 容：明日から使える即実践！インスタ広報戦略術 9名

課) 説明者：満留 隆一 コーディネーター

令和2年12月11日 名称等：地域中小企業支援事業セミナー

(川内商工会議所) 内 容：よろず支援拠点の支援メニューおよび取組内容等 20名

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和2年12月17日 名称等：中小企業のための後継者研修（第1期，第6回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：デザイナーが教えるセンス良いチラシ＆名刺の作り方 12名

援事務局) セミナー 説明者：松田 貴志 コーディネーター

令和2年12月23日 名称等：令和２年度地域おこし協力隊等起業支援セミナー

(鹿児島県地域政策課) （オンライン） 34名

内 容：地域おこし協力隊の起業について

説明者：森 武志 コーディネーター

令和3年1月13日 名称等：中小企業のための後継者研修（第2期，第1回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：新たな事業承継モデルの実例セミナー 14名

援事務局) ～会社が潰れるほど売れたプリン屋の謎

「父と共に歩んだ夢の道」～

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和3年1月18日 名称等：創業者支援セミナー

(鹿児島県信用保証協 内 容：よろず支援拠点とは 18名

会) ～相談事例で紹介 こんなにあります！！

売上拡大のツボ～

説明者：三枝 祥子 コーディネーター

令和3年1月20日 名称等：さつま町インスタセミナー（中級編）

(さつま町商工観光PR 内 容：明日から使える即実践！インスタ広報戦略術 12名

課) 説明者：満留 隆一 コーディネーター

令和3年1月20日 名称等：中小企業のための後継者研修（第2期，第2回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：物を売る時代から物語を売る時代へ 12名

援事務局) ～SNSを利用した新たな販売手法～

説明者：三枝 祥子 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3年1月27日 名称等：中小企業のための後継者研修（第2期，第3回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：インスタグラムセミナー 12名

援事務局) ～インスタの基本から応用を学ぼう～

説明者：満留 隆一 コーディネーター

令和3年2月3日 名称等：中小企業のための後継者研修（第2期，第4回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：楽天・Amazon・Yahooなどのモール攻略から，ご自身で 11名

援事務局) ネットショップを始めるセミナー

説明者：浅井 南 コーディネーター

令和3年2月10日 名称等：中小企業のための後継者研修（第2期，第5回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：助成金と補助金を知ってビジネスに活用しよう 11名

援事務局) 説明者：隈元 和己 コーディネーター

令和3年2月12日 名称等：日本政策金融公庫職員研修会（国民生活事業） 20名

(日本政策金融公庫) 鹿児島支店

内 容：同公庫からの紹介案件に対するよろず支援拠点の支援

事例等

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

川原 新一郎 コーディネーター

令和3年2月17日 名称等：中小企業のための後継者研修（第2期，第6回）

(鹿児島県事業承継支 内 容：デザイナーが教えるセンス良いチラシ＆名刺の作り方 8名

援事務局) セミナー

説明者：松田 貴志 コーディネーター

令和3年2月18日 名称等：あまみ創業塾

(奄美市商工情報課) 内 容：①財務（創業時の資金計画，資金調達など） 28名

②よろず支援拠点の事業説明，事例紹介，

今後の取り組みなど

説明者：寳園 純一 コーディネーター

令和3年2月24日 名称等：かごしま茶ＰＲセミナー

(鹿児島県農産園芸課) 内 容：ＳＮＳを活用した「かごしま茶」ＰＲについて 11名

説明者：満留 隆一 コーディネーター

三枝 祥子 コーディネーター

令和3年3月1日 名称等：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

(鹿児島県工業倶楽部) 内 容：よろず支援拠点における令和2年度の支援実績並びに 20名

令和3年度の方針等の説明

説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

令和3年3月17日 名称等：6次産業化研修会

(鹿児島市生産流通課) 内 容：①ＳＮＳを利用した販路拡大・販売促進について 11名

②ＨＡＣＣＰ義務化について

説明者：三枝 祥子 コーディネーター

隈元 和己 コーディネーター

令和3年3月24日 名称等：ＨＡＣＣＰ義務化対応セミナー

(いちき串木野商工会 内 容：ＨＡＣＣＰの完全義務化の内容及び対応策について 14名

議所) 説明者：隈元 和己 コーディネーター

浅井 南 コーディネーター

計 46回 721名
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〇主な成果

延べ5,635名の相談者から9,419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 3,492,000円 決算額 3,013,430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（９社 延べ４０回）

企 業 名 支 援 テ ー マ

㈱南光 BCP策定による社会的信用力の向上並びに付加価値額の増加

(鹿児島市)

㈱グリーンストア 精肉部門における無添加惣菜等の開発・販売による売上の向上

(奄美市)

㈲菓子処渡辺 種子島産生乳を活用した新商品開発

(中種子町)

キリシマ精工㈱ 「指標の見える化」を通じて，会社のIT化を推進し，経営／現場改

(霧島市) 善を加速する

九州ハーネス㈱ 小集団活動の現場改善による生産性の向上並びに不良率の低減

(志布志市)

㈲島おこしの里 地元の魚介類を使った新商品の開発

(奄美市)

㈱有村屋 現場改善による生産性の向上と効率的な人員配置による働き方改革

(鹿児島市) の推進

㈱九州タブチ 大規模自然災害時に有用なBCPマニュアルの策定

(霧島市)

大福コンサルタント㈱ 実用的なBCP（事業継続計画）の策定・運用

(鹿児島市)

※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

会社数 回数 1社平均

3社 5回 1.6回／社

※中小企業庁の制度を活用するもので，３回まで無料

(4) プッシュ型事業承継支援強化事業 （予算額 36,749,000円 決算額 35,367,229円）

承継コーディネーター，ブロックコーディネーター，経営者保証コーディネーター等を配置し，

県や各支援機関と連携しながら，事業承継支援戦略の策定や事業承継診断で掘り起こされた支援ニ

ーズに対して地域の専門家とともにきめ細かな支援を行った。

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

経営者保証コーディネーター １名（ブロックコーディネーターを兼務）

17



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

相談件数 24 6 15 11 6 11 10 3 3 9 2 － 100

③専門家派遣

決定月 申請件数 派遣回数

４月 １４件 ０回

５月 １０件 １２回

６月 １件 １８回

７月 ７件 ２０回

８月 ０件 １７回

９月 ４件 １０回

10月 ５件 ２１回

11月 ９件 ２１回

12月 １件 １９回

１月 ０件 １２回

２月 ０件 １回

３月 － －

合 計 ５１件 １５１回

※派遣回数は当月以前に派遣決定した企業への派遣回数を含む。

④相談会

開 催 日 等 内 容 参加社数

経営者のための事業承継個別相談会

川内文化ホール等 県内６ヶ所 ・相談対応専門家 11社

令和2年10月７日～10月27日（6回開催） 税理士 木藤 輝

⑤研修会

開 催 日 等 内 容 参加社数

中小企業のための後継者研修（第１期） 後継者としての意識の醸成と必要な知識

Party Hall HINATA の習得（財務・人事労務等） 22社

令和2年11月12日～12月17日（6回開催） ・講師 新屋敷中小企業診断士（中小機 ４支援機関

構事業承継コーディネーター） 他

中小企業のための後継者研修（第２期） 同上

Party Hall HINATA 21社

令和3年1月13日～2月17日（6回開催） ６支援機関

事業承継支援専門家研修会 事業承継施策の概要と事業承継支援の進

Party Hall HINATA め方 等 11名

令和2年11月20日 ・講師 新屋敷中小企業診断士（中小機

構事業承継コーディネーター） 他
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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)

(予算額 9,562,000円 ※決算額 9,123,369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

かつ継続的に支援するため，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。

上記の「※決算額」については，補助金の交付申請，交付決定は県が実施することから，補助金

を除く当センターの執行額である。次ページ以降の「※決算額」も同じ。

○主な成果

令和２年度は新たに経営計画の策定及び実施に取り組む中小企業を１０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，新商品開発のノウハウの向上や

新たな販路獲得につながった。

策定 実施 計

1 ㈱エスポワール 鹿児島市 新分野 食品
地産品を活用した病院・介護等給食事業者向けレトル
ト・加工食品の製造・販売

4,430 4,430

2 ㈱喜界島薬草農園 喜界町 新分野 食品
喜界島産蜂蜜と地域資源を活用した加工食品の製造販
売

1,213 1,213

3 ㈲アジャスト 鹿児島市 新分野 健康・医療
高齢者の自立支援と介護者の負担軽減に役立つ義歯
洗浄用品の開発・販売

2,364 2,364

4 薩摩総研㈱ 指宿市 新分野 自動車 多機能性高強度樹脂材料の開発 4,135 4,135

5 ㈱サクラバイオ 鹿児島市 新分野 食品
新技術真空乾燥技術及びオリジナル納豆菌で作る新食
感，健康によい食品の開発と販路開拓

4,105 4,105

6 ㈱サンテック 薩摩川内市 新分野 健康・医療
多機能双腕ロボット活用による医薬品生産ラインの自動
化促進

3,025 3,025

0 19,272 19,272

7 （株）テクノクロス九州 霧島市 新分野 自動車
業界初のマシニングセンターへ自動搬送ロボットを活用
した自動交換システム

5,039 5,039

8 (株)ＪＵＮ建設 霧島市 新分野 食品
国産コーヒー豆及びコーヒー果実を活用した高付加価値
商品の開発・製造販売

1,007 1,007

9 (有)神川酒造 鹿屋市 新分野 食品
果物農家の規格外の果物を活用した濃縮ジュース，果
物加工品の製造・販売

108 108

10 (株)サツマ超硬精密 鹿屋市 新分野
電子,環境新
エネ

精密複雑形状プレス部品用金型の開発・生産体制の確立によ
る自動車分野の事業拡大及び新分野への進出 4,533 4,533

0 10,687 10,687

11 九州化工(株) 鹿屋市 新分野 電子 半導体洗浄用の低メタルクエン酸の開発と製造 446 446

12 (株)エルム 南さつま市 新分野 健康・医療 生体リズム調整用照明器具の開発 3,621 3,621

13 竹之内穀類産業(株) 鹿児島市 新分野 健康・医療
大麦の食物繊維を最大限に引き出した商品開発と販売
手法の構築による健康食品分野への新市場開拓

800 900 1,700

14 文化社環境事業(株) 鹿児島市 新分野 健康・医療
食品廃棄物を自社乳酸菌にて発酵培養させた健康食品
の製造・販売

800 800

15 枕崎市漁業協同組合 枕崎市 新分野 健康・医療
かつお由来成分を最大限に活かした健康食品の製造・
販売

141 141

16 (有)エスランドル 南九州市 新分野 健康・医療
自社栽培品目と地域産品を活用した健康食材の商品開
発及び販路開拓

103 103

17 (株)オキス 鹿屋市 新分野 健康・医療
鹿児島の｢山野草｣×｢健康｣をﾃｰﾏにした高付加価値商
品の開発と市場開拓

656 656

18
ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾄﾞｳ浜田農園
濵田隆介

錦江町 新分野 食品
自社ワイナリー創設によるワイン醸造の内製化と製品開
発・販路開拓

400 400

19 (有)肉のまるかつ 出水市 新分野 健康・医療
健康志向「プリッとミート」の機能性食品認定による事業
展開

300 1,580 1,880

20 (株)ＢｌｕｅＦｏｒｃｅ 霧島市 創業 電子
焼酎かすから作られる高機能活性炭を電極に用いた安
価で大容量の電気二重層キャパシタの開発

256 628 884

3,456 7,175 10,631

3,456 37,134 40,590

単位：千円

№ 補助事業者名 所在地 区　分 補助事業テーマ
県の交付確定額

備　考

Ｈ３０継続（３年目）　小計

H30
審査

Ｒ１継続（２年目）　小計

Ｒ１
審査

Ｒ２
審査

Ｒ２新規（１年目）　小計

合　　計
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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
中小企業支援機関連携推進会議 ・国・県における事業紹介

令和2年10月29日(木) ・各支援機関施策等説明・紹介

ホテルレクストン鹿児島 ・鹿児島県よろず支援拠点の取り組みについて

国，県，各商工会議所，商工会, ※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

金融機関等61名(44機関）参加 同時開催

第２回 ・国・県における事業紹介

中小企業支援機関連携推進会議 ・各支援機関施策等説明・紹介

令和3年2月18日(木) ・経営革新計画の改正内容及びﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査結果

ホテルウェルビューかごしま ・鹿児島県よろず支援拠点の実績報告及び令和3年度の

国，県，各商工会議所，商工会, 取り組みについて

金融機関等 ※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

会場53名，オンライン22名 同時開催

(53機関）参加

(7) 起業家スタートアップ支援事業（予算額 9,927,000円 ※決算額 9,400,000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。

採択事業者 テ ー マ 県の

(所在地) 交付確定額

合同会社あくね舎 「トラベル・イン・ザ・ニューノーマル」に対応し 800千円

(阿久根市） た非接触・非対面サービス提供による安心安全に滞在

できる宿泊特化型ＩｏＴホテルを目指して

合同会社ANT HOPPER ペットと暮らせる障害者グループホーム 602千円

(鹿児島市）

猪股 春香 島の暮らしをアーカイブする，個人制作冊子の製作事 263千円

(奄美市) 業

今村 博江 改装して清潔感を改善し，種子島のラーメン店として 400千円

（西之表市） の認知度向上事業

祝 愛弓 奄美大島の特産物を使い，地産地消に繋げられ地域貢 285千円

(瀬戸内町) 献できるクレープ屋さん。

植田 珠代 屋久島の豊かな食材を季節ごとに味わえる，大自然に 320千円

（屋久島町） 囲まれた可愛い山小屋風テイクアウトカフェ

内村 広志 家族みんなで行こう！ 800千円

(鹿屋市) 理容所・美容所一体となったユニセックスサロンの開

業

株式会社オービジョン 鹿児島県の農産物や加工品を産地直送でお届けする 783千円

(鹿児島市) 「鹿児島生まれ」に特化したお取り寄せ通販・ギフト

のインターネット販売

釜 優貴美 ＩＣＴと島内外の社会関係資本を活用した学びの提案 525千円

(知名町） と離島留学のススメ

～離島における新しい学びと創造の場の展開～

勘場 優 離島及び高齢者施設への出張サービス，一人一人にあ 800千円

(薩摩川内市) った繊細なヘアケアを提供する地域密着型美容室の開

業
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採択事業者 テ ー マ 県の

(所在地) 交付確定額

NPO法人窪田福祉会 障害者が楽しく，誇りを持って働け，地域の活性化に 800千円

(鹿屋市) つながる福祉事業所の開業

KTインベスト合同会社 遊休物件を活用したスペースレンタル事業 454千円

(鹿児島市)

五粒に種 高齢化した過疎地域で地産地消の特産品を製造・販売 800千円

(曽於市) することで，賑わいを取り戻したい！

G cafe 朝活と主婦・若い女性の方々の起業を支援するカフェ 762千円

(鹿屋市) のオープン

水産加工グループ 獅子島から望む八代海の絶景を背に食べる漁師のおも 786千円

島のごちそう てなし料理を日本全国にＰＲしたい

(長島町)

株式会社 Junimo 住宅・店舗・商業施設などの空間コーディネート，プ 797千円

(鹿児島市) ロデュースの展開

進藤 鈴子 インバウンド，ホームステイ学生に特化した民泊事業 800千円

(肝付町） へのチャレンジ

株式会社 SOLcreators 機材充実による技術力向上で，顧客のオーダーを忠実 800千円

(志布志市） に再現する広告動画を制作！

志布志から全国へ発信力強化！！

高橋 真理亜 癒やしと綺麗スッキリ美容室・地域のお母さんの 800千円

(曽於市） Ｈａｐｐｙ綺麗のお手伝い

瀧田 恵理香 地域の活性化を促すコインランドリー事業 800千円

(奄美市)

鶴薗 慎二郎 自費（保険適用外）で行うリハビリで地域に貢献する 329千円

(鹿児島市)

ＴＣフーズ 鹿児島県産・九州産の食材を使用した炭火焼鳥で鹿児 577千円

(鹿児島市) 島・九州を盛り上げる！

都井 舞 最高の癒やしを提供するリラクゼーションサロン 800千円

(姶良市）

二代目 京乃家 人，食材，酒，生産者。 727千円

(鹿児島市) いい人，いいモノ繋ぐ，天文館の原動力

株式会社 過疎地域の活性化につながる，地域産物を活用したク 800千円

Honey Forest Brewing ラフトビールや冷菓等を販売する店舗の開業

(南大隅町)

Balance（バランス） 業種に合わせて様々なヘルスケアをコーディネートし 733千円

(鹿児島市) て提供。従業員の心身のバランスを整え，事業所様の

業績アップに繋げる。

東 左京 手打ちそばうどん店の運営。 752千円

(日置市) 地域活性化と国道328号線を利用する方の利便性向上

をはかる事業計画

日高 康浩 山川産鰹節と自家製野菜と地元魚の食材で「だし」を 800千円

(指宿市) 楽しむ和食事業

Potential Support こどもから大人までスポーツ・運動を通して健康な身 800千円

(鹿屋市) 体づくりをサポートするトレーナー事業
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採択事業者 テ ー マ 県の

(所在地) 交付確定額

前岡 紀光 和の空間に合い，ワイン，ウィスキー，日本酒など主 800千円

(日置市) にお酒の香りを楽しむグラスと，普段使いできるガラ

ス器の製造販売とキャンドルの販売

松澤 秀邦 地域の食材を使った季節を感じるパンとお菓子と日用 800千円

(出水市) 品の店

まつもと石谷整骨院 夫婦で提供する働く世代向けの心と体のトータルヘル 29千円

(鹿児島市) スケア

松本 和奏 与論の自然の恵みを活かして，人々に心身の癒やしと 166千円

(与論町) 活力を与えるリラクゼーションサロン

丸山 哲史 学習・運動特化型放課後等デイサービスによる発達障 800千円

(鹿児島市) 害者の自立支援

結いジャパン株式会社 大島紬を県外へ 508千円

(奄美市) 販路拡大の架け橋になる

ゆう整骨院 一人一人に合った姿勢指導及びトレーニング指導で健 461千円

(鹿児島市) 康維持，怪我予防を目指す

ユーファーム株式会社 有機農家が経営する一棟貸切の宿「木の匙」 618千円

(指宿市)

横浜家系ラーメン天命天来 地元の食材を活かした「横浜家系ラーメン」の販売促 459千円

(鹿屋市) 進とCS向上事業

吉留 香月 地元産の野菜等を活用した調味料や冷菓等の製造を通 800千円

(鹿屋市) した高齢者等地域住民の憩いと健康づくり

渡邉 和泉 地域の食材を使った中華饅頭や調味料などの加工・販 800千円

(大崎町) 売事業

合 計 ４０件 25，736千円

(8) プロフェッショナル人材戦略拠点事業（予算額 32,313,000円 決算額 30,954,000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 ３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 16 10 8 22 14 24 14 7 15 21 19 6 176

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 7 2 9 9 13 11 8 7 6 0 3 2 77

※成立件数 （開設～H29年度 26件），（H30年度 34件），（R1年度 96件）
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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３年３月12日(金) 議題
13：55～14：50 ①県プロ人戦略拠点の活動状況について

22名
ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ福丸 ②令和３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

⑤地域金融機関部会

開催日時・開催場所 内 容 参加者

令和２年８月20日(木) 議題
15：00～16：00 ①県プロ人材戦略拠点の活動状況について 16名
ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ福丸 ②次回「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

令和２年12月18日(金) 議題
15：00～16：00 ①県プロ人材戦略拠点の活動状況について 14名
ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ福丸 ②次回「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

決定月 企 業 名 支 援 テ ー マ
派遣決定 派遣回数

回 数 累 計

コロナ後の「新たな食の時代」を想定しながら，

10月 (株)鹿鳥食品 ①製造管理人材，②商品開発人材，③直販体制構 4回 4回

築人材，④ＩＴ・システムエンジニア人材の確保

について具体的な人材像を絞り込む

財務改善を優先的に着手し，中長期的な「経営改

12月 (株)ミツオ工建 善計画」を策定し，社長を支える「中核人材」の 4回 2回

確保につなげる。

合計 2社 2件 8回 6回

⑦企業成長セミナー

開催日時・開催場所 内 容 参加者

令和２年11月２日(月) ①事例発表

13：30～15：30 地方中小企業の外部プロ人材の活用法

ﾎﾃﾙ ﾚｸｽﾄﾝ鹿児島 発表者：株式会社オキス 経営企画部課長 岡本 雄喜 55名

②講演

コロナ禍における労働市場と事業成長のための人材確保の勝

ち筋 ～先行き不透明だからこそ“チャンス”～

講師：株式会社リクルートジョブズ

ジョブズリサーチセンター長 宇佐川 邦子
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⑧副業・兼業活用セミナー

開催日時・開催場所 内 容 参加者

令和３年１月14日(木) ①講演テーマ

13：30～15：40 中小企業の業務デジタル化のポイントと実行ノウハウ

鹿児島東急REIﾎﾃﾙ 講師：ＪＯＩＮＳ株式会社 代表取締役 猪尾 愛隆 32名

②講演テーマ

今，注目される「副業・兼業」の活用策を探る

～外部人材活用サービスのポイント～

講師：ﾊﾟｰｿﾙｷｬﾘｱ(株) i-common統括部 神里 優斗

ﾊﾟｰｿﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ(株) Loinoﾕﾆｯﾄ 営業責任者 中村 祥吾

⑨プロ人材求人相談会の開催

開催日時・開催場所 内 容 参加者

令和２年10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 事業者等との相談会を開催。 80名

TKPｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ鹿児島中央 ①プロ人材求人企業 １８社

②人材紹介事業者等 １２社

令和３年２月19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 事業者等との相談会を開催。 67名

鹿児島東急REIﾎﾃﾙ ①プロ人材求人企業 １７社

②人材紹介事業者等 １１社

(9) 新生活様式導入応援創業支援事業（予算額 4,427,000円 ※決算額 3,076,000円）

「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等に沿った「新しい生活様式」へ対応する取組を後

押しし，新たなビジネスモデルの起業を支援するため，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。

①一般枠

採択事業者 テ ー マ 県の

(所在地) 交付確定額

Atelier Lamuse 子供から大人まで手作りを通して創造性を向上し・ス 607千円

(鹿児島市） トレスの軽減に繋がり心ときめき癒やされる物作りを

広める

Alley Cats 認知度アップとＣＳ向上を目的として 店舗リフォー 1,000千円

(鹿屋市) ムで販売促進事業

Hair house OHANA 居心地の良いプライベート空間の創出ときれいになり 1,000千円

（伊佐市） たい，癒やされたいを満たす美容室の展開

菊浦 杏子 鹿児島の郷土料理が楽しめるこだわりもつ鍋屋 1,000千円

(鹿児島市)

株式会社 木の芽風 子ども達が環境的にも空間的にも，安心してのびのび 1,000千円

（鹿児島市) と過ごすことのできる療育事業

きりしまプロジェクト 霧島温泉郷活性化計画第一弾 1,000千円

(霧島市) シェアキッチン型飲食店からの地域活性

グローアップワークス 事業拡大に向けた事務所と保管倉庫の整備，工具導入 1,000千円

(姶良市) による作業の効率化，及び業務中の感染リスクを低減

させるための取り組み

うち
ﾘﾓｰﾄ参加

６ 名
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採択事業者 テ ー マ 県の

(所在地) 交付確定額

心 美容室に行けない方に再び美容室へおしゃれ支援事業 601千円

(霧島市) による訪問美容

塩屋 大輔 ドライブスルー形式を活用した接客体制と，３密を避 1,000千円

(鹿屋市) けて安心して撮影が出来る写真館の新規創業

居酒屋 真 安全・安心した料理供給及び感染症対策 1,000千円

(鹿屋市)

３６０（ｽﾘｰｼｯｸﾃｨｰ） 鹿児島発信”女性を魅力的に美しく”するセレクトシ 444千円

(鹿児島市) ョップの構築

SOCO HAIR 新しい生活様式に対応した美容室造りと接客対応 1,000千円

(西之表市)

太閤ラーメン 復活【太閤ラーメン】で溝辺の町を元気に！ 1,000千円

(霧島市)

高槻鍼灸院 女性客をターゲットとした美容鍼灸施術所の開設 896千円

(姶良市)

竹下 和孝 個室を中心とした鍋と天ぷらメインの飲食店

(薩摩川内市) 1,000千円

竹元 健介 鹿児島県産の赤鶏と，地元野菜を食材とした焼き鳥屋 1,000千円

(いちき串木野市) を開業し，市内外より集客を図り，地域を盛り上げて

いく

椿 文洋 感染予防対策万全なパーソナルな空間を提供する整・ 1,000千円

(鹿児島市) 接骨院

中筋 千夏 「新しき良き時代に，千の幸せを花で作りたい」ブリ 1,000千円

(鹿児島市) ザーブドフラワーの店舗販売とネット販売の構築

花井 密を避けゆったりとした安心の空間で特別な料理が楽 1,000千円

(鹿児島市) しめる飲食店の開業

パン工房 Ｏ’Ｚ その時季にある地場の素材を活用したパンを手頃な価 1,000千円

(日置市) 格で提供する地域に根差したパン工房

東 彩 キッチンカーによる「日置米おこわ」と「米粉菓子」 1,000千円

(日置市) の販売促進事業

堀田 康二 コロナ禍でもテイクアウトして楽しめる！ 1,000千円

(霧島市) 地元産の食材を使用した地域密着型のピザ店

ゆめ屋 西之表初！ 中はジューシー，外はカリッとしたか 1,000千円

(西之表市) ら揚げ専門店開業

合 計 ２３ 件 21，548千円

②起業家スタートアップ支援事業採択者枠

採択事業者 テ ー マ 県の

(所在地) 交付確定額

猪股 春香 島の暮らしをアーカイブする，個人制作冊子の製作事業 111千円

(奄美市)

内村 広志 家族みんなで行こう！ 171千円

(鹿屋市) 理容所・美容所一体となったユニセックスサロンの開業

勘場 優 離島及び高齢者施設への出張サービス，一人一人にあ 148千円

(薩摩川内市) った繊細なヘアケアを提供する地域密着型美容室の開業
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採択事業者 テ ー マ 県の

(所在地) 交付確定額

株式会社 Junimo 住宅・店舗・商業施設などの空間コーディネート，プ 45千円

(鹿児島市) ロデュースの展開

進藤 鈴子 インバウンド，ホームステイ学生に特化した民泊事業 142千円

(肝付町) へのチャレンジ

高橋 真理亜 癒やしと綺麗スッキリ美容室・地域のお母さんの 184千円

(曽於市) Ｈａｐｐｙ綺麗のお手伝い

都井 舞 最高の癒やしを提供するリラクゼーションサロン 192千円

(姶良市)

Balance（バランス） 業種に合わせて様々なヘルスケアをコーディネートし 200千円

(鹿児島市) て提供。従業員の心身のバランスを整え，事業所様の

業績アップに繋げる。

東 左京 手打ちそばうどん店の運営。 180千円

(日置市) 地域活性化と国道328号線を利用する方の利便性向上

をはかる事業計画

日高 康浩 山川産鰹節と自家製野菜と地元魚の食材で「だし」を 168千円

(指宿市) 楽しむ和食事業

前岡 紀光 和の空間に合い，ワイン，ウィスキー，日本酒など主 199千円

(日置市) にお酒の香りを楽しむグラスと，普段使いできるガラ

ス器の製造販売とキャンドルの販売

松澤 秀邦 地域の食材を使った季節を感じるパンとお菓子と日用 170千円

(出水市) 品の店

まつもと石谷整骨院 夫婦で提供する働く世代向けの心と体のトータルヘル 193千円

(鹿児島市) スケア

丸山 哲史 学習・運動特化型放課後等デイサービスによる発達障 200千円

(鹿児島市) 害者の自立支援

吉留 香月 地元産の野菜等を活用した調味料や冷菓等の製造を通 148千円

(鹿屋市) した高齢者等地域住民の憩いと健康づくり

渡邉 和泉 地域の食材を使った中華饅頭や調味料などの加工・販 200千円

(大崎町) 売事業

合 計 １６ 件 2，651千円

(10) 鹿児島県経営品質賞事業（予算額 977,000円 決算額 724,486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。

受 企 業 名 (株)南光

賞 代 表 者 代表取締役社長 上田平 孝也

組 所 在 地 鹿児島市七ツ島２丁目１番地

織 事業内容 製造業

賞 区 分 優秀賞

※表彰式：令和３年２月２日（火），於：県庁会議室
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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 900,000円 ※決算額 841,966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 県の交付確定額

R2.6.12 鹿児島精機㈱ 定圧ピンゲージ保持器の開発 2,701,052円

（霧島市）

合 計 １ 件 2,701,052円

（継続分）

交付決定日 企 業 名 研 究 開 発 テ ー マ 県の交付確定額

R2.5.13 ㈲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 2,263,155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

R2.5.13 農業生産法人㈲ アレルギー症状の抑制に寄与する機能性表示食 2,208,670円

十津川農場 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

R2.5.13 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 2,061,847円

（出水市） 止材の開発

合 計 ３ 件 6,533,672円

＊補助金の交付決定及び交付は県が実施

(2) 食品関連産業「カイゼン」活動強化支援事業（予算額 9,510,000円 決算額 8,889,459円）

食品関連企業に対して，カイゼン活動による,質が高く効率的な生産現場作りを，より一層推

し進めることで，企業の利益の拡大を図り，新商品開発や販路開拓への取組を促進するため，

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

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

社 数 １５ ２０ ２２ ２１ １９ １８ １７ １７ １７ ２０ １６ １２ ２１４

(実企業数) (15) (6) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (23)

回 数 １５ ２０ ２３ ２３ ２１ ２４ ２２ １９ ２０ ２２ １７ １４ ２４０

②食の「カイゼン」ゼミの開催

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

社 数 ０ ２ ８ ６ ７ ７ ４ ５ ４ ３ ２ １ ４９

(実企業数) (0) (2) (7) (2) (0) (1) (1) (2) (1) (0) (0) (0) (16)

回 数 ０ ２ ８ ７ ８ ７ ４ ５ ４ ３ ２ １ ５１
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③ゼミ成果発表会(事例報告)のオンライン配信

配 信 日 時 配 信 会 場 【発表企業：テーマ】

＜発表企業：５社＞

１ 水溜食品(株)：

・生産計画の立案から運用

令和3年2月5日（金） マリンパレス鹿児島 （１年間の月ごとの生産計画の立案）

・生産性の向上

14:20～16:10 【総参加： 65社等 121名】 ２ ㈱エヌチキン：・生産計画

(内訳) ・歩留改善

1 配信先：58社等101名 ・作業効率改善

ZOOM（Web会議ア 2 会 場： 7社等 20名 ３ ㈱丸俊：・作業者のスキルアップ

プリ）によるオ ・生産性向上

ンライン配信 ４ ㈱ビッグファイブ：

・作業時間分析による生産性向上

（清掃作業手順書，在庫管理，

残業時間管理）

５ 後藤漬物㈱：・廃棄ロス削減

・生産性向上

(3) 戦略的基盤技術高度化支援事業 （予算額 79,085,000円 決算額 76,378,415円）

国の公募事業において中小企業・小規模事業者が大学・公設試等と連携して行う研究開発や試作

品開発を事業管理機関として支援し，ものづくり基盤技術の向上を図った。

（継続分）

《 国からセンターへの交付確定 》 （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

R2.4.1 世界初の脂溶性ポリフェノール 検討会 R2. 8. 5 R2.4.1 交付確定額

の量産化を目的に，独自の抽出 第1回推進委員会 ～R3.3.31 38,376,371円

・濃縮・精製技術による焼酎か R2.10.16 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 2,900,182円

R3.1.14

合 計 １件 38,376,371円

《 センターから研究等実施機関への交付確定 》

交付決定日 研 究 等 実 施 機 関 センターの交付確定額

R2.4.1 薩摩酒造㈱ (法認定中小企業） 26,462,680円

㈱ジェヌインR＆D 6,347,416円

国立大学法人 京都大学 2,666,093円

合 計 ３件 35,476,189円

（新規分）

《 国からセンターへの交付確定 》 （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

R2.7.17 ピュアなセルロースである脱脂 検討会 R2. 8.28 R2.7.17 交付確定額

綿を原料とする健康食品向けセ 第1回推進委員会 ～R3.3.31 38,002,044円

ロビオースの実用化 R2.10.28 内センター分

第2回推進委員会 2,482,061円

R3.1.19

合 計 １件 38,002,044円
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《 センターから研究等実施機関への交付確定 》

交付決定日 研 究 等 実 施 機 関 センターの交付確定額

R2.7.17 カクイ㈱ 27,619,066円

鹿児島県工業技術センター 3,720,288円

国立大学法人 東京大学 4,180,629円

合 計 ３件 35,519,983円

(4) 輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業 （予算額 7,000,000円 ※決算額 6,673,128円）

加工食品等の輸出拡大を図るため，食品製造事業者等が行う輸出先のニーズに対応したHACCP等の

基準を満たすために必要な施設等の整備を支援した。

交付決定日 実施機関 実施期間 県の交付確定額

R2.4.1 小城製粉㈱ R2.4.1 ～ R3.3.31 26,789,600円

町田酒造㈱ 82,358,000円

福山黒酢㈱ 4,808,000円

㈲かねやま 0円

合 計 ４件 113,955,600円

(5) 食品製造業海外認証取得支援事業 （予算額 3,053,000円 決算額 3,044,782円）

県内食品製造業者が海外市場の求める食品安全規格に対し，差別化を図ることで，世界に通

用する企業へと育成・強化するため，海外展開に必要な国際的な規格の認証取得を目指す取組

みを支援した。

①助成事業の実施

海外展開に必要な認証取得に向けた取組みを行う食品製造業者等に対し，その経費の一部を

助成した。

助 成 対 象 者 事 業 テ ー マ 交付確定額

㈱オキス FSSC22000取得に向けた社内体制の構築 1,000千円

（鹿屋市）

㈱奄美大島開運酒造 ISO22000認証取得に向けた社内体制の構築 1,000千円

（大島郡宇検村）

合 計 ２ 件 2,000千円

②相談対応

食品衛生管理等の認証取得に関する課題を抱える県内食品製造業者に対し，個別相談に対応

した。

日 時 相談企業等 相談事項

１ 4月20日 日本ガスアグリ(株) 県内でのHACCPに関する指導を行うところは？

２ 5月13日 ㈲酒元水産加工所 海外輸出の安心・安全レベルはどの程度か?

３ 6月 4日 ㈲大伸食品 HACCP認証のための指導を受けられないか？

４ 6月29日 ICTプロデュース ・海外輸出は，HACCPを取得すればできるのか?

・タイ輸出では，ISO9001でも可能なのか?

５ 9月 8日 (株)鹿児島銀行 センター以外に海外展開支援をしているコンサルタントや団体

は？

６ 1月14日 本坊酒造㈱ ・業種による取組の違いはあるか?

・５０人未満とは事業所別か?

・罰則規定等はあるか?

７ 1月14日 ㈲九面屋 HACCP認証取得に係るコンサルを選ぶ際のポイントは?

計 ７件
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③情報提供（HACCPオンラインセミナー）

食品衛生管理等の認証取得に関する知識等の普及を図るため，オンラインによるセミナーを

開催した。

開催日時・開催方式 内 容 参加者

令和３年１月14日(木) 【１部】企業経営者等へのHACCPの概要と認証の違い

13：00～16：30 ～やりたいことによって違う!規格の種類～

【２部】HACCPの運用に必要な従業員の取り組み ４７社

ZOOM（Web会議アプリ）に ～食の安全を守るために必要な知識～ ７５名

よるオンラインセミナー

講師 鹿児島大学農学部准教授 濱中 大介 氏

〃 紙谷 喜則 氏

３ 地域資源活用支援

(1) 魅力ある食品開発支援事業 （予算額 1,000,000円 決算額 989,444円）

本県の地域資源である良質で豊富な農林水産物を活用し，機能性表示食品やハラル認証食品等に

向けた付加価値の高い食品の研究開発や商品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。

交付決定日 企 業 名 研 究 開 発 テ ー マ 交付確定額

R2.6.18 ㈱ＹＳフーズ 鹿児島県産の農畜水産物を使用したロングライ 989,444円
（鹿児島市） フ惣菜の開発

合 計 １ 件 989,444円

(2) 輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業（再掲）

(3) 新製品等販路拡大支援事業（再掲）

４ 研究開発・技術支援

(1) 先端技術研究開発支援事業 （予算額 4,892,000円 決算額 4,236,652円）

自社のアイデアや技術を活用し，①オンリーワンといえる革新的な新技術・新製品の研究開発，

②AI・IOTやロボット等先端的な技術を活用したシステム開発等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。

交付決定日 企 業 名 研 究 開 発 テ ー マ 交付確定額

R2.6.18 マトヤ技研工業㈱ 豚枝肉肋骨先端検出装置の開発 1,607,832円
（曽於市）

R2.6.18 ㈱おおすみテクノ 農業でのドローン使用の実用化及び用途拡大 1,980,000円

（大崎町）

合 計 ２ 件 3,587,832円

(2) 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 840,340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。

①窓口対応

区 分 企 業 等 大学・高専 公設試・行政等 合 計

累 計 １３５件 １件 ６件 １４２件

≪相談内容及び用件別内訳≫ （単位：件）

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 27 60 4 6 19 9 0 0 0 0 3 14 142
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②シーズ・ニーズ調査

区 分 企 業 等 大学・高専 公設試・行政等 合 計

累 計 ３２件 ５件 ９件 ４６件

③産学官連携コーディネート （１６件）

実 施 日 企 業 等 研 究 機 関 等 分 野

5月14日 カクイ㈱ 産業技術総合研究所 受託試験

5月19日 ㈱ＹＳフーズ 大隅加工技術研究センター ロングライフ惣菜

7月 9日 ㈱ＮＥＷＭ 鹿児島県工業技術センター プラスチック製造

7月28日 ICTプロデュース 鹿児島県中小企業団体中央会 試作に対する助成制度

7月28日 エンザイムテクノロジー ふくおかフィナンシャルグ 研究開発に対する助成制度

ループ企業育成財団

7月30日 ㈱七呂建設 ふくおかフィナンシャルグ 研究開発に対する助成制度

ループ企業育成財団

8月 5日 テックス㈱ 鹿児島県工業技術センター 表面処理技術

8月 6日 インターマン㈱ 鹿児島県産業立地課 機器試作

8月 7日 農業生産法人㈲十津川農場 農林水産消費安全技術セン 新製品開発

ター

9月11日 農業生産法人㈲十津川農場 大隅加工技術研究センター 包装資材

10月 7日 アサダメッシュ㈱ 鹿児島大学産学・地域共創 事業化支援

センター

11月 2日 ㈱内野ケルン 鹿児島県知財総合支援窓口 知的財産の取得

11月 6日 アサダメッシュ㈱ 鹿児島県工業技術センター 表面処理技術

11月12日 ㈱ＦＧＳ 鹿児島大学産学・地域共創 養殖技術

センター

11月30日 ㈲木原製作所 鹿児島県工業技術センター 金属加工技術

12月18日 ㈱七呂建設 鹿児島県工業技術センター 染色技術

(3) 中小企業等外国出願支援事業（予算額 2,982,000円 決算額 2,916,175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 交付確定額

特 許
(有)工房Ryo （鹿児島市) 移乗装置 542千円

(株)大新 （指宿市) 藻類育成装置及び藻類育成方法 510千円

(株)日鰻 （指宿市) 藻類育成装置及び藻類育成方法 510千円

(株)大橋製茶（鹿児島市) 粉末状食品，飲料及び粉末状食品の製造方法 220千円

小 計 ４ 件 1,782千円

商 標
小正醸造(株) の海外商標登録 503千円

(日置市)

(株)エイティー今藤 の海外商標登録 420千円

(薩摩川内市)

リプサ(株) （伊佐市) 「リプサ」の海外商標登録 67千円

リプサ(株) （伊佐市) の海外商標登録 63千円

リプサ(株) （伊佐市) 利普萨の海外商標登録(リプサの中国語読み) 63千円

小 計 ５ 件 1,116千円

合 計 ９ 件 2,898千円
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(4) かごしま産業技術賞事業（予算額 1,406,000円 決算額 1,233,429円）

県内の中小企業等が平成29年４月以降に開発した新製品又は新技術で，県産業の振興に寄与して

いるものを表彰した。

賞区分 内 容

大 賞 キリシマ精工(株)（霧島市）

患者と歯科医の負担軽減を実現する歯列矯正具

奨励賞 薩摩総研(株)（指宿市）

金属に代わる射出成形用シリコーン樹脂材料

特別賞 (株)日置精工（日置市）

小さな躯体で大きな仕事，多層式ドラム回転型食品選別機

（さつまいもチップ選別機・落花生選別機）

(5) 重点業種研究開発支援事業（再掲）

(6) 中小製造業者創業・新分野進出等支援事業（再掲）

(7) 戦略的基盤技術高度化支援事業（再掲）

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 384,661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２回，鹿児島市にお

いて実施した。

実施年月日等 内 容

・ビジネスプラン発表

第79回(令和２年度第1回) ①カクイ(株)（鹿児島市）

セロビオース開発の経緯 ～なぜ綿屋が機能性物質を～

令和２年10月14日(水) ②三州産業(株)（鹿児島市）

鹿児島東急REIホテル 植物検疫に用いられるモジュール型蒸熱処理装置の販路拡大

15:00～17:30 ③(株)鹿児島イーデン電気（鹿屋市）

参加者：79名 光触媒を用いた抗菌施工による感染予防対策としての販路拡大

・第12回かごしま産業技術賞受賞記念報告

第80回(令和２年度第2回) ①キリシマ精工(株)（霧島市）

患者と歯科医の負担軽減を実現する歯列矯正具

令和３年２月10日(水) ②薩摩総研(株)（指宿市）

鹿児島東急REIホテル 金属に代わる射出成形用シリコーン樹脂材料

15:00～17:00 ③(株)日置精工（日置市）

参加者：75名 小さな躯体で大きな仕事，多層式ドラム回転型食品選別機

（さつまいもチップ選別機・落花生選別機）
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(2) 新製品等販路拡大支援事業 （予算額 3,554,000円 決算額 2,243,130円）

県内中小企業者等が自ら開発した新商品・新製品の販路を拡大するため，国内で開催される

商談会・展示会に参加し，または県外の取引先や商社等を県内に招へいし，商談会等を行う者

に対し，その経費の一部を助成した。

①国内商談会出展助成

助成対象者 テ ー マ 交付確定額

(所在地) （展示会等名）

鹿児島精機(株) 東日本エリアでの新規取引先拡大 233千円

（霧島市） ピンゲージ保持器，深穴製品

（第25回機械要素技術展）

農業生産法人 新商品『伝承びわ茶』を，全国の美と健康に関心の高い層向け 395千円

(有)十津川農場 に国内流通販路開拓

（南大隅町） 伝承びわ茶

（健康博覧会）

タートルベイ醸造 奄美クラフト・ハイボールのスーパーへの販路拡大 81千円

（徳之島町） 奄美クラフトハイボール

（第55回スーパーマーケット・トレードショー2021）

おそう菜のお店 九州の食を全国へもっと！全国の食を九州にもっと！ 102千円

うえの屋 姶良アゴ肉(秘伝の塩味），姶良アゴ肉(秘伝の醤油味）

（姶良市） （FOOD STYLE 2020 in fukuoka）

猩々農園(株) あまざけの都市圏での販路開拓 74千円

（伊佐市） お米農家 猩々農園が作ったあまざけ

（FOOD STYLE 2020 in fukuoka）

(株)WISHシステム 公共ＩＴソリューションＥＸＰＯへの出展 500千円

コンサルティング Moodleを使用したシステム，RFIDを使用したシステム

（鹿児島市） （第1回 公共ＩＴソリューションＥＸＰＯ）

（有）エール 「おくら茶」の健康・美容市場へ御販路拡大 470千円

（指宿市） おくら茶

（健康博覧会）

計 ７件 1,855千円

②県外企業招へい商談助成

助成対象者 テ ー マ 等 交付確定額

(所在地)

鹿児島精機(株) ピンゲージ・深堀製品の販路拡大 51千円

（霧島市） ピンゲージ保持器，深穴製品

（神奈川，京都の取引先など）

農業生産法人 新商品『伝承びわ茶』の国内販路開拓，十津川農場『びわ茶』 117千円

(有)十津川農場 シリーズの知名度アップ

（南大隅町） 伝承びわ茶

（東京・さいたまの取引先など）

カクイ(株) カクイオイルキャッチャーを中部圏内で販路拡充 61千円

（鹿児島市） カクイオイルキャッチャー

（名古屋の取引先など）

計 ３件 229千円
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(3) 取引あっせん強化推進事業（予算額 5,862,000円 決算額 3,884,464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 令和3年3月16日(火)

開催場所 ホテルウェルビューかごしま（鹿児島市）

参加企業
発注企業 9社（うち1社はリモート参加）

受注企業 40社

総面談数 78件

実 績 商談成立件数 3件 初回取引金額 241千円

②ミニ商談会の開催

開催期間 令和2年11月6日(金)

開催場所
鹿児島県内企業

(発注企業が受注企業を訪問する面談方式）

参加企業
発注企業 1社

受注企業 2社
総面談数 2件

実 績 商談成立件数 1件 初回取引金額 4千円

開催期間 令和3年3月17日(水)

開催場所
鹿児島県内企業

(発注企業が受注企業を訪問する面談方式）

参加企業
発注企業 1社

受注企業 4社
総面談数 4件

(4) モノづくり取引開拓出展支援事業（予算額 10,132,000円 決算額 9,775,976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。

展示会名 第5回名古屋機械要素技術展（愛知）

開催期間 令和2年9月9日(水)～11日(金)

開催場所 愛知県国際展示場（愛知県）

主 催 者 リードエグジビションジャパン㈱

来場者数 10,720人

展示企業
県内企業10社の製品展示 （1小間）

(小間数)
㈱大迫精機，鹿児島ケース㈱，鹿児島精機㈱，㈱サンライズ精工，㈱ステップ，

㈱南光，ﾈｸｻｽﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱，フォービステクノ㈱，八幡金属㈱，㈱ライラック

実 績 商談成立件数 7件 初回取引金額 402千円

展示会名 第25回機械要素技術展（東京）

開催期間 令和3年2月3日(水)～5日(金)

開催場所 幕張メッセ（千葉県）

主 催 者 リードエグジビションジャパン㈱

来場者数 8,558人

展示企業
県内企業8社と共同出展 （4小間）

(小間数)
鹿児島精機㈱，キリシマ精工㈱，㈱中川製作所 樋脇工場，㈱南光，

ネクサスプレシジョン㈱，㈱パーツ精工，㈱ホープ精工，元田技研㈱

実 績 商談成立件数 2件 初回取引金額 5,260千円
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(5) モノづくり情報収集提供事業（予算額 2,319,000円 決算額 968,167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 0 1 14 8 7 8 21 11 14 4 4 7 99

受注企業訪問数 7 4 23 17 20 16 14 14 13 20 17 24 189

計 7 5 37 25 27 24 35 25 27 24 21 31 288

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 0 0 8 2 2 6 8 4 10 4 4 4 52

受注企業訪問数 4 0 12 8 14 9 5 7 6 11 8 11 95

計 4 0 20 10 16 15 13 11 16 15 12 15 147

＊①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 6 5 8 6 8 7 8 9 21 15 17 92 202

取引成立件数 2 6 2 3 4 5 5 6 2 12 7 12 66

初回取引金額 480 929 715 550 282 723 626 2,318 300 11,592 11,128 6,267 35,910

④九州7県合同広域商談会の開催

開催期間 令和2年11月24日（火）～ 12月28日（月）

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 21社

受注企業 106社（うち本県 7社）

商談方法 オンラインまたは個別あっせん 計12件

・オンライン式 6件

・個別あっせん 6件

令和２年度あっせん・成立件数内訳
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（6）下請かけこみ寺事業（予算額 307,000円 決算額 141,640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 2 0 3 7 0 2 6 9 7 6 8 9 59

内
①窓口相談 2 0 3 6 0 2 5 7 5 6 6 7 49

②無料弁護士相談 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 8
訳

③移動弁護士相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

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 6 0 0 9 0 10 0 0 0 25

企業等 0 0 8 10 6 13 8 5 0 10 0 0 60

計 0 0 8 16 6 13 17 5 10 10 0 0 85

③移動弁護士相談会

開催日時・開催場所 対応弁護士 相談件数

令和2年 9月 14日(月) 13:00～16:00
0件

指宿市民会館（指宿市）

令和2年11月19日(木) 13:00～16:00
0件

西之表市民会館（西之表市）

令和2年12月17日(木) 13:00～16:00
0件

川内文化ホール（薩摩川内市）

令和3年2月9日(火) 13:00～16:00 島田法律事務所
2件

鹿屋市産業支援センター（鹿屋市） 島田 俊一 弁護士

計 4回 2件

(7) 専門家派遣事業（再掲）

(8) 中小製造業者創業・新分野進出等支援事業（再掲）

６ 情報化支援

(1) 情報支援事業（予算額 861,000円 決算額 396,129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。

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 １５１，６８７回（令和元年度 １４９，０８３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 ５５回

・配信先 １，６５０箇所（中小企業，商工関係支援機関）
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(2) 情報会員支援事業（予算額 7,120,000円 決算額 6,821,242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，社内IT化に向けた課題の抽出のための専門家派遣，ホームページ作成費用

等助成及び生産向上に向けたカイゼン助言等支援並びに情報誌「ＫＩＳＣ」の発行などを行った。

①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 8日 ６ 鈴木 大介 ワード基礎

パワーポイント基礎

２ 鹿児島ドック鉄工㈱ 6月 2日 ３ 室屋 洋一 ＣＡＤ

３ ㈱ナンチク 6月22日 ２１ 川﨑 令子 エクセル基礎

４ ㈱南光 8月20日 ７ 鈴木 大介 エクセル応用

パワーポイント基礎

５ ㈱ビッグファイブ 8月22日 ５ 川﨑 令子 ワード・エクセル応用

６ ㈱南光 9月24日 ３ 室屋 洋一 AutoＣＡＤ基礎

７ 鹿児島精機㈱ 10月 5日 ３ 羽生 亮平 イラストレーター

フォトショップ基礎

８ ㈱奄美大島開運酒造 11月21日 ５ 長瀬 悠 ワード・エクセル基礎

９ 深水刃物㈲ 1月14日 ４ 室屋 洋一 ＪＷ－ＣＡＤ

10 ㈱ＹＳフーズ 1月16日 ２ 鈴木 大介 エクセル基礎

11 三岳酒造㈱ 2月24日 ４ 久永 勝男 アクセス基礎

12 ㈱市坪建装 2月25日 ２ 室屋 洋一 ＪＷ－ＣＡＤ

13 社会保険労務士法人 HR Trust 3月 2日 １９ 堀田 啓太 エクセル基礎

14 メイワ医科工業㈱ 3月 6日 ５ 室屋 洋一 ワード・エクセル応用

15 三岳酒造㈱ 3月 8日 ４ 久永 勝男 アクセス応用

16 社会保険労務士法人 HR Trust 3月16日 １８ 堀田 啓太 エクセル基礎

17 環境開発㈱ 3月25日 １１ 堀田 啓太 ZOOMの設定・活用

YouTubeの運用

合計 １７社 １２２

②ＩＴ導入促進支援事業（ＩＴ専門家派遣）

No 企 業 名 派遣日時 派遣回数 支援テーマ

1 ㈱ビッグファイブ 4月23日 ２回 顧客対応，決済，在庫管理等

5月12日

２ ㈲エール 5月12日 ２回 在庫管理等

6月 3日

３ 医療法人ハヤの会 6月 2日 ２回 顧客対応，決済，在庫管理等

田中矯正歯科 6月16日

４ ㈱メセナ食彩センター 9月17日 ２回 顧客対応，会計・財務等

11月10日

５ 佐藤食品工業㈲ 10月27日 ２回 在庫管理等

12月16日

６ ㈱アイエヌジー 12月11日 ２回 総務・人事，給与・労務等

1月13日

７ 久保醸造 1月21日 ２回 決済・債権債務，業務固有プロセス，

2月19日 その他（運用システムの連携）

合計 ７ 社 １４ 回
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③セミナー（オンライン）

開催日時・開催方式 内 容 参加者
令和２年度 ＩＴオンラインセミナー
【講演Ⅰ】

令和３年３月５日(金) 「オンラインビジネスの県内の現状と今後の展望」
13：30～16：30 講師：南洲総合研究所 代表 向江 隆行 氏

【講演Ⅱ】 １２１名
ZOOM（Web会議アプリ）に 「今日からできるＰＲ動画作成術！
よるオンラインセミナー ～写真で商談・展示会に有効な

動画資料作成方法の紹介～」

講師：KOSHIRAERU 代表 寳園 純一 氏

わるだくみ 代表 浅井 南 氏

④現場「カイゼン」導入促進支援事業

・企業訪問による助言

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

社 数 ２ ９ ９ ９ ９ １１ １１ １０ ８ １０ １０ ５ １０３

(実企業数) (2) (8) (1) (0) (0) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (13)

回 数 ２ ９ ９ ９ １０ １１ １３ １０ ８ １０ １０ ５ １０６

⑤ＤＶＤ，ビデオテープ等の貸出状況 ３１回（本数１１１本）

⑥ホームページ作成等支援事業

助 成 対 象 者 事 業 区 分 交付確定額

㈱アイエヌジー （鹿児島市） ホームページ変更 １００千円

Ｗings Ｇ Ｈope （鹿児島市） ホームページ作成 ７１千円

社会福祉法人 大潟福祉会 （日 置 市） ホームページ変更 １００千円

サツマ薬品㈱ （鹿児島市） ホームページ変更 ８５千円

㈱滝の神観光植物園 （鹿児島市） ホームページ変更 １００千円

玉里産機㈱ （鹿児島市） ホームページ作成 １００千円

㈱ビッグファイブ （鹿児島市） ホームページ変更 ９９千円

フォービステクノ㈱ （薩摩郡さつま町） ホームページ変更 １００千円

㈱三谷工業 （鹿児島市） ホームページ作成 １００千円

合 計 ９ 件 ８５５千円

⑦情報誌（季刊）作成事業

発 行 月 発行部数 配 布 先

春号（令和２年５月） １，２００ 国， 県 ，市 町 村及 び 商工 会 等中 小 企

夏号（令和２年８月） １，２００ 業支援機関，情報会員企業

秋号（令和２年11月） １，２００

冬号（令和３年２月） １，２００

⑧会員加入状況

会員総数３６３ （一般３０９社，賛助３３社（団体），市町村２１）（加入３０，退会６）

(3) 専門家派遣事業（再掲）
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７ 人材育成支援

(1) ものづくり鹿児島リーダー塾事業 （予算額 458,000円 決算額 126,180円）

人口減少，デジタル化，グローバル化など社会経済情勢が変化する中，ものづくり企業の

経営力向上等を図るため，若手経営者，後継者等を対象にした人材育成塾を開催した。

塾頭：関満博 一橋大学名誉教授

実施年月日等 内 容

第１回 講師：中原水産株式会社 代表取締役 中原晋司

令和２年 9月30日（水） 演題：ものづくり鹿児島リーダー塾生に期待すること

会場：鹿児島県産業会館 ～郷中塾第１期卒業生からの提言～

参加者：15名

第２回 講師：株式会社九州タブチ 代表取締役社長 鶴ヶ野 未央

令和２年10月22日(木) 演題：人と組織の成長を目指した経営革新活動

会場：㈱九州タブチ 企業視察

参加者：16名

第３回 講師：株式会社藤田ワークス 代表取締役社長 藤田 幸二

令和２年11月26日(木) 演題：ものづくり鹿児島リーダー塾生に期待すること

会場：㈱藤田ワークス ～ Ｄ１:DANTOTSU NO1 実現に向けて ～

参加者：14名 企業視察

第４回 講演１

令和３年１月22日(金) 講師：日本貿易振興機構（ｼﾞｪﾄﾛ）鹿児島貿易情報ｾﾝﾀｰ 所長 小林 肇

会場：鹿児島県産業会館 演題：世界・日本の貿易状況とジェトロの支援

参加者：11名 講演２

講師：弓場貿易株式会社 代表取締役 弓場 秋信

演題：鹿児島から世界へ

(2) 食品関連産業「カイゼン」活動強化支援事業（再掲）

(3) プロフェッショナル人材戦略拠点事業（再掲）
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技術・生産関係 418 437 923 1,086 1,042 551

資金調達・公的支援制度 239 323 270 229 195 86

経営全般 4 15 2 3 0 0

マーケティング・事業提携 16 9 18 1 0 0

人材関係 0 0 6 0 0 0

ビジネスプラン作成 0 1 0 4 2 2

会社設立 0 0 0 0 0 0

法律・特許関係 0 1 2 1 0 0

取引あっせん・取引適正化関係 548 618 512 554 607 478

組織・人事・給与関係 0 17 0 0 0 1

ＩＴ関係 175 32 20 16 0 0

よろず支援拠点事業
（H26年度～）

4,864 7,372 6,372 4,029 6,511 9,419

プロフェッショナル人材戦略拠
点（平成２８年１月～）

23 222 174 301 251 176

事業承継支援事務局（平成３０
年４月～）

ー ー ー 70 158 100

その他 109 28 79 34 35 48

合　　　　　計  6,396 9,075 8,378 6,328 8,801 10,861

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度

（公財）かごしま産業支援センターの相談件数等

項         目
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