
事業報告
１ 新事業創出等支援

 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４年３月末累計１７，８７６件（内訳は末尾に記載） 

              （前年３月末累計１０，８６１件 対前年同期比７，０１５件増） 

 よろず支援拠点事業（予算額 79,417,000円 決算額  79,410,734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      １８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） 584 591 671 648 582 665 671 808 638 503 590 625 7,576

相談対応件数 1,194 1,293 1,444 1,415 1,448 1,350 1,411 1,689 1,496 1,009 1,152 1,416 16,317

    ※相談者数及び相談対応件数ともに延べ件数 

※ 中小企業119専門家派遣 

会社数 回数 １社平均 

74社 130回 1.76回 

      ※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  363件 

①大隅サテライト（鹿屋市産業支援センター） 

  毎週1回程度  相談件数 188件 

②北薩サテライト（川内商工会議所） 

  毎月2回程度  相談件数  56件 

③指宿サテライト（指宿商工会議所） 

  毎月1回     相談件数  36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） 116回 159件 

①鹿児島相互信用金庫との相談会 

  相談会 45回  相談件数 53件 

②鹿児島信用金庫との相談会 

  相談会  6回  相談件数  9件 

③鹿児島興業信用組合との相談会 

  相談会 15回  相談件数 31件 

④南日本銀行との相談会 

  相談会 16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 ⑤日本政策金融公庫との相談会 

  相談会 10回  相談件数 24件 

⑥鹿児島銀行との相談会 

    相談会  3回  相談件数  3件 

⑦商工組合中央金庫との相談会 

  相談会 19回  相談件数 21件 

⑧鹿児島県信用保証協会との相談会 

  相談会  2回  相談件数  2件 

市町村定期相談会（26市町村）175回 相談件数 530件 

①枕崎市定期相談会 

  相談会  8回  相談件数 28件 

②南九州市定期相談会 

  相談会  5回  相談件数 10件 

③さつま町定期相談会 

  相談会 12回  相談件数 53件 

④志布志市定期相談会 

  相談会 12回  相談件数 39件 

⑤錦江町・南大隅町定期相談会 

  相談会  9回  相談件数  29件 

⑥垂水市定期相談会 

  相談会  7回  相談件数 13件 

⑦いちき串木野市定期相談会 

  相談会 10回  相談件数 27件 

⑧曽於市定期相談会 

  相談会 11回  相談件数 34件 

⑨霧島市定期相談会 

  相談会 21回  相談件数 79件 

⑩南種子町・中種子町定期相談会 

  相談会  9回  相談件数 26件 

⑪西之表市定期相談会 

  相談会  9回  相談件数 33件 

⑫屋久島町定期相談会 

  相談会  7回  相談件数  9件 

⑬奄美市定期相談会 

 (奄美市･龍郷町･大和村･宇検村･瀬戸内町地区) 

  相談会 27回  相談件数 73件 

⑭知名町定期相談会 

  相談会  5回  相談件数 20件 

⑮和泊町定期相談会 

  相談会  4回  相談件数  9件 

⑯南さつま市定期相談会 

  相談会  6回  相談件数 15件 

⑰阿久根市定期相談会 

  相談会  7回  相談件数 22件 

⑱長島町定期相談会 

  相談会  4回  相談件数  8件 

⑲鹿屋市定期相談会 

  相談会  2回  相談件数  3件 
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実施年月日・場所等 内     容 

セミナー 

令和3年4月20日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

参加者：4名 

商売繁盛への近道 

「ビジネスモデル発想法セミナー」 

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター

セミナー 

令和3年5月18日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

参加者：9名 

商売繁盛への近道 

「ようこそネットショップの時間へ新時代の売り方 

 ～見逃せない!!ネットで売るという選択肢～」 

講師：浅井 南 コーディネーター 

セミナー 

令和3年6月15日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

参加者：9名 

インスタ広報術セミナー 

講師：満留 隆一 コーディネーター 

セミナー 

令和3年7月15日 

場所：指宿商工会議所 

参加者：7名 

商売繁盛への近道

「イチから始めるブランディングセミナー」

講師：森 武志 コーディネーター

セミナー 

令和3年7月20日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

参加者：12名 

ネットショップでもっと売りたい方のための販促セミ

ナー 

講師：浅井 南 コーディネーター 

セミナー 

令和3年8月18日 

場所：マークメイザン2F スタジオA,B

参加者：16名 

第1回わちゃわちゃ交流会 

第一部：自己紹介 

第二部：先輩起業家のリアルな創業ストーリー 

    ことばプロデュース 池上 美弥子氏 

第三部：わちゃわちゃ交流会 

※日本政策金融公庫、鹿児島相互信用金庫との共催 

セミナー 

令和3年9月21日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

   オンライン 

参加者：9名 

商売繁盛への近道 

「「数字の桁を変える」はじめの一歩」 

講師：青山 怜史 コーディネーター 

セミナー 

令和3年9月30日 

場所：指宿商工会議所 

参加者：6名 

商売繁盛への近道

「SNSを魅力的に！めっちゃやさしい入門編セミナー」

講師：松田 貴志 コーディネーター

セミナー 

令和3年10月19日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

参加者：11名 

思わず買ってしまうおもしろい広報

―購買意欲は操れる―

講師：寳園 純一 コーディネーター 

セミナー 

令和3年10月28日 

場所：指宿商工会議所 

参加者：10名 

商売繁盛への近道

「小さな会社のマーケティング手法セミナー」

講師：森友 伸和 チーフコーディネーター 

セミナー 

令和3年11月16日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

参加者：7名 

本気のSEO対策で売上アップセミナー 

講師：足達 直樹 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 

令和3年11月24日 

場所：マークメイザン2F スタジオA,B

   オンライン同時開催 

参加者：24名 

第2回わちゃわちゃ交流会 

第一部：自己紹介 

第二部：先輩起業家のリアルな創業ストーリー 

    KAGOJOラボ 内村 由美子氏 

第三部：わちゃわちゃ交流会 

※日本政策金融公庫、鹿児島相互信用金庫との共催 

セミナー 

令和3年11月25日 

場所：指宿商工会議所 

参加者：6名 

「全ては見せ方！

 商品ディスプレイの基本を学んで売れるお店へ」

講師：鎌田 香 コーディネーター

セミナー 

令和3年12月21日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

参加者：3名 

・何を売りたいか考えよう―――商品分類の考え方 

・クローズアップとキープフレッシュ 

・ビジュアルプレゼンテーションの基本 

講師：森 武志 コーディネーター 

セミナー 

令和4年1月18日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

参加者：9名 

「SNSを魅力的に！めっちゃやさしい入門セミナー」 

講師：松田 貴志 コーディネーター 

セミナー 

令和4年2月15日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

参加者：3名 

「全ては見せ方！

 商品ディスプレイの基本を学んで売れるお店へ！」

講師：鎌田 香 コーディネーター

セミナー 

令和4年2月18日 

場所：オンライン開催 

参加者：61名 

BCP事業継続力強化セミナー 

①初めてのBCP ～転ばぬ先の杖を準備しよう～ 

 講師：森 武志 コーディネーター 

②BCP策定企業の事例紹介 

 講師：九州経済産業局中小企業課 田井村 美優氏

③中小企業のBCP・事業継続力強化計画策定の 

 基礎とポイント 

 講師：中小企業基盤整備機構 九州本部  

    中小企業アドバイザー 薗田 恭久氏 

④ワークショップ BCP策定に挑戦！ 

 講師：中小企業基盤整備機構 九州本部  

    中小企業アドバイザー 薗田 恭久氏 

※九州経済産業局、鹿児島県、 

 独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部と共催

セミナー 

令和4年3月15日 

場所：鹿屋市産業支援センター 

参加者：2名 

「Googleアナリティクス＆

 Googleサーチコンソールで分析セミナー」

講師：江藤 裕一 コーディネーター 

連携会議 

令和3年7月28日(水) 

場所：ホテルレクストン鹿児島 

参加者：82名(49機関) 

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 

国，県，各商工会議所，商工会，金融機関等） 

①国，県，各支援機関施策等の説明 

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 

令和4年2月18日(金) 

場所：オンライン開催 

参加者：81名(50機関) 

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 

（国，県，各商工会議所，商工会，金融機関等） 

①
令和3年度の活動報告及び令和4年度事業計画等の説

明
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実施年月日・場所等 内     容 

研修会 

令和3年11月4日（木）～5日（金） 

場 所：熊本城ホール 

参加者：49名 

  熊本県（幹事県），福岡県，佐賀県，

長崎県，大分県，宮崎県，沖縄県，鹿

児島県のよろず支援拠点コーディネ

ーター及び実施機関職員等 

令和3年度第1回九州・沖縄地区合同研修会 

令和3年11月4日（木） 

①全国情報 アフターコロナを見据えた支援体制の在

り方 

（板橋区立企業活性化センター長 中嶋 修 氏） 

②ワークショップ（事例発表） 

令和3年11月5日（金） 

①分科会（売上拡大，経営改善，実施機関） 

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 ３階 よろず支援拠点） 

実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和3年4月13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～ 

講師：江藤 裕一 コーディネーター 

6名 

令和3年4月15日 インスタマーケティングセミナー 

売上拡大のポイントはマーケティング力  

～顧客ニーズは今どこにあるのか？～ 

講師：満留 隆一 コーディネーター 

6名

令和3年4月16日 ママ起業セミナー  

ママでも起業したい ～想いをカタチにしよう～ 

講師：三枝 祥子 コーディネーター 

4名 

令和3年4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 

～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 

9名

令和3年4月21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！！ 

～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 

1名

令和3年4月22日 ネットショップ集客セミナー 売れないを解消！ 

～数あるお店からあなたのお店を選んでもらうには～ 

講師：浅井 南 コーディネーター 

11名 

令和3年4月23日 ブランディングセミナー  

元百貨店バイヤーが教える付加価値の上げ方 

講師：森 武志 コーディネーター 

6名 

令和3年4月28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とは～ 

講師：隈元 和己 コーディネーター 

2名

令和3年5月11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～ 

講師：江藤 裕一 コーディネーター 

5名 

令和3年5月12日 ママ起業セミナー 

ママでも起業したい ～想いをカタチにしよう～ 

講師：三枝 祥子 コーディネーター 

3名 
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和3年5月13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～ 

講師：満留 隆一 コーディネーター 

9名 

令和3年5月17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！！～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 

3名

令和3年5月19日 ブランディングセミナー  

元百貨店バイヤーが教える付加価値の上げ方 

講師：森 武志 コーディネーター 

7名 

令和3年5月21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テクニック 

講師：松田 貴志 コーディネーター 

13名

令和3年5月24日 これだけは知っておきたい，求人・採用に関するセミナー 

求人をするけどなかなか良い人材が集まらない・ 

採用したけどスグに辞めてしまう。 

そんなお悩みをお持ちの経営者必見!! 

講師：隈元 和己 コーディネーター 

3名 

令和3年5月25日 インスタマーケティングセミナー 

売上拡大のポイントはマーケティング力 

～顧客ニーズは今どこにあるのか？～ 

講師：満留 隆一 コーディネーター 

11名

令和3年5月26日 コピーづくり初心者向けセミナー 情報発信をもっと効果的

に！～お客様の心をキャッチするコピーの作り方～ 

講師：新地 美沙 コーディネーター 

3名 

令和3年5月27日 「人生は夢だらけ」プチ起業セミナー 

あなたでもできるプチ起業！ 

～５つのポイントで夢をカタチに！～ 

講師：鎌田 香 コーディネーター 

2名

令和3年5月27日 EC×インスタグラム活用ワークショップ 

目指せ売上２倍！！まだ使ってないの！？ 

Instagramショッピング機能 

講師：浅井 南 コーディネーター 

15名

令和3年5月31日 活用する人必見！ 

集客ツールを活用するにあたって知っておきたい基本セミナー 

集客ツールの活用で失敗したくない経営者が知っておくべき知

識とは!? 

講師：隈元 和己 コーディネーター 

7名 

令和3年6月8日 あなたのホームページ誰が見ている?? 

Googleアナリティクス活用セミナー 

～アナリティクスを使って集客につなごう～ 

講師：江藤 裕一 コーディネーター 

4名 

令和3年6月8日 インスタグラムセミナー【入門編】 

インスタの基本を学ぼう 

講師：満留 隆一 コーディネーター 

6名
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和3年6月15日 事業者が知っておきたいITツール紹介セミナー 

広報・集客・メッセージ配信・予約何を使えばいいの？ 

～IT初心者・個人事業者向け～お金がなくても知恵があれば大丈夫!! 

講師：三枝 祥子 コーディネーター 

10名

令和3年6月15日 ホームページ立て直しセミナー 

ホームページを120％活用する 

講師：長瀬 悠 コーディネーター 

3名 

令和3年6月17日 届かない時代のSNS集客 Twitter初級セミナー 

最近のSNS事情と押さえておきたいツイートテクニック集 

講師：青山 怜史 コーディネーター 

11名 

令和3年6月18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テクニック 

講師：松田 貴志 コーディネーター 

15名

令和3年6月18日 インスタグラムセミナー【初級編】 

明日から使える即実践 インスタ広報戦略術 

講師：満留 隆一 コーディネーター 

8名 

令和3年6月21日 コピーづくり初心者向けセミナー 情報発信をもっと効果的

に！～お客様の心をキャッチするコピーの作り方～ 

講師：新地 美沙 コーディネーター 

6名 

令和3年6月22日 ネットショップ見直しワーク 

売れるサイトの作り方～今日から取り入れる，デザインのコツ～ 

来てくれたお客様を逃がさない めざせ購入率アップ

講師：浅井 南 コーディネーター 

6名

令和3年6月23日 「人生は夢だらけ」プチ起業セミナー 

あなたでもできるプチ起業！ 

～５つのポイントで夢をカタチに！～ 

講師：鎌田 香 コーディネーター 

3名

令和3年6月25日 これだけは知っておきたい，求人・採用に関するセミナー 

求人をするけどなかなか良い人材が集まらない・ 

採用したけどスグに辞めてしまう。 

そんなお悩みをお持ちの経営者必見!! 

講師：隈元 和己 コーディネーター 

3名 

令和3年6月28日 活用する人必見！ 

集客ツールを活用するにあたって知っておきたい基本セミナー 

集客ツールの活用で失敗したくない経営者が知っておくべき知

識とは!? 

講師：隈元 和己 コーディネーター 

4名

令和3年7月7日 ～自分でできる！売り上げUPの必殺技～ 

ネットショップで繁盛店になる！ 

「出せば売れる」は大間違い。愛されショップになろう！ 

講師：浅井 南 コーディネーター 

4名

令和3年7月9日 事業者が知っておきたいITツール紹介セミナー 

広報・集客・メッセージ配信・予約何を使えばいいの？ 

～IT初心者・個人事業者向け～お金がなくても知恵があれば大丈夫!! 

講師：三枝 祥子 コーディネーター 

4名
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和3年7月13日 あなたのホームページ誰が見ている?? 

Googleアナリティクス活用セミナー 

～アナリティクスを使って集客につなごう～ 

講師：江藤 裕一 コーディネーター 

2名

令和3年7月19日 インスタグラムセミナー【初級編】 

明日から使える即実践 インスタ広報戦略術 

講師：満留 隆一 コーディネーター 

6名 

令和3年7月21日 お店の人気を高めるヒント百貨店の接客から学んでみようセミナー 

元百貨店販売担当長がこっそり教える接客の基本とは 

講師：森 武志 コーディネーター 

2名 

令和3年7月26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 

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 

3名 

令和3年7月27日 営業が苦手な社長が実践したマーケティング術 

メディア掲載につながる広報セミナー 

小さな会社こそ，商品やサービスを知ってもらうための広報活

動すべし 

講師：迫田 真吾 コーディネーター 

7名

令和3年7月28日 補助金申請にも有利になる！ 

事業継続力強化計画を作ってみようセミナー 

わかりづらい「事業継続計画」を実際に作った本人が 

わかりやすく説明します 

講師：森 武志 コーディネーター 

4名 

令和3年7月29日 目指せ売上２倍！ 

EC×インスタグラム活用ワークショップ 

まだ使ってないの！？Instagramショッピング機能 

講師：浅井 南 コーディネーター 

5名

令和3年8月17日 たこ焼き屋さんがマーケティング調査で売上拡大！ 

マル秘ノウハウを伝授します！ 

講師：長瀬 悠 コーディネーター 

7名 

令和3年8月17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～ 

講師：足達 直樹 コーディネーター 

3名

令和3年8月20日 無料カートでECワークシップ 

使い倒しちゃえ！～自分で作る無料ネットショップ～ 

あのカラーミーに，なんと無料プランが新登場！ 

講師：浅井 南 コーディネーター 

3名

令和3年8月23日 【解禁】売れてるネットショップが考えているページ戦略 

「昨日から購入率急上昇?!デザインが良くても売れない理由とは？」 

講師：青山 怜史 コーディネーター 

5名 

令和3年8月24日 誰でも無料で簡単にネットショップ作成が出来るセミナー

（BASE入門編） 

南の島のコンピューターおばあちゃん（70歳）も使いこなします

ネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」とは？ 

講師：迫田 真吾 コーディネーター 

2名
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和3年8月27日 初心者のための創業に関するセミナー 

コロナ渦の中!!創業に挑戦してみたいけれど， 

一体何からはじめれば良いか？分からない方必見！！ 

講師：隈元 和己 コーディネーター 

2名

令和3年9月2日 蔓延防止緊急企画インスタグラムセミナー 

【インスタ入門編】（めざせフォロワー100人） 

講師：満留 隆一 コーディネーター 

5名 

令和3年9月3日 蔓延防止緊急企画インスタグラムセミナー 

【インスタ初級編】（めざせフォロワー500人） 

講師：満留 隆一 コーディネーター 

5名 

令和3年9月9日 【完全在宅】小さな企業 

退路を断って挑戦する時代は終わり。 

大学生・主婦・独立志望の会社員の方へ 

講師：青山 怜史 コーディネーター 

3名

令和3年9月10日 SNS・Googleマイビジネスをこれから活用したい事業者向けセミナー

講師：三枝 祥子 コーディネーター 
3名

令和3年9月15日 補助金申請の加点になる！事業継続力強化計画を作ってみよう

セミナー 

むずかしい「事業継続計画」を実際に作った本人が 

わかりやすく説明します。 

講師：森 武志 コーディネーター 

2名

令和3年9月21日 島の飲食店でも出来た！マーケティング調査 

たこ焼き屋さんがマーケティング調査で売上拡大！ 

マル秘ノウハウを伝授します！ 

講師：長瀬 悠 コーディネーター 

3名

令和3年9月22日 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～

明日から使える即実践インスタ広報戦略術 

講師：満留 隆一 コーディネーター 

7名 

令和3年10月8日 知識０でも始められる★ワードプレス初級講座 

大好き WordPress!自分で作るステキなホームページ 

講師：浅井 南 コーディネーター 

10名 

令和3年10月14日 ブランディングセミナー 

元百貨店バイヤーが教える付加価値の上げ方 

講師：森 武志 コーディネーター 

4名 

令和3年10月19日 ネットショップの極意～最強のコンバージョンを獲得!～ 

話題の最強カート!自社ECサイトを始めよう 

作っておわりじゃもったいない!あなたの商品を、全国へ 

講師：浅井 南 コーディネーター 

3名

令和3年10月21日 すぐ出来る!インスタグラム必殺技集! 

SNSでインスタグラムしか運用していないのは勿体ない。 

Instagramの弱点解説＆投稿効果を上げるためには? 

講師：青山 怜史 コーディネーター 

13名

令和3年11月4日 時代に生き残る！スマホだけでもできる動画撮影・編集セミナー 

YouTube、Instagram、Facebook、TikTokなど多くのSNSで動画を

使ってのアピールが流行ってます。動画の撮影は大変、編集が大

変。これをできるだけ簡単にスマホだけで動画を作成する方法

を学びます。 

講師：足達 直樹 コーディネーター 

7名
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和3年11月4日 時代に生き残る！スマホだけでもできる動画撮影・編集セミナー 

YouTube、Instagram、Facebook、TikTokなど多くのSNSで動画を

使ってのアピールが流行ってます。動画の撮影は大変、編集が大

変。これをできるだけ簡単にスマホだけで動画を作成する方法

を学びます。 

講師：足達 直樹 コーディネーター 

7名 

令和3年11月12日 出して終わりじゃない！ネット促販の超基本 

「そもそも売上の作り方がわからない！」 

そんなネット販売初心者の方へ 

講師：西﨑 千鶴 コーディネーター 

12名

令和3年11月16日 島の飲食店でも出来た！マーケティング調査 

たこ焼き屋さんがマーケティング調査で売上拡大！ 

マル秘ノウハウを伝授します！ 

講師：長瀬 悠 コーディネーター 

7名

令和3年11月16日 WordPressをマスターせよ！自分でできるホームページ 

「できない」を一気に解決★ワードプレス中級講座 

講師：浅井 南 コーディネーター 

9名 

令和3年11月19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テクニック 

講師：松田 貴志 コーディネーター 

13名

令和3年11月22日 グッとアクセスアップ！SNS×SEO集客セミナー 

自社HPのアクセスを増やしませんか？ 

SNS集客とSEO対策に興味のある方必見！ 

講師：青山 怜史 コーディネーター 

9名

令和3年11月29日 これだけは知っておきたい求人・採用に関するセミナー 

求人をするけどなかなか良い人材が集まらない・ 

採用したけどスグに辞めてしまう。 

そんなお悩みをお持ちの経営者必見！！ 

講師：隈元 和己 コーディネーター 

3名 

令和3年11月29日 たった５つのポイントであなたの夢が叶います！ 

女性のためのプチ企業セミナー 

あなたでもできるプチ企業！ 

～５つのポイントで夢をカタチに！～ 

講師：鎌田 香 コーディネーター 

8名 

令和3年12月14日 メディア掲載につながる広報セミナー 

営業が苦手な社長が実践したマーケティング術 

講師：迫田 真吾 コーディネーター 

4名 

令和3年12月15日 ブランディングセミナー  

元百貨店バイヤーが教える付加価値の上げ方 

講師：森 武志 コーディネーター 

5名 

令和3年12月17日 起業をする人必見！ 

集客ツールを活用するにあたって知っておきたい基本セミナー 

集客ツールの活用で失敗したくない経営者が知っておくべき知

識とは？！ 

講師：隈元 和己 コーディネーター 

3名
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和3年12月17日 出して終わりじゃない！ネット促販の超基本 

「そもそも売上の作り方が分からない！」 

そんなネット販売初心者の方へ 

講師：西﨑 千鶴 コーディネーター 

4名

令和3年12月20日 ０円でできるWEB活用セミナー 

～Googleマイビジネスを使って集客につなごう～ 

講師：江藤 裕一 コーディネーター 

7名 

令和3年12月20日 SNSやHPでより効果的な発信を行いたい方 

心に刺さるキャッチコピーセミナー 

商品・サービスの魅力をしっかり伝えて情報発信をもっと効果

的に！ 

～お客様の心をキャッチするコピーの作り方～ 

講師：新地 美沙 コーディネーター 

8名 

令和3年12月21日 SNSを魅力的に！めっちゃやさしい写真入門セミナー 

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テクニック 

講師：松田 貴志 コーディネーター 

3名

令和3年12月23日 【実店舗を繁盛店に】インスタグラム攻略 

鹿児島在住の方を顧客にしようと考えている事業者様へ! 

講師：青山 怜史 コーディネーター 

6名 

令和4年1月7日 １時間で開店！？～無料ネットショップ作成ワークショップ～ 

今年こそ！2022年はネットショップを作ろう 

要るのは、スマホ＋銀行口座だけ！今日からあなたも店長に！ 

講師：浅井 南 コーディネーター 

4名

令和4年1月19日 結果に繋げる！ 

LINE公式アカウントの活用のコツ 

LINE公式アカウント利用者orはじめたいとおもっているかた 

講師：西﨑 千鶴 コーディネーター 

14名

令和4年1月19日 PR力を高めたい方必見 

スキルアップ！ホームページ＆ネットショップ運営 

効果的に使えてますか？Webをもっと活用！ 

講師：浅井 南 コーディネーター 

11名

令和4年1月20日 すぐ出来る!インスタグラム必殺技集! 

SNSでインスタグラムしか運用していないのは勿体ない。 

Instagramの弱点解説＆投稿効果を上げるためには? 

講師：青山 怜史 コーディネーター 

16名

令和4年1月20日 店舗やSNS・HPでより効果的な発信PRを行いたい方 

SNSにも使える手書きポップ作成セミナー 

カンタン！なのに効果的なポップの作り方 

～商品やサービスの魅力をしっかり伝えてお客様をキャッチ！～ 

講師：新地 美沙 コーディネーター 

2名 

令和4年1月26日 電子帳簿保存法の変更とインボイス制度について知ろう 

講師：向江 隆行 コーディネーター 
9名

令和4年1月31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 

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 

3名 
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和4年2月15日 島の飲食店でも出来た！マーケティング調査 

たこ焼き屋さんがマーケティング調査で売上拡大！ 

マル秘ノウハウを伝授します！ 

講師：長瀬 悠 コーディネーター 

2名

令和4年2月15日 事業再構築補助金にチャレンジしてみよう 

事業再構築補助金の第5回目の公募が行われています。 

思い切った事業の転換を考えている方に申請書の書き方のコツ

をお教えいたします。 

講師：向江 隆行 コーディネーター 

5名 

令和4年2月16日 【実店舗を繁盛店に】インスタグラム攻略 

鹿児島在住の方を顧客にしようと考えている事業者様へ! 

講師：青山 怜史 コーディネーター 

10名 

令和4年2月17日 ネットショップでも役立つHTML＆CSSカンタン講座 

これだけ覚えればOK！ 

講師：浅井 南 コーディネーター 

4名 

令和4年2月18日 一緒に働きたい人と出会うために 

採用ってマーケティングなんです 

講師：西﨑 千鶴 コーディネーター 

3名 

令和4年2月21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～ 

講師：江藤 裕一 コーディネーター 

7名 

令和4年2月22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～ 

講師：足達 直樹 コーディネーター 

5名

令和4年2月28日 ブランディングセミナー  

元百貨店バイヤーが教える付加価値の上げ方 

講師：森 武志 コーディネーター 

8名 

令和4年3月18日 結果に繋げる！ 

LINE公式アカウントの活用のコツ 

LINE公式アカウント利用者orはじめたいとおもっているかた 

講師：西﨑 千鶴 コーディネーター 

6名

令和4年3月22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！

～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 

5名

令和4年3月22日 3つのフレームワークで簡単にできる新商品開発 

南の島の小さな会社が実践しているヒット商品の企画術 

講師：迫田 真吾 コーディネーター 

4名 

令和4年3月24日 一緒にできる♪実践ワークショップ 

Instagram大好き?講座 

ストーリーズ？リール動画？60分でマスター！ 

講師：浅井 南 コーディネーター 

11名

令和4年3月28日 選ばれる会社づくり 

採用力UPセミナー 

イケている会社にはイケている人材が集まる 

講師：隈元 和己 コーディネーター 

2名
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実施年月日 テ ー マ 参加者数

令和4年3月28日 デザイン初心者、SNS・HPでより効果的な発信PRを行いたい方 

Canvaでインスタ投稿用の画像を作成しよう！ 

講師：新地 美沙 コーディネーター 

16名 

計 95回 577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

令和3年4月2日 
（鹿児島相互信用金庫）

名称等：令和３年度第１回支店長会議 

内 容：アフターコロナにおける支援事例 

        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 

            満留 隆一 コーディネーター 

67名 

令和3年4月19日
（南日本銀行本店）

名称等：なんぎん強化支援事業者経営改善プロジェクト 

内 容：なんぎん強化支援事業者経営改善プロジェクト 

        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 

4名

令和3年4月19日
（南日本銀行本店）

名称等：なんぎん強化支援事業者経営改善プロジェクト 

内 容：なんぎん強化支援事業者経営改善プロジェクト 

        説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

                        森 武志 コーディネーター 

4名

令和3年4月26日
（南日本銀行本店）

名称等：なんぎん強化支援事業者経営改善プロジェクト 

内 容：なんぎん強化支援事業者経営改善プロジェクト 

        説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

                        森 武志 コーディネーター 

4名

令和3年5月20日
（日本政策金融公庫

川内支店）

名称等：日本政策金融公庫（川内支店）職員研修会 

内 容：よろず支援拠点と連携した小規模事業者・中小企業の経営支援

（鹿児島県よろず支援拠点の取り組み，特徴的な事例など） 

        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 

4名 

令和3年5月21日
（鹿児島相互信用金庫

長島支店）

名称等：インスタグラムセミナー（入門編～初級編） 

内 容：支援事例から戦略を学ぶ！ 

         説明者：満留 隆一 コーディネーター 

8名 

令和3年5月28日
（鹿児島相互信用金庫

垂水支店）

名称等：垂水プレーン２１ 

内 容：垂水市内若手経営者に対する講演 

        説明者：森 武志 コーディネーター 

            江藤 裕一 コーディネーター 

9名

令和3年6月10日
（鹿児島市）

名称等：令和３年度第１回鹿児島市地域情報化推進委員会 

内 容：ICT化について 

        説明者：三枝 祥子 コーディネーター 

8名 

令和3年6月25日
（鹿屋市農林商工部）

名称等：選ばれる会社になるための採用力向上セミナー 

内 容：採用力向上に向けた効果的な採用手法や， 

    自社の魅力の発進力の強化 

        説明者：隈元 和己 コーディネーター 

24名

令和3年7月2日 
（いちき串木野市）

名称等：ビジネスSNSセミナー 

内 容：・SNSって仕事で使えるの?! 

    ・インスタグラムで売上を上げる方法!? 

    ・今さら聞けないインスタグラムのこと 

    ・支援事例から戦略を学ぶ！ 

        説明者：満留 隆一 コーディネーター 

7名
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実施年月日 内   容 参加者数

令和3年7月5日 
（南九州市商工会

川辺本所）

名称等：Googleマイビジネスセミナー 

内 容：Googleマイビジネスについて 

        説明者：青山 怜史 コーディネーター 

4名 

令和3年7月8日 
（鹿児島地域振興局

農林水産部

農政普及課）

名称等：女性農業者等組織「ポタジェファム」販売向上研修会 

内 容：「売れていく食品の売り方&作り方セミナー」 

     「販路拡大セミナー」 

         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 

18名 

令和3年7月8日 
（熊毛支庁総務企画課）

名称等：商品開発・販路開拓&ネット活用セミナー 

内 容：「コロナ渦における売れる商品のヒント」 

    「EC×SNS数字の桁を変えるはじめの一歩」 

        説明者：森 武志 コーディネーター 

            青山 怜史 コーディネーター 

13名 

令和3年7月9日 
（熊毛支庁総務企画課）

名称等：商品開発・販路開拓&ネット活用セミナー 

内 容：「コロナ渦における売れる商品のヒント」 

    「EC×SNS数字の桁を変えるはじめの一歩」 

        説明者：森 武志 コーディネーター 

            青山 怜史 コーディネーター 

8名 

令和3年7月12日
（鹿児島県

商工会連合会）

名称等：令和３年度第１回商品企画選定委員会 

内 容：「かご市」で取り扱う商品の選定・アドバイス 

        説明者：寳園 純一 コーディネーター 

8名 

令和3年7月13日
（鹿児島信用保証協会）

名称等：信用保証協会の事業者支援について 

内 容：①県内事業者の現状 

    ②信用保証協会について 

    ③金融機関から見た信用保証協会 

        説明者：鹿児島信用保証協会 野口 圭介 

5名 

令和3年7月15日
（大島支庁林務水産課）

名称等：奄美いしょむんネットワーク 

内 容：「販路拡大セミナー」 

     マーケティングと商品開発のヒント 

        説明者：寳園 純一 コーディネーター 

4名

令和3年7月19日
（鹿児島県

商工労働水産部

新産業創出室）

名称等：第１回鹿児島県IT等導入セミナー

内 容：ものづくりIOT研究会セミナー

        説明者：向江 隆行 コーディネーター
22名

令和3年7月20日
（知的財産総合支援窓口）

名称等：商標制度の概要と留意点 

     ～商新産業品化には商品登録は必要ですよ！～ 

内 容：①鹿児島県知的財産総合支援窓口事業の紹介 

    ②知的財産権・商標とは 

    ③商標の役割・４大機能 

    ④商標の種類 

    ⑤商標出願にあたっての留意点・手続き等 

        説明者：鹿児島知的財産総合支援窓口 新村 孝義

5名

令和3年7月21日

（知的財産総合支援窓口）

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

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 

    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

14名 
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実施年月日 内   容 参加者数

令和3年7月30日
（鹿児島県

商工労働水産部

新産業創出室）

名称等：第１回鹿児島県IT等導入セミナー

内 容：IT導入セミナー

       説明者：向江 隆行 コーディネーター
16名

令和3年8月4日 
（鹿児島県農政部

農村振興課）

名称等：農村集落と外部支援機関等との相談会 

     ～みんなでサポート！持続可能な農村づくり～ 

内 容：農村集落と外部支援機関等との相談会 

        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 

40名 

令和3年8月5日 
（鹿児島県農政部

経営技術課）

名称等：かごしま農業次世代トップリーダー塾 

内 容：生産性向上，アイデア発想ワークス 

        説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

10名 

令和3年8月10日
（鹿児島県担い手・

地域営農対策協議会）

名称等：鹿児島農業経営相談所 令和３年度第５回経営支援部

会 

内 容：重点指導農業者の支援計画について 

    重点指導農業者候補の支援計画について 

鹿児島県よろず支援拠点との農業者支援の連携について 

        説明者：森 武志 コーディネーター 

9名 

令和3年8月25日
（かごしま産業支援センター）

名称等：強みを見つけて活かす！儲かる新事業を作ろうセミナー

    ～経営革新で可視化～ 

内 容：①経営革新とは 

    ②新たな取り組みの考え方・経営革新計画の作り方 

    ③補助金の審査側の視点・審査のポイント 

    ④補助金や融資の審査側が考えていること 

        説明者：かごしま産業支援センター 内藤 栄俊

3名 

令和3年8月26日
（霧島市商工振興課）

名称等：霧島リブランディングセミナー 

内 容：「ターゲット」を見定めて，デザインする 

    「らしさ」を見直し，独自の価値を出す 

    共感する「ストーリー」を伝え続ける 

        説明者：新地 美沙 コーディネーター 

            鎌田 香 コーディネーター 

            寳園 純一 コーディネーター 

16名 

令和3年9月1日 
（鹿児島市）

名称等：令和３年度第２回鹿児島市地域情報化推進委員会 

内 容：ICT化について 

         説明者：三枝 祥子 コーディネーター 

14名 

令和3年9月14日
（鹿屋市観光協会）

名称等：2021かのや特産品コンクール・商品開発セミナー 

内 容：鹿屋市の特産品を開発，発掘，PRすることで物産事業を

活性化させる。 

                説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

13名

令和3年9月14日
（阿久根市）

名称等：インスタグラム相談会 

内 容：ビジネス入門編，初級編 

        説明者：満留 隆一 コーディネーター 

3名 
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実施年月日 内   容 参加者数

令和3年9月16日
（かごしま産業支援センター）

名称等：強みを見つけて活かす！儲かる新事業を作ろうセミナー

     ～経営革新で可視化～ 

経営革新・補助金申請・融資申込に共通する考え方のポイント 

内 容：①経営革新とは 

    ②新たな取り組みの考え方・経営革新計画の作り方 

    ③補助金の審査側の視点・審査のポイント 

    ④補助金や融資の審査側が考えていること 

        説明者：かごしま産業支援センター 内藤 栄俊

4名

令和3年9月16日
（鹿児島興業信用組合）

名称等：さらなるSNSメディアミックスで拡散がっちり 

内 容：・なぜ自社メディア作り？個人ブログが終わりつつある時代

    ・メディア×SNS連携 

    ・キーワードは「パッと見・共有・自分ゴト」 

    ・ゆくゆく狙うはマスメディア 

        説明者：青山 怜史 コーディネーター 

32名

令和3年9月24日
（鹿屋市政策推進課）

名称等：クラウドファンティングセミナー 

内 容：応用編② 

   （ストーリーを設定する，リターンを具現化させる 等）

        説明者：青山 怜史 コーディネーター 

9名

令和3年9月28日
（指宿市ふるさと納税室

特産品振興係）

名称等：POPデザイン作成セミナー 

内 容：ワークショップ形式によるPOP作成実践など 

        説明者：新地 美沙 コーディネーター 

5名 

令和3年9月30日
（指宿市ふるさと納税室

特産品振興係）

名称等：POPデザイン作成セミナー 

内 容：ワークショップ形式によるPOP作成実践など 

        説明者：新地 美沙 コーディネーター 

6名 

令和3年10月5日
（大島支庁農林水産部

林務水産課）

名称等：奄美いしょむんネットワーク研修会 

内 容：変わっていく時代（環境）と経営について 

        説明者：長瀬 悠 コーディネーター 

7名 

令和3年10月6日
（日本政策金融公庫

鹿児島支店）

名称等：飲食店のコロナ対策セミナー 

内 容：コロナ感染予防対策・発生した場合の対応策 

      コロナ禍を乗り切るIT活用・取組事例 

        説明者：川原 新一郎 コーディネーター 

            三枝 祥子 コーディネーター 

19名 

令和3年10月7日
（鹿児島地域振興局

農政普及課日置市駐在）

名称等：農産物直売所等SNS研修会 

内 容：SNSの基礎知識及び導入にあたっての個別相談 

        説明者：満留 隆一 コーディネーター 

8名 

令和3年10月8日
（熊毛支庁屋久島事務所

農林普及課）

名称等：経営発展研修会 

内 容：バイヤーや消費者への売り込み・プレゼンの仕方について

        説明者：森 武志 コーディネーター 

10名 

令和3年10月12日
（大島支庁農林水産部

林務水産課）

名称等：漁業集落活動促進に向けた研修会 

内 容：コロナ禍における加工食品の傾向について 

        説明者：寳園 純一 コーディネーター 

30名 

令和3年10月13日
（鹿児島県

信用保証協会）

名称等：鹿児島県信用保証協会 職員向け研修会 

内 容：よろず支援拠点の業務内容等について 

        説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

               山之江 清子 サブチーフコーディネーター

50名

令和3年10月14日
（鹿児島県

商工会連合会）

名称等：第３回商品企画選定委員会 

内 容：商品の試食、パッケージ等のアドバイス 

         説明者：寳園 純一 コーディネーター 

8名

- 16 -



実施年月日 内   容 参加者数

令和3年10月22日
（鹿児島銀行

地域支援部

地域開発室）

名称等：ネットショップの疑問を一気に解決！ 

    「ECあるあるトークセッション」セミナー 

内 容：ネットショップを運営する際に問合せの多い質問事項

に対して、サービス提供者側と利用者側がトークセッ

ション形式で回答 

        説明者：浅井 南 コーディネーター 

            青山 怜史 コーディネーター 

38名 

令和3年10月25日
（鹿児島県観光連盟）

名称等：鹿児島観光PRスタッフ研修会 

内 容：観光鹿児島のイメージアップのための、SNS等での効果

的な情報発信の方法、魅せかたについて 

        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 

23名 

令和3年10月27日
（かごしま産業支援センター）

名称等：強みを見つけて活かす！儲かる新事業を作ろうセミナー

     ～経営革新で可視化～ 

経営革新・補助金申請・融資申込に共通する考え方のポイント 

内 容：①経営革新とは 

    ②新たな取り組みの考え方・経営革新計画の作り方 

    ③補助金の審査側の視点・審査のポイント 

    ④補助金や融資の審査側が考えていること 

        説明者：かごしま産業支援センター 内藤 栄俊

3名

令和3年10月29日
（知的財産総合支援窓口）

名称等：知って得する商標権の基本 

     商標でつまずかないよう、商標権の基本を学ぼう! 

内 容：①商標権とは 

    ②商標を保護しないと、どうなる 

    ③商標権を取得するには 

        説明者：鹿児島知的財産総合支援窓口 亀井 英徳

4名

令和3年10月29日
（鹿児島銀行融資部）

名称等：鹿児島銀行融資部研修会 

内 容：取引先へのコンサルティング能力向上等 

        説明者：山之江 清子 サブチーフコーディネーター

20名 

令和3年11月1日
(鹿児島県農政部農政課

かごしまの食ブランド推進室)

名称等：かごしま６次産業化交流会 

内 容：ITを活用したマーケティングとECによる販路拡大に 

    係る講演 

        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 

8名 

令和3年11月2日
（鹿屋市観光協会）

名称等：2021かのや特産品コンクール・商品開発セミナー 

内 容：鹿屋市の特産品を開発、発掘、PRすることで 

    物産事業を活性化させる 

        説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

25名

令和3年11月4日
（鹿児島県総合政策部

地域政策課）

名称等：令和３年度鹿児島県地域おこし協力隊起業支援セミナー

内 容：地域おこし協力隊の退任後の定住を図るため、 

    主に2～3年目の隊員を対象とし、企業に向けて必要な 

    知識やノウハウを習得させる。 

        説明者：寳園 純一 コーディネーター 

24名 

令和3年11月9日
（いちき串木野商工会議所）

名称等：令和３年度いちき串木野商工会議所「創業塾」 

内 容：SNSの有効活用(第2講) 

創業期にこそ押さえるSNS活用・ビジネスSNS（入門～初級編）

        説明者：満留 隆一 コーディネーター 

20名
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実施年月日 内   容 参加者数

令和3年11月11日
（鹿児島地域振興局

農政普及課日置市駐在）

名称等：第２回農産物直売所等SNS研修会 

内 容：SNSの基礎知識及び導入にあたっての個別相談 

        説明者：満留 隆一 コーディネーター 

6名 

令和3年11月11日
（鹿児島市産業創出課）

名称等：創業スキル養成講座 

内 容：グループ毎に個別指導とディスカッションを行い、事業

計画をブラッシュアップすることで、具体的に創業を

目指す。 

                説明者：向江 隆行 コーディネーター 

10名 

令和3年11月15日
（かごしま産業支援センター)

名称等：強みを見つけて活かす！儲かる新事業を作ろうセミナー

      ～経営革新で可視化～ 

経営革新・補助金申請・融資申込に共通する考え方のポイント 

内 容：①経営革新とは 

    ②新たな取り組みの考え方・経営革新計画の作り方 

    ③補助金の審査側の視点・審査のポイント 

    ④補助金や融資の審査側が考えていること 

        説明者：かごしま産業支援センター 内藤 栄俊

5名

令和3年11月16日
（鹿屋市観光協会）

名称等：接客接遇セミナー 

内 容：施設内での接客接遇のレベルアップ 

        説明者：森 武志 コーディネーター 

6名 

令和3年11月17日
（知的財産総合支援窓

口)

名称等：商標制度の概要と留意点 

内 容：①鹿児島知的財産総合支援窓口事業の紹介 

    ②知的財産権・商標とは 

    ③商標の役割・4大機能 

    ④商標の種類 

    ⑤商標出願にあたっての留意点・手続き等 

        説明者：鹿児島知的財産総合支援窓口 新村 孝善

5名 

令和3年11月17日
（鹿児島市）

名称等：令和３年度第３回鹿児島市地域情報化推進委員会 

内 容：ICT化について 

         説明者：三枝 祥子 コーディネーター 

9名 

令和3年11月18日
（鹿児島市産業創出課）

名称等：創業スキル養成講座 

内 容：グループ毎に個別指導とディスカッションを行い、事業

計画をブラッシュアップすることで、具体的に創業を

目指す。 

                説明者：向江 隆行 コーディネーター 

3名 

令和3年11月22日
(さつま町担い手育成支援室

担い手育成係）

名称等：新しい広報術セミナー 

内 容：インスタ・フェイスブックから始めよう！（初心者向け）

        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 

16名

令和3年11月24日
（鹿児島県農政部

経営技術課

経営対育成係）

名称等：かごしま農業次世代トップリーダー塾（第4回）

内 容：マーケティング戦略

        説明者：向江 隆行 コーディネーター
7名 

令和3年11月25日
（鹿児島市産業創出課）

名称等：創業スキル養成講座 

内 容：グループ毎に個別指導とディスカッションを行い、事

業計画をブラッシュアップすることで、具体的に創業

を目指す。 

                説明者：向江 隆行 コーディネーター 

3名
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実施年月日 内   容 参加者数

令和3年11月25日
（鹿児島県総合政策部

地域政策課）

名称等：令和３年度鹿児島県地域おこし協力隊起業支援セミナー

内 容：地域おこし協力隊の退任後の定住を図るため、主に2～

3年目の隊員を対象とし、企業に向けて必要な知識やノ

ウハウを習得させる。 

        説明者：新地 美沙 コーディネーター 

18名 

令和3年11月26日
（鹿児島銀行

地域支援部

地域開発室）

名称等：「飲食店のネットショップ開店」セミナー 

内 容：飲食店のネットショップをはじめる時の３つのポイン

トを専門家が講演。 

          説明者：浅井 南 コーディネーター 

             森 武志 コーディネーター 

             青山 怜史 コーディネーター 

20名

令和3年11月29日
（鹿児島銀行融資部）

名称等：鹿児島銀行融資部研修会 

内 容：取引先へのコンサルティング能力向上等 

        説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

20名 

令和3年11月30日
(南九州市特産品協会事務局

南九州市商工観光課)

名称等：SNS活用講座 

内 容：事業者や自社商品のPRのための効果的なSNS活用法を学ぶ

        説明者：満留 隆一 コーディネーター 

8名 

令和3年12月3日
（大隅地域振興局

農政普及課

野菜普及係）

名称等：翔南倶楽部セミナー 

内 容：コロナ禍の前後における農産物の流通の変化と 

     今後の販売について 

         説明者：西﨑 千鶴 コーディネーター 

9名

令和3年12月6日
（日置市東市来支所

産業建設課）

名称等：農産物直売所等SNS研修会 

内 容：SNSの基礎知識及び導入にあたっての個別相談 

        説明者：満留 隆一 コーディネーター 

11名 

令和3年12月7日
（鹿児島県総合政策部

地域政策課）

名称等：令和3年度鹿児島県地域おこし協力隊起業支援セミナー

内 容：地域起こし協力隊の退任後の定住を図るため、主に2～

3年目の隊員を対象とし、起業に向けて必要な知識やノ

ウハウを習得させる。 

        説明者：森 武志 コーディネーター 

26名 

令和3年12月8日
（鹿児島県農政部

農産園芸課

茶業係）

名称等：SNSを活用した「かごしま茶」PRセミナー 

内 容：初心者向けの最適なSNSの選び方、 

     SNS広報テクニック、写真撮影のテクニック等 

         説明者：松田 貴志 コーディネーター 

            三枝 祥子 コーディネーター 

6名 

令和3年12月8日
（南さつま商工会議所）

名称等：令和3年度南さつま市ふるさと産品コンクール 

内 容：地域資源を生かした商品価値の高い特徴ある製品づく

りとあわせて、生産技術の向上及び新製品の開発を促

進するため、市内で生産された製品や創意工夫された

製品のコンクールを行い活力ある地場産業の振興に資

する。また、アフターコロナを見据えるとともに、SDGs

（持続可能な開発目標）の取り組みにも配慮した商品

の開発を促進する。 

        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 

20名

令和3年12月10日
（鹿屋市 市長公室

政策推進課）

名称等：鹿屋市クラウドファンディングプランコンテスト 

内 容：クラウドファンディング実施に向けたプレゼンを行う

もの。 

         説明者：隈元 和己 コーディネーター 

2名 
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実施年月日 内   容 参加者数

令和3年12月13日
（鹿児島県農政部

農産園芸課

茶業係）

名称等：SNSを活用した「鹿児島茶」PRセミナー 

内 容：初心者向けの最適なSNSの選び方、 

      SNS広報テクニック、写真撮影のテクニック等 

          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 

             三枝 祥子 コーディネーター 

20名

令和3年12月15日
（鹿児島相互信用金庫

地域支援部

地域支援課）

名称等：第8回「そうしん創業倶楽部」交流会 

内 容：トークセッション時は参加者の悩みに対してご回答い

ただき、意見交換会ではグルーピングされたグループ

内で課題解決の支援を賜りたいと存じます。 

        説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

            新地 美沙 コーディネーター 

            森 武志 コーディネーター 

16名 

令和3年12月16日
（知的財産総合支援窓口）

名称等：知らないとちょっと怖いアイデアや創作の話 

    ～知的財産で会社を守る～ 

内 容：①鹿児島知的財産総合支援窓口の紹介 

    ②ちょっと怖い知的財産の話 

    ③議事録作成のすすめ 

    ④商標について 

        説明者：鹿児島県知的財産総合支援窓口 田中 智

4名 

令和3年12月23日
（鹿児島県総合政策部

地域政策課）

名称等：令和3年度鹿児島県地域おこし協力隊起業支援セミナー

内 容：地域起こし協力隊の退任後の定住を図るため、 

     主に2～3年目の隊員を対象とし、起業に向けて必要な 

    知識やノウハウを習得させる。 

         説明者：川原 新一郎 コーディネーター 

17名 

令和4年1月12日
（かごしま産業支援センター）

名称等：新しいアイデアを出そう ～新たな取り組み作り～ 

内 容：①新たな取り組みの考え方 

    ②計画作りの支援について 

    ③補助金・融資等の審査側の視点 

      ④中小企業診断士に聞いてみよう 

     ※その場で質問に回答 

        説明者：かごしま産業支援センター 内藤 栄俊

6名 

令和4年1月20日
（天城町 農政課）

名称等：お土産づくりセミナー・個別相談会 

内 容：「お土産用商品パッケージ（漬物、おかず味噌、 

    果実加工品のお土産等）事例」 

          説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

7名
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実施年月日 内   容 参加者数

令和4年1月25日
（鹿児島県商工会連合会）

名称等：鹿児島県商工会連合会合同研修会 

内 容：支援の質の向上はもちろんの事、アフターコロナに向け

た出口戦略からの事業者の売上拡大を目的とし、鹿児

島県商工会連合会＆鹿児島県よろず支援拠点の連携強

化を図ることを目的とする。 

第１部 09：00～（10分）挨拶 

第２部 09：10～（60分）セミナー 

   「クラウドファンディングについて」 

    株式会社マクアケ 九州拠点  

    地方事業部九州拠点 キュレーター 宮田 紗良 

第３部 10：20～（30分） 

   「鹿児島大物産展の開催について」 

    株式会社マクアケ 九州拠点  

    地方事業部九州拠点 キュレーター 宮田 紗良 

第４部 10：50～（10分） 

    今後の連携についての協議 

39名

令和4年1月26日
（知的財産総合支援窓口）

名称等：商標など知的財産権を活用しませんか 

内 容：①知的財産権とは？ 

    ②知的財産権取得・活用の効果 

    ③知的総合支援窓口の紹介 

    ④J－PlatPatで検索してみましょう 

        説明者：鹿児島県知的財産総合支援窓口 中村 俊一

3名

令和4年1月31日
（鹿児島青色申告会）

名称等：確定申告は怖くない！～賢く学んで得する申告！～ 

女性のための確定申告セミナー 

    確定申告でモヤモヤしている女性必見!正しい知識で

スッキリ申告。 

内 容：①そもそも「確定申告」って何？ 

    ②青色・白色あなたはどっち？ 

    ③失敗しない！「確定申告」の準備 

    ④開業しても扶養に入れる？ 

    ⑤賢い「確定申告」の方法！ 

        説明者：（一社）鹿児島青色申告会 原田 耕太郎

            鎌田 香 コーディネーター 

12名 

令和4年2月16日
（知的財産総合支援窓口）

名称等：知財活用支援に係る中小企業支援機関連携会議 

内 容：よろず支援拠点における本年度の支援計画及び 

    進捗状況について 

        説明者：山之江 清子 サブチーフコーディネーター

20名

令和4年2月21日
（かごしま産業支援センター）

名称等：新しいアイデアを出そう ～新たな取り組み作り～ 

内 容：①新たな取り組みの考え方 

    ②計画作りの支援について 

    ③補助金・融資等の審査側の視点 

      ④中小企業診断士に聞いてみよう 

     ※その場で質問に回答 

        説明者：かごしま産業支援センター 内藤 栄俊

3名 
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実施年月日 内   容 参加者数

令和4年3月7日 
（鹿児島青色申告会）

名称等：確定申告は怖くない！～賢く学んで得する申告！～ 

     女性のための確定申告セミナー 

    確定申告でモヤモヤしている女性必見!正しい知識で

スッキリ申告。 

内 容：①そもそも「確定申告」って何？ 

    ②青色・白色あなたはどっち？ 

    ③失敗しない！「確定申告」の準備 

    ④開業しても扶養に入れる？ 

    ⑤賢い「確定申告」の方法！ 

        説明者：(一社)鹿児島青色申告会 原田 耕太郎 

            鎌田 香 コーディネーター 

8名 

令和4年3月9日 
（鹿児島市観光交流局

観光交流部

グリーン・ツーリズム推進課）

名称等：鹿児島市グリーン・ツーリズム研修会 

内 容：インスタグラム研修会（初級編） 

        説明者：鎌田 香 コーディネーター 

            三枝 祥子 コーディネーター 

10名

令和4年3月11日
（(株)商工組合中央金庫

鹿児島支店 営業第三課）

名称等：総合物流 協同組合様の組合員様向けセミナー 

内 容：新たな人材採用手法に係る支援 

        説明者：隈元 和己 コーディネーター 

            西﨑 千鶴 コーディネーター 

21名

令和4年3月16日
（鹿児島市生産流通課

流通企画係）

名称等：６次産業化研修会 

内 容：商品の値決め方法等について 

        説明者：森友 伸和 チーフコーディネーター

6名 

令和4年3月16日
（かごしま産業支援センター）

名称等：新しいアイデアを出そう ～新たな取り組み作り～ 

内 容：①新たな取り組みの考え方 

    ②計画作りの支援について 

    ③補助金・融資等の審査側の視点 

      ④中小企業診断士に聞いてみよう 

     ※その場で質問に回答 

        説明者：かごしま産業支援センター 内藤 栄俊

4名 

令和4年3月17日
(南九州市特産品協会事務局

南九州市商工観光課）

名称等：第3回チャレンジ品評会 

内 容：チャレンジ品評会審査 

        説明者：森 武志 コーディネーター 

5名 

計 89回 1,175名 

     〇主な成果 

延べ7,576名の相談者から16,317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。 
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 専門家派遣事業（予算額  4,073,000円 決算額 3,647,930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（１０社 延べ５４回） 

企 業 名 支 援 テ ー マ 

㈲菓子処渡辺 

（中種子町）

種子島産生乳を活用した新商品開発 

キリシマ精工㈱ 

（霧島市）

「指標の見える化」を通じて，会社のIT化を推進し，経営／現場

改善を加速する 

九州ハーネス㈱ 

（志布志市）

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 

㈲島おこしの里 

（奄美市）

地元の魚介類を使った新商品の開発 

㈱有村屋 

（鹿児島市）

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

革の推進 

㈱九州タブチ 

（霧島市）

大規模自然災害時に有用なBCPマニュアルの策定 

大福コンサルタント㈱ 

（鹿児島市）

実用的なBCP（事業継続計画）の策定・運用 

㈱岡野エレクトロニクス 

（薩摩川内市）

経営品質向上活動の導入による従業員の自主性・創造性の向上 

㈱鹿鳥食品 

（鹿屋市）

経営管理体制の整備による原価の低減 

㈱シートック 

（鹿児島市）

頴娃工場の生産性向上 

計 10件 

※謝金，旅費に要した費用の２／３を補助 

 中小企業支援機関連携推進会議 

     開 催 日 等         内     容 

連携会議 

令和3年7月28日(水) 

場所：ホテルレクストン鹿児島 

（オンライン同時開催） 

参加者：国，県，各商工会議所， 

商工会，金融機関等82名(49機関) 

①経営革新制度について 

②国，県，各支援機関施策等の説明 

③鹿児島県よろず支援拠点の取り組みについて 

※第１回よろず支援拠点支援体制強化ネットワーク

会議と同時開催 

連携会議 

令和4年2月18日(金) 

場所：オンライン開催 

参加者：国，県，各商工会議所， 

商工会，金融機関等81名(50機関) 

①令和４年度の国における施策等の概要説明 

②   〃   県における施策等の概要説明 

③県における中小企業経営革新支援制度の説明 

④関係機関における事業説明等（資料配付のみ。） 

 ※第２回よろず支援拠点支援体制強化ネットワーク

会議と同時開催 
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 プロフェッショナル人材戦略拠点事業（予算額  32,924,000円 決算額 31,262,000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 20 12 30 24 22 10 23 14 17 20 16 13 221 

    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
11 

(1) 

9 8 11 15 8 

(1) 

12 2 

(1) 

7 6 

(3) 

7 6 

(6) 

102 

※成立件数 （開設～H29年度 26件），（H30年度 34件），（R1年度 96件），（R2年度 77件）

※ ( )書きは副業・兼業で内数 

   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４年３月11日(金) 

 15：30～16：30 

アクアガーデンホテル福丸 

 議題 

 ①県プロ人戦略拠点の活動状況について 

 ②令和４年度における拠点活動の取組方針について 

 ③その他 

22名

   ⑤地域金融機関部会 

開催日時・開催場所 内     容 参加者

 令和３年６月18日(金) 

 15：00～16：00 

アクアガーデンホテル福丸

 議題 

 ①県プロ人材戦略拠点の活動状況について 

 ②第10回「鹿児島県プロ人材求人相談会」の開催について

 ③令和3年度「プロ人材活用セミナー」について 

 ④その他意見交換 

17名

 令和３年12月17日(金) 

 15：00～16：00 

アクアガーデンホテル福丸

 議題 

 ①県プロ人材戦略拠点の活動状況について 

 ②副業･兼業人材活用の推進について 

 ③第11回「鹿児島県プロ人材求人相談会」の開催について

 ④その他意見交換 

14名

   ⑥専門家派遣事業 

決定月 企 業 名 支 援 テ ー マ
派遣決定

回   数

派遣回数

累  計

７月 (有)立山商店

 経営者を支える人材が育っておらず，現場，

経理，財務等すべて経営者が行っている。他業

者との差別化を図り，将来に備え会社の基盤を

確固たるものとしたい。そのことから経営者の

意を感じ発揮できる人材活用の検討 

４回 ４回 
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   ⑦プロ人材活用セミナー                                                                     

開催日時・開催場所 内     容 参加者

令和３年10月15日(金)

13：30～15：30 

ﾎﾃﾙ ﾚｸｽﾄﾝ鹿児島 

①講演  外部人材活用による“ビジネスモデル変革” 

  講師：プロフェッショナル人材戦略全国事務局 

      PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 大橋 歩

②講演  地域企業と副業・兼業人材活用 

 講師：エッセンス 株式会社 ﾘｸﾙｰﾃｨﾝｸﾞ事業部 

             部長兼地域共創推進室室長  伊藤 鑑 

82名 

   ⑧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３年８月20日(金)

13：00～17：00 

鹿児島東急REIﾎﾃﾙ 

【中止】 

 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

紹介事業者等との相談会を開催。 

  ①プロ人材求人企業   １２社 

  ②人材紹介事業者等   １２社 

令和４年２月18日(金)

13：00～17：00 

Li－Ka1920 

【中止】 

 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

紹介事業者等との相談会を開催。 

  ①プロ人材求人企業   １５社 

  ②人材紹介事業者等   ２０社 

 鹿児島県経営品質賞事業（予算額 845,000円 決算額 782,219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，審査を行った。 

申
請
組
織

企 業 名  今別府産業(株) 

代 表 者  代表取締役社長 今別府 英樹 

所 在 地  鹿児島市新栄町15－7 

事業内容  建設業・建設資材卸業 

 新産業創出ネットワーク事業（予算額 39,526,000円 決算額 39,116,000円） 

    ① セミナー等 

       ・キックオフセミナー（企画運営：（公財）日本生産性本部） 

開催日時・開催場所 内     容 参加者

令和３年７月９日(金)

 13：00～17：00 

ホテルレクストン鹿児島

①講演「中小企業における新規事業創出の課題と現状」 

 講師：アグリゲーター・ジャパン代表 丹野 幸敏 

②県内企業の事例発表 

 発表者：キリシマ精工株式会社 営業課長 西重 潤一 

78名 

・社内中核人材勉強会（企画運営：（公財）日本生産性本部） 

開催日時・開催場所 内     容 参加者

（第１回） 

令和３年８月27日(金) 

   9：30～17：00 

（オンライン開催） 

テーマ「社内中核人材に必要なマインドの醸成と基礎固め」

講師：アグリゲーター・ジャパン代表 丹野 幸敏 

11社 

19名 

（第２回） 

令和３年９月24日(金) 

   9：30～17：00 

（オンライン開催） 

テーマ「お客様中心でのマーケティング発想法」 

講師：アグリゲーター・ジャパン代表 丹野 幸敏 

11社 

19名 

うちオンライン

参加 47名 

県 緊 急 事

態 宣 言 に

より中止

ま ん 延 防

止 等 重 点

措 置 に よ

り中止

うちオンライン 

参加

36名
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開催日時・開催場所 内     容 参加者

（第３回） 

令和３年10月27日(水) 

   9：30～17：00 

(mark MEIZAN) 

テーマ「効果的な話法の習得と実例からの学び」 

講師：アグリゲーター・ジャパン代表 丹野 幸敏 

    静岡社会健康医学大学院大学  藤本 修平 

11社 

15名 

（第４回） 

令和３年11月19日(金) 

   9：30～17：00 

(ﾎﾃﾙ･ﾚｸｽﾄﾝ鹿児島) 

テーマ「プランの実現可能性の検証と最終調整」 

講師：アグリゲーター・ジャパン代表 丹野 幸敏 

11社 

14名 

（第５回） 

令和４年１月21日(金) 

   9：30～17：00 

（オンライン開催） 

テーマ「研修結果の発表と実行・展開に向けて」 

審査員：アグリゲーター・ジャパン 代表 丹野 幸敏 

：法政大学大学院経営学研究科 教授 西川 英彦 

：スパイラル・イノベーション・パートナーズ・エルエルピー 代表パートナー 岡 洋 

：静岡社会健康医学大学院大学 藤本 修平 

9社 

13名 

    ・ビジネスセミナー（企画運営：（公財）日本生産性本部） 

開催日時・開催場所 内     容 参加者

（第１回） 

令和３年９月22日(水) 

  15：00～17：00 

（オンライン開催） 

テーマ「新規事業開発に必要な知識・スキルと人財」 

講師：アグリゲーター・ジャパン代表 丹野 幸敏 
37社 

68名 

（第２回） 

令和３年11月16日(火) 

  13：30～15：30 

（オンライン開催） 

テーマ「デジタル社会におけるマーケティングの要諦」 

講師：法政大学大学院経営学研究科 教授 西川 英彦 

33社 

57名 

（第３回） 

令和４年１月12日(水) 

  13：30～15：30 

（オンライン開催） 

テーマ「自社のビジネスにＡＩをどう活用するか」 

講師：想創コンサルティング 代表コンサルタント 岡部 智臣 

41社 

89名 

    ・アイデアソン・ハッカソン（企画運営：（株）ウフル） 

開催日時・開催場所 内     容 参加者

令和４年３月11日(金) 

       ～３月19日(土) 

②（ホテル・レクストン鹿児島）

③，④（天文館ビジョンホール）

①フィルドワーク：３月11日(金) 鹿児島中央青果 

                （有）かねやま 

②アイデアソン ：３月12日(土) 

③ハッカソン  ：３月13日(日)～３月19日(土) 

④成果発表会  ：３月19日(土) 

14名 

    ② 伴走支援（企画運営：（公財）日本生産性本部） 

         １４社（継続７社，新規６社，経営計画策定支援１社） 
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   ③ 新事業進出支援事業補助金（ソフト支援事業のみ） 

単位：千円

企業名 所在地 区分 テーマ 
R3 

県交付額
備考 

(株)テクノクロス九州 霧島市 機械 
業界初のマシニングセンターへ自動搬送ロボット

を活用した自動バイパス交換システム 
1,368 R1審査 

(株)ＪＵＮ建設 霧島市 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 
4,938 〃 

(株)サツマ超硬精密 鹿屋市 機械 
精密複雑形状プレス部品用金型の開発・生産体制

の確立による新分野への進出 
4,792 〃 

Ｒ１継続（３年目）小計  ３件 11,098

九州化工(株) 鹿屋市 電子 半導体洗浄用の低メタルクエン酸の開発と製造 1,402 R2審査 

(株)エルム 南さつま市 健康・医療 生体リズム調整用照明器具の開発 4,300 〃 

竹之内穀類産業(株) 鹿児島市 食品 

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 

4,900 〃 

(有)肉のまるかつ 出水市 食品 
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 
4,939 〃 

Ｒ２継続（２年目）小計   ４件 15,541

薩摩総研(株) 指宿市 化学 電磁波吸収熱伝導樹脂の研究開発 4,065 R3審査 

(株)ＥＳＣ 鹿児島市 化学 
焼成卵殻の粒径制御による活用法の高度化及び市

場拡大のためのマニュアル化 
5,283 〃 

(有)荒田商店 屋久島町 自動車 

鹿児島初のフードトラック（キッチンカー）を開

発・製造・販売し，キッチンカーで料理人とお客様

をつなげるモビリティプラットホームの構築事業 

5,812 〃 

(有)エスランドル 南九州市 健康・食品 
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 
833 〃 

クラシックブドウ浜田農園 錦江町 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 
659 〃 

ファーマーズサポート㈱ 鹿児島市 IT 
牛の畜産向け子牛見守りシステム・肥育牛見守り

システムの開発・販売 
2,477 〃 

Ｒ３新規（１年目）小計   ６件 19,129   

合         計 １３件 45,768   

   ④ 研究開発支援補助金 

（新規分） 

交付決定日 企 業 名 研 究 開 発 テ ー マ 県交付確定額 

R3.7.1 ㈱東郷 

（鹿児島市）

AIとRPAを用いた逐次成形金型の自動最適

設計支援システムの開発 

1,737,360円

R3.7.1 ㈱サナス 

（鹿児島市）

オンリーワン素材アンヒドロフルクトー

スでの新分野進出のための新技術開発 

3,766,932円

合  計 ２ 件 5,504,292円

    （継続分：旧重点業種研究開発支援事業） 

交付決定日 企 業 名 研 究 開 発 テ ー マ 県交付確定額 

R3.5.31 鹿児島精機㈱ 

（霧島市）

定圧ピンゲージ保持器の開発 3,976,719円

合  計 １ 件 3,976,719円

＊補助金の交付決定及び交付は県が実施 
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 起業支援伴走プログラム事業（予算額 28,193,000円 決算額 25,733,600円） 

① セミナー等（企画運営：エイチタス(株)） 

       ・入門セミナー 

開催日時・開催場所 内     容 参加者

令和３年７月20日(火) 

 13：00～18：00 

 TKPガーデンシティ鹿児島

中央 

 講 義①：起業を目指すための実践プロセス 

 講 議②：ＩＴ利活用によるビジネス創出のツボ 

 ワーク①：ビジネスプランを生む「問い」の作り方 

 ワーク②：「問い」の共有と相互メンタリング 

 講師等：エイチタス(株)代表取締役 原 亮 

     タイムカプセル(株)代表取締役 相澤 謙一郎

９名 

令和４年１月16日(日) 

     15：00～17：00 

令和４年１月17日(月) 

     18：30～21：00 

  （オンライン開催）

 講 義①：起業を目指すための実践プロセス 

 講 議②：ＩＴ利活用によるビジネス創出のツボ 

 ワーク①：ビジネスプランを生む「問い」の作り方 

 ワーク②：「問い」の共有と相互メンタリング 

 講師等：エイチタス(株)  代表取締役 原 亮 

     タイムカプセル(株)代表取締役 相澤謙一郎 

16名 

       ・基礎プログラム 

開催日時・開催場所 内     容 参加者

令和３年８月24日(火) 

      ～ 25日(水）

  13：00～18：00 

（オンライン開催） 

【１日目】 

 講 義 ：リーンスタートアップでビジネスを描く 

 ワーク①：リーンキャンバス作成ワーク 

 ワーク②：ビジネスモデルを考える 

【２日目】 

 講 義 ：スタートアップ・ピッチ 

 ワーク③：小さな企画のビジネスワーク 

 ワーク④：90秒ピッチトレーニング 

 講師等：エイチタス(株)代表取締役 原 亮 

       〃    ディレクター 北 周一郎 

完全オンライン 

14名 

 令和４年１月30日(日)

     15：00～18：00 

 令和４年１月31日(月)

     18：30～20：30 

 令和４年２月４日(金)

     18：30～20：30 

 令和４年２月５日(土)

     15：00～18：00 

 （オンライン開催） 

 講 義 ：リーンスタートアップでビジネスを描く 

 ワーク①：リーンキャンバス作成ワーク 

 ワーク②：ビジネスモデルを考える 

 ワーク③：mvp設計ワーク 

 ワーク④：90秒ピッチトレーニング 

 講師等：エイチタス(株)代表取締役  原 亮 

       〃    ディレクター 北 周一郎 

完全オンライン

15名 

       ・ブラッシュアップセミナー 

開催日時・開催場所 内     容 参加者

令和３年11月16日(火) 

  13：00～17：00 

（県産業会館） 

 講 義 ：リーンスタートアップでビジネスを描く 

 ワーク①：リーンキャンバス作成ワーク 

 ワーク②：ビジネスモデルを考える 

 講 義 ：スタートアップ・ピッチ 

 ワーク③：小さな企画のビジネスワーク 

 ワーク④：90秒ピッチトレーニング 

 講師等：エイチタス(株)代表取締役  原 亮 

       〃    ディレクター 北 周一郎 

12プラン

13名 

うちオンライン

参加

２名

全員オンライン

個別指導

15プラン

15名 

- 28 -



       ・実践プログラム 

ｱ)集合メンタリング 

開催日時・開催場所 内     容 参加者

令和４年２月16日(水) 

      ～２月17日(木) 

 13：00～17：00 

（オンライン開催） 

 講 義 ：ブランディングとマーケティング 

      行動制約条件と事業規模策定 

 ワーク①：ブランディングとマーケティング 

      行動制約条件と事業規模策定 

 ワーク②：ピアメンタリング 

 講師等：エイチタス(株)代表取締役  原 亮 

       〃    ディレクター 北 周一郎 

完全オンライン 

9名 

ｲ)個別メンタリング 

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

実施件数 ７ 6 6 2 － － － － － 5 26 

② 起業支援事業助成金  

助成対象者 

(所在地)
テ  ー  マ 交 付 額 

伊牟田 雅子 

（鹿児島市）

あなたのマチにもプログラミング教室を！ 

～IT寺小屋を鹿児島県内に展開すっど～ 

1,353千円

五代 (松本 周作）

（姶良市）

包括的な遺品整理の集客にネット画面などの導入による

売上の回復 

1,500千円

酒井 さつき 

（鹿児島市）

死別悲嘆の緩和のため，現代環境に合わせた形で対話を行

い思い出を振り返る為のリモートお別れ会と思い出を手

元に残す為の故人誌作成 

 778千円

(有)肉のまるかつ 

（出水市）

低温加熱肉プリッとミートの味付け肉開発と販路開拓 70千円

Buddycare(株) 

（鹿児島市）

愛犬用の健康管理システムと，同システムにて蓄積したデ

ータを元に鹿児島県産原料・県内工場で作るカスタムドッ

グフードの提供 

1,456千円

(株)スカイメディケアラボ 

（薩摩川内市）

新規販路開拓で地域の子育て支援課題を解決。新しい生活

様式に対応した療育施設の開設・運営を推進するための看

板設置および充実した支援設備の導入。 

1,500千円

板垣 勝 

（いちき串木野市）

鹿児島県発 新感覚！サワーポメロの専門商社、イベント

運営会社を設立し、県外需給の拡大を目指す！ 

476千円

株式会社リリー 

（鹿児島市）

電話着信の自動応答を可能にするコールバック型電話サ

ポートシステム「CALLBACK.WORKS」の開発・販売 

1,500千円

計 ８ 件 8,633千円

 経営革新等伴走型支援事業（予算額 6,120,000円 決算額 6,035,348円） 

代替わりを契機として企業の飛躍を図るため，経営革新等を支援する専門人材を活かし，

伴走型支援による事業の磨き上げを行う。また，これを通じて，未来を担う次世代経営者（現

後継者）の育成を推進する。 

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 計 

相談件数 6 17 12 21 13 14 29 47 32 35 32 25 283 

② 経営革新計画作成支援に係る承認実績 ６件 
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２ 戦略的産業振興支援 

食品関連産業「カイゼン」活動強化支援事業（予算額  9,009,000円 決算額 8,964,000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 

（実企業数）

19 

(19)

16 

(1) 

17 

(0) 

21 

(1) 

14 

(0) 

18 

(0) 

17 

(0) 

17 

(0) 

16 

(0) 

16 

(0) 

17 

(0) 

15 

(0) 

203 

(21)

回数 19 17 21 26 16 23 25 22 21 24 20 19 253 

   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 

（実企業数）

0 

(0) 

1 

(1) 

6 

(5) 

3 

(1) 

1 

(0) 

1 

(0) 

6 

(1) 

4 

(0) 

2 

(0) 

5 

(0) 

3 

(0) 

1 

(0) 

33 

(8) 

回数 0 1 6 3 1 1 6 4 2 7 3 1 35 

   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】 

２月７日（月） 

14:25～16:10 

マリンパレス鹿児島 

【総参加： 63社等 153名】

(内訳)

1 配信先：56社等133名 

2 会 場： 7社等 20名 

＜発表企業：５社＞ 

１ 有限会社 九面屋 霧島市 ：

   生産性向上，個包装フィルムロス改善， 

多能工化による業務可能人員の増加等 

２ 株式会社 津曲食品  曽於市 ： 

    生産計画立案から運用，生産性向上， 

    工程内不良率軽減，返品による廃棄 

  ロス低減等 

３ 佐藤食品工業有限会社 日置市 ： 

   重量過不足の不良率低減， 

   生産性向上（問題点の見える化） 

４ 株式会社 鹿鳥食品  鹿屋市 ： 

    不適合品の削減， 

    付帯時間見直しによる生産性向上 

５ 上野食品 株式会社  阿久根市 ： 

    生産性向上（出荷実績集計業務， 

    作業手順の標準化等） 
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 戦略的基盤技術高度化支援事業（予算額  49,981,000円 決算額 49,442,742円） 

中小企業・小規模事業者による情報処理，精密加工等のものづくり基盤技術の向上を図るた

めの国の公募事業において，事業管理機関として，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，その成果の販路開拓に係る取組等を一貫して支援す

る。 

     （継続分：２件） 

   《 国からセンターへの交付確定  》 

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 

R3.4.1 世界初の脂溶性ポリフェノ

ールの量産化を目的に，独

自の抽出・濃縮・精製技術に

よる焼酎かすからの製造技

術の確立 

検討会 R3.6.3 
推進委員会 

第1回推進委員会 

R3.8.3 

第2回推進委員会 

R4.1.19 

R3.4.1 

～R4.3.31

交付確定額 

21,374,867円

内センター分 

3,480,593円

合  計  １件 21,374,867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 

R3.4.1 薩摩酒造㈱ (法認定中小企業） 

㈱ジェヌインR＆D 

国立大学法人 京都大学 

14,850,218円

1,247,573円

1,796,483円

 合  計                ３件 17,894,274円

  《 国からセンターへの交付確定  》 

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 

R3.4.1 ピュアなセルロースである

脱脂綿を原料とする健康食

品向けセロビオースの実用

化 

検討会 R3.5.26 

推進委員会 

第1回推進委員会 

R3.7.28 

第2回推進委員会 

R4.1.14 

R3.4.1 

～R4.3.31

交付確定額 

28,067,875円

内センター分 

3,655,602円

合  計  １件 28,067,875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 

R3.4.1 カクイ㈱ 

鹿児島県工業技術センター 

国立大学法人 東京大学 

産業技術総合研究所 

19,444,160円

1,536,563円

1,542,673円

1,888,877円

 合  計                ４件 24,412,273円

 新産業創出ネットワーク事業（再掲） 
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３  地域資源活用支援 

 魅力ある食品開発支援事業  （予算額 1,000,000円 決算額 867,793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 

R3.6.16 福山黒酢(株)

（霧島市）

コロナ禍で変化する社会ニーズに適用

した発酵食の実用化研究 

867,793円

合  計 １ 件 867,793円

 新産業創出ネットワーク事業（再掲） 

 新製品等販路拡大支援事業（再掲） 

４  研究開発・技術支援 

 先端技術研究開発支援事業  （予算額 5,566,000円 決算額 4,773,180円） 

県内中小企業が，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

う場合，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 

R3.6.16 (株)五反共楽園 

（鹿児島市）

鹿児島大学トルコギキョウ新品種の

高品質・高収益な切り花生産のため

のIoTを活用した栽培体系の開発 

1,934,635円

R3.6.16 Buddycare(株) 

（鹿児島市）

鹿児島県産原料・県内工場で作るカ

スタムドッグフードの研究開発 

1,935,600円

計 ２件 3,870,235円

 シーズ・ニーズ・マッチング促進事業（予算額  2,562,000円 決算額  1,195,101円） 

中小企業等のニーズに応じて研究・技術等に関する適切な機関，人材とのマッチングなど

のコーディネート支援や大学等研究機関の研究シーズの掘り起し等を行った。 

①窓口対応 

区 分 企 業 等 大学・高専 公設試・行政等 合 計 

累 計 ５７件   ４件 １０件 ７１件  

    ≪相談内容及び用件別内訳≫                （単位：件） 

分 

野 

食品

加工

機械

器具

木材 

加工 

環境

リサイクル

健康

医療

IT 

関連

資金

調達

販売

促進

会社

設立

成果

報告

情報

収集

その

他 

合 

計 

累計 19 8 0 5 4 1 2 0 0 0 27 5 71 

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 １４件   ２件 ０件  １６件    
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   ③産学官連携コーディネート （１７件） 

実施日 企  業  等 研 究 機 関 等 分野 

４月23日 イワクラホールディングス 鹿児島大学工学部 パーム油工場の排水処理施設 

5月11日 ㈲妙見石原荘 鹿児島大学水産学部 コロナウイルスを不活性化す

る温泉水試験 

5月18日 鹿児島大学農学部 工業技術センター 公開特許の技術普及 

5月20日 情報機器販売㈱ 鹿児島大学理学部 放射線測定 

8月16日 協業組合ユニカラー 鹿児島大学農学部 抗菌性試験 

10月26日 豊和名㈱ 鹿児島大学農学部 牛が発するメタンガス量の抑

制効果をシラスバルーンで検

証 

10月27日 ㈲宮原園 農業開発総合センター 緑茶の新製品開発 

10月27日 ㈱日本計器鹿児島製作所 工業技術センター サポイン事業共同体の形成 

11月4日 ㈱日本衛生センター 工業技術センター シラスバルーン入り塗料の熱

伝導率測定 

11月12日 本坊酒造㈱ 工業技術センター 新規焼酎開発（サポイン提案）

11月26日 リコージャパン㈱ 工業技術センター 3D－CAD，3D－プリンターの普及 

12月9日 鹿児島県工業技術センター 鹿児島大学農学部 食品の機能性研究 

1月17日 あらたま㈱ 鹿児島大学農学部 桜島大根を活用した食品開発 

1月18日 ㈲スリーウッドひかり 鹿児島大学農学部 地域特産品を活用した食品開

発 

2月22日 ㈱薬草酢本舗芳山坊 鹿児島大学医学部 薬草酢の機能性調査 

2月24日 ㈱ビルメン鹿児島 鹿児島大学工学部 小水力発電の実用化 

3月10日 イワクラホールディングス 鹿児島大学水産部 二酸化炭素削減 

 中小企業等外国出願支援事業（予算額  1,962,000円 決算額  1,939,532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 交付額 

意 匠 Deep Focus 

代表 笠島 卓 

 （霧島市)

ゴルフクラブ用ヘッド 

246千円

小   計 １ 件 246千円

商 標 Deep Focus 

代表 笠島 卓 

 （霧島市)
   （商標） 

107千円

(株)日本衛生センター 

（鹿児島市) （立体商標） 
305千円

（商標） 
 180千円

小正醸造(株) 

（鹿児島市） （商標）  340千円

若潮酒造(株) 

（志布志市） （商標）  88千円

(株)長寿庵 

（日置市）
  長寿院       （商標）  59千円

本坊酒造(株) 

（鹿児島市）

  駒ヶ岳       （商標） 

KOMAGATAKE
     215千円
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区 分 助 成 対 象 者 内         容 交付額 

商 標 沖永良部酒造(株) 

（和泊町） 
  はなとり      （商標）       51千円

沖永良部酒造(株) 

（和泊町）

いねのつゆ

  稲乃露          （商標） 

沖永良部酒造(株)

      54千円

(株)Ｂフロンティア 

（鹿児島市）
  cho'rism      （商標）      270千円

小   計 10 件 1,669千円

合   計 11 件 1,915千円

 新産業創出ネットワーク事業（再掲） 

 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 

 ベンチャープラザ開催事業（予算額  624,000円 決算額  311,823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』」を鹿児島市におい

て開催した。 

実施年月日等 内   容 

第81回(令和３年度第1回) 

令和３年11月10日(水) 

ホテル・レクストン鹿児島 

15:00～17:10 

参加者：92名 

（うちオンライン参加 32名） 

・ビジネスプラン発表 

 ①宝来メデック(株)（鹿児島市） 

  耐アルカリ性光合成菌技術による土壌改良、成長促進 

 ②「ノアコーヒー」(株)ＪＵＮ建設（霧島市） 

  国産コーヒー生産の現況と今後の展望について 

 ③Buddycare(株)（鹿児島市） 

  Pet techを活用した愛犬の健康管理プラットホームとカス

タマイズソリューションの提供 

 新製品等販路拡大支援事業  （予算額 5,640,000円 決算額  4,268,210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，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 

(所在地) 

テ  ー  マ  等 

（展示会等名） 

交 付 額 

冨士屋製菓(有) 

（大崎町） 

全国スーパー・ドラックストア・生協の販路開拓 

 鹿児島県福山産くろず飴 

（第56回スーパーマーケットトレードショー 2022） 

245千円

鹿児島精機(株) 

（霧島市）

九州エリアでの新規取引先開拓 

 ピンゲージ保持器，深穴製品 

（モノづくりフェア2021） 

500千円
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助成対象者 

(所在地) 

テ  ー  マ  等 

（展示会等名） 

交 付 額 

吉村醸造(株) 

（いちき串木野市）

「てんがら味噌」「手作り味噌セット」「お醤油屋さん

の麦麹」の展示会出展による市場開拓 

てんがら味噌，手作り味噌セット，お醤油屋さんの麦麹

（第56回スーパーマーケットトレードショー 2022） 

221千円

農業生産法人 

(有)十津川農場 

（南大隅町）

新商品の健康に特化した国内販路開拓 

 (仮称)水出しねじめびわ茶，伝承びわ茶 

（健康博覧会 2022） 

380千円

ファーマーズサポート(株) 

（鹿児島市）

牛の分娩監視システムの全国への販路拡大 

 牛の分娩監視システム「MOOVIE」 

（畜産資材 EXPO） 

500千円

(有)九面屋 

（霧島市）

新商品の全国販路開拓 

 大福餅（茶，紅芋，紫芋），さつまの黒まんじゅう 

（第56回スーパーマーケットトレードショー 2022） 

 184千円

持留製油(株) 

（鹿児島市）

新商品（ＣＢＤオイル）販路拡大事業 

 ニーナチュラルＣＢＤオイル 

（第20回ダイエット＆ビューティーフェア2021） 

500千円

(有)工房Ｒｙｏ 

（鹿児島市）

移乗機器業界に「第三のリフト」を大々的にＰＲする。

 ニーリングリフト，移乗アシスタントヘルパー ラクダ

（国際福祉機器展） 

386千円

(有)エール 

（指宿市）

新「おくら茶」の健康・美容市場への販路拡大 

 おくら茶 

（健康博覧会 2022） 

500千円

タートルベイ醸造 

（徳之島町）

クラフトハイボール，クラフトジンの全国展開 

 真夜中のハイボール，奄美クラフトジン 

（第56回スーパーマーケットトレードショー 2022） 

193千円

南薩食鳥(株) 

（南九州市）

新商品の全国販路開拓 

 宮崎辛麺｢輪｣監修 唐揚げ 

（フードメッセ in にいがた 2021） 

392千円

計 １１ 件 4,001千円

 取引あっせん強化推進事業（予算額  4,046,000円   決算額  2,868,313円） 

県外のおける発注企業等の掘りおこしを積極的に行い，県内受注企業との商談会を開催す

るほか，メーリングリスト等による効率的な取引情報の受発信により，新規販路と開拓を支

援した。 

   ①かごしま取引商談会の開催 

開催日  令和3年12月16日（木） 

開催場所  鹿児島サンロイヤルホテル（鹿児島市） 

参加企業  発注企業 14社 

 受注企業 36社 

総面談数  112件 

実  績  商談成立件数 ７件 初回取引金額 1,197千円 
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   ②ミニ商談会の開催 

第１回 

開催期間  令和3年10月5日（火）～6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 5社 

総面談数  5件 

    第２回 

開催期間  令和3年11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 6社 

総面談数  6件 

実  績  商談成立件数 1件 初回取引金額 67千円 

    第３回 

開催期間  令和3年11月25日（木）～26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 4社 

総面談数  4件 

実  績  商談成立件数 1件 初回取引金額 800千円 

    第４回 

開催期間  令和3年12月13日（月） 

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 

実  績  商談成立件数 1件 初回取引金額 13,500千円 

       第５回 

開催期間  令和3年12月22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 1社 

総面談数  1件 
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 モノづくり取引開拓出展支援事業（予算額  10,800,000円 決算額  9,684,061円） 

大都市圏で開催されるモノづくり関連の展示会等に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スペースを提供して取引先の拡大や新分野への参入を支援した。 

展示会名  第24回関西機械要素技術展（大阪） 

開催期間  令和3年10月6日（水）～8日(金) 

開催場所  インテックス大阪 

主催者  ＲＸJapan 

来場者数  16,906人 

展示企業 

（小間数） 

 県内企業10社の製品展示 （2小間） 

 ㈱大迫精機，鹿児島ケース㈱，鹿児島精機㈱，キリシマ精工㈱， 

 ㈱ステップ，㈱中川製作所樋脇工場，㈱南光，㈱パーツ精工鹿児島工場， 

 ㈱ホープ精工川内工場，㈱マツオ 

実  績  商談成立件数 8件  初回取引金額 10,950千円 

展示会名  モノづくりフェア2021（福岡） 

開催期間  令和3年10月13日（水）～15日(金) 

開催場所  マリンメッセ福岡Ａ館 

主催者  日刊工業新聞社 

来場者数  13,147人 

展示企業 

（小間数） 

 県内企業７社の製品展示 （２小間） 

 大迫精機㈱，鹿児島ケース㈱，㈱キンコー，㈱ステップ， 

 ㈱パーツ精工鹿児島工場， ㈲ヤナセ精機，八幡金属㈱国分工場 

実  績  商談成立件数 1件  初回取引金額 100千円 

展示会名  第26回機械要素技術展（東京） 

開催期間  令和4年3月16日（水）～18日(金) 

開催場所  東京ビッグサイト 

主催者  ＲＸJapan 

来場者数  19,875人 

展示企業 

（小間数） 

 県内企業8社の製品展示 （２小間） 

 ㈱オーケー社鹿児島，㈱大迫精機，キリシマ精工㈱，㈱南光， 

 八幡金属㈱国分工場，㈱藤田ワークス，㈱キンコー，㈱ステップ 

 モノづくり情報収集提供事業（予算額  2,399,000円 決算額  321,460円） 

発注情報を収集し，県内中小企業へ提供して取引あっせんを行うため，発注企業訪問を行

うとともに，専門調査員が登録企業を訪問し，情報の収集等を行った。また，九州７県合同

による全国の発注企業を対象にした書面調査を実施した。 

   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 9 2 5 6 2  11 12 11 6  5 69 

受注企業訪問数 18 9 35 19 4 3 15 33 22 17  14 189 

計 27 11 40 25 6 3 26 45 33 23 0 19 258 
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   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 6 2 2 3 1  6 7 8 3  3 41 

受注企業訪問数 10 4 16 10 2  8 7 11 8  9 85 

計 16 6 18 13 3 0 14 14 19 11 0 12 126 

      ＊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 9 9 12 30 9 8 11 14 124 12 11 7 256 

取引成立件数 2 8 5 4 4 3 2 3 5 10 13 8 67 

初回取引金額 718 1,680 449 4,052 8,243 940 25,660 130 477 3,241 28,417 1,207 75,214

④広域商談会への参画 

開催日・開催場所 実 施 内 容 

 令和3年6月30日(水) 

 令和3年7月 1日(木) 

 西日本総合展示場 新館 

        （北九州市） 

商談会名：商談会 製造技術マッチングフェア 

主  催：北九州観光コンベンション協会 

参加企業：発注企業  38社 

     受注企業 147社（本県7社） 

※7月7日(水)～7月21日(水)で追加オンライン面談実施 

   総面談数：453件（本県24件） 

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3年11月24日(水) 

  グランメッセ熊本 

   コンベンションホール 

 （熊本県上益城郡益城町） 

商談会名：四市連携事業「製造業ビジネスマッチング商談会」

主  催：熊本市 

運営事務局：公益財団法人くまもと産業支援財団 

参加企業：発注企業  11社（1社は後日面談） 

             ※当日は2社が2小間で面談実施

          受注企業  33社（本県4社） 

          本県面談数：11件 
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    令和３年度あっせん・成立件数内訳 
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

9 9 12 30 9 8 11 14 124 12 11 7 256

・機械要素技術展　（関西） 8 8

・機械要素技術展　（関東） 0

・モノづくりフェア　　（福岡） 1 1

・その他の展示会 0

・前年度までの展示会関係 1 1 2

・ミニ商談会 5 10 5 20

・かごしま取引商談会 108 108

・その他の商談会 24 11 35

・前年度までの商談会関係 2 2

・発注相談　（来訪・電話　等） 9 9 9 6 5 8 6 4 11 2 7 76

・受注相談　（来訪・電話　等） 4 4

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 8 5 4 4 3 2 3 5 10 13 8 67

・機械要素技術展　（関西） 8 8

・機械要素技術展　（関東） 0

・モノづくりフェア　　（福岡） 1 1

・その他の展示会 0

・前年度までの展示会関係 1 1 2

・ミニ商談会 3 3

・かごしま取引商談会 7 7

・その他の商談会 0

・前年度までの商談会関係 8 2 10

・発注相談　（来訪・電話　等） 2 2 4 4 3 2 1 5 9 1 1 34

・受注相談　（来訪・電話　等） 2 2

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
あ　　　っ　　　せ　　　ん　　　件　　　数　　　内　　　訳

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
成　　　立　　　件　　　数　　　内　　　訳

 下請かけこみ寺事業（予算額  348,000円 決算額  212,923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，親身になって対応する相談

業務，紛争の早期解決に向けた裁判外紛争解決手続き(ＡＤＲ）の実施及び専門知識を有す

る相談員，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開催した。 

   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 6 4 4 5 4 5 3 7 4 4 8 2 56 

内
訳

①窓口相談 4 4 4 5 3 4 3 6 3 4 5 2 47 

②無料弁護士相談 2    1 1  1 1  3  9 

③移動弁護士相談             0 

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    5   7  10    22 

企業等 8  7 19   6 10  12   62 

計 8 0 7 24 0 0 13 10 10 12 0 0 84 
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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3年 9月 7日(火) 13:00～15:00 

  日置市中央公民館（日置市） 

 中止

令和3年11月11日(木) 13:00～15:00 

  奄美市AiAiひろば（奄美市） 

 0件

令和3年12月10日(金) 13:00～15:00 

  霧島商工会議所（霧島市） 

 0件

令和4年 2月 9日(水) 13:00～15:00 

 鹿屋市産業支援センター（鹿屋市） 

 0件

 よろず支援拠点事業（再掲） 

 専門家派遣事業（再掲） 

 新産業創出ネットワーク事業（再掲） 

６ 情報化支援 

 情報支援事業（予算額  861,000円 決算額 172,291円） 

県内中小企業の情報化を支援するため，各種支援事業や企業経営に役立つ情報等を提供し

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 １４３，４４６回（令和２年度 １５１，６８７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 ５１回 

    ・配信先 １，６５８箇所（中小企業，商工関係支援機関）  

 情報会員支援事業（予算額  6,600,000円 決算額 5,821,003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 ４ 鈴木 大介 ワード基礎,パワーポイント基礎 

２ 日本ハードウェアー㈱ ５月22日 ７ 羽生 良平 ワード・エクセル基礎

３ ㈱外薗運輸機工 ６月４日 ２ 鈴木 大介 エクセル基礎 

４ 松元機工㈱ ７月２日 12 紙屋 清彦 

紙屋  久美子

エクセル基礎 

５ ㈱プランテムタナカ ７月17日 ５ 室屋 洋一 エクセル基礎・応用 

６ ㈱ナンチクファクトリー ７月28日 ４ 堀田 啓太 ワード・エクセル基礎

７ ㈱誠電社 ８月３日 ６ 室屋 洋一 エクセル，パワーポイント応用 

８ ㈱ナンチクファクトリー ８月18日 ３ 原田 圭輔 ワード・エクセル基礎
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No 企  業  名 研修日時 受講者 講 師 研 修 内 容 

９ ㈱誠電社 ９月15日 11 室屋 洋一 エクセル応用，ＣＡＤ基礎 

10 ㈱南光 ９月16日 ９ 羽生 良平 エクセル基礎・応用 

11 社会保険労務士法人サフィ

ール 

９月28日 ５ 羽生 良平 ワード・エクセル基礎

12 ㈱プランテムタナカ 10月16日 ２ 堀田 啓太 エクセル応用 

13 環境開発㈱ 10月19日 ３ 羽生 良平 イラストレーター基礎

14 ㈱奄美大島開運酒造 11月18日 ５ 長瀬 悠 ワード・エクセル応用

15 吉村醸造㈱ 11月23日 ３ 堀田 啓太 ワード基礎・応用 

エクセル基礎・応用 

16 鹿児島県土地改良事業団体

連合会 

12月８日 15 有馬 泰孝 エクセル応用 

17 指宿酒造㈱ １月19日 10 鈴木 大介 エクセル基礎・応用 

18 ㈱南日本リビング新聞社 １月19日 15 有馬 泰孝 エクセル応用 

19 社会保険労務士法人 HR 

Trust 

２月19日 ５ 堀田 啓太 エクセル基礎 

20 エスオーシー㈱ ３月５日 ３ 鈴木 大介 エクセル基礎 

合計 ２０社  129   

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 ㈱ナンチク 
４月15日

５月20日
２ 回 

在庫管理等 

２ ㈲大伸食品 
４月15日

９月10日
２ 回 

販売支援（販売予測システムの構築）等

３ ㈱中園久太郎商店 
７月16日

７月30日
２ 回 

顧客対応，販売支援，業務固有プロセ

ス(実行系) 

４ 吉村醸造㈱ 
７月19日

８月27日
２ 回 

顧客対応，販売支援，決済･債権債務，

資金回収管理，調達･供給，在庫･物流

５ ㈱ビックス 
７月26日

８月26日
２ 回 

オリジナル業務システムの更新等 

６ ㈲大成畜産 
９月28日

３月22日
２ 回 

顧客対応，販売支援及びオンライン

環境等 

７ ㈱十字屋 
10月20日

11月16日
２ 回 

売掛管理、情報共有化等 

合計 ７ 社 １４ 回  
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③セミナー 

開催日時場所・開催方式 内     容 参加者

 令和４年３月７日(月) 

 13：30～17：00 

 ホテル・レクストン 

鹿児島 

  会場及びZoomによる 

  デュアル開催 

令和３年度 ⅠＴセミナー

 『ⅠＴ活用による業務効率化への挑戦！ 

   ～ＤＸに取り組む企業に不可欠な働き方改革～』

【講演Ⅰ】 

 「ＲＰＡ(定形業務の自動化)の概要と活用事例」 

講師：アイテップ㈱ 企画課長 濱崎 繭 氏 

【講演Ⅱ】

「クラウドを活用した業務プロセス改善」 

講師：㈱日本システムデザイン鹿児島事業所 

             所 長 玉利 隆 氏 

【講演Ⅲ】

「ⅠＴ導入への補助金活用」 

  講師：㈱ヒーローズＤ  専務取締役 向江 隆行 氏 

164名 

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 

（実企業数）
11 

(11)

7 

(3)

11 

(3)

15 

(5)

8 

(1)

14 

(1)

14 

(2)

12 

(0)

11 

(0)

10 

(0)

11 

(0)

11 

(0)

135 

(26)

回数 11 7 13 15 8 14 14 17 13 10 12 11 145

   ⑤ＤＶＤ，ビデオテープ等の貸出状況  ３１回（本数１１０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 

(同)オフィス・イエローシード   （鹿児島市） ホームページ作成 １００千円

㈱薩摩川内市観光物産協会    （薩摩川内市） ＥＣサイト変更 １００千円

㈱にいやま園           （日 置 市） ホームページ変更 １００千円

南日本審査㈱            （姶 良 市） ホームページ変更 ９９千円

あいら行政書士坂元勝事務所     （姶 良 市） ホームページ作成 １００千円

医療法人 佑志会          （日 置 市） ホームページ変更 ４９千円

㈱宮原設計             （姶 良 市） ホームページ変更  ８２千円

正込法律事務所           （鹿児島市） ホームページ変更 ５５千円

後藤漬物㈱             （大 崎 町） ホームページ変更 

ＥＣサイト作成 

１００千円

㈲家具のふたつき          （鹿児島市） ホームページ作成 １００千円

サテライツ㈱            （曽 於 市） ホームページ変更 １００千円

合  計 １１ 件 ９８５千円

   ⑦情報誌（季刊）作成事業 

発 行 月 発行部数 配 布 先 

春号（令和３年５月） １，２００ 国，県，市町村及び商工会等中小企業支援機

関，情報会員企業 夏号（令和３年８月） １，２００ 

秋号（令和３年11月） １，２００ 

冬号（令和４年２月） １，２００ 
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⑧会員加入状況 

会員総数３７７（一般３２３社，賛助３３社（団体），市町村２１）（加入２１，退会７） 

 よろず支援拠点事業（再掲） 

 専門家派遣事業（再掲） 

７ 人材育成支援  

 ものづくり鹿児島リーダー塾事業   （予算額 570,000円 決算額  51,255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，後継者等を対象と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

令和３年８月10日（火）

  13:30～16:00

会場：mark MEIZAN 

参加者：12名

講師：株式会社現場サポート 代表取締役 福留 進一

演題：「異業種の組織創りに学ぶ」～働きがいのある職場創り～

第２回

令和３年11月12日（金）

  13:00～17:00

オンライン参加： 7名

「第16回全国若手ものづくりシンポジウム in のべおか」への参加 

  ・講演：関 満博 一橋大学名誉教授（コロナ後の中小企業）

  ・グループワーク（2回）

  ・企業による事例紹介（3社）

第３回

令和３年11月29日（月）

  13:30～16:00

会場：㈱南光

参加者：10名

講師：株式会社南光 代表取締役社長 上田平 孝也  

演題：モノづくりは人づくり

第４回 

令和４年 2月25日（金） 

  13:30～15:30 

会場：(公財)かごしま産業支援センター

参加者： 8名

講師：日本貿易振興機構（ジェトロ）鹿児島貿易情報センター

   所長 小林 肇 

演題：世界・日本の貿易状況とジェトロの支援

 よろず支援拠点事業（再掲） 

 プロフェッショナル人材戦略拠点事業（再掲） 

 新産業創出ネットワーク事業（再掲） 

 起業支援伴走プログラム事業（再掲） 

 食品関連産業「カイゼン」活動強化支援事業（再掲） 
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（公財）かごしま産業支援センターの相談件数 

技術・生産関係 437 923 1,086 1,042 551 434

資金調達・公的支援制度 323 270 229 195 86 89

経営全般 15 2 3 0 0 2

マーケティング・事業提携 9 18 1 0 0 5

人材関係 0 6 0 0 0 0

ビジネスプラン作成 1 0 4 2 2 289

会社設立 0 0 0 0 0 2

法律・特許関係 1 2 1 0 0 1

取引あっせん・取引適正化関
係

618 512 554 607 478 460

組織・人事・給与関係 17 0 0 0 1 0

ＩＴ関係 32 20 16 0 0 0

よろず支援拠点事業
（H26年度～）

7,372 6,372 4,029 6,511 9,419 16,317

プロフェッショナル人材戦略
拠点（平成28年１月～）

222 174 301 251 176 221

事業承継支援事務局（平成30
年４月～令和３年３月23日）

－ － 70 158 100 －

その他 28 79 34 35 48 56

合　　　　　計  9,075 8,378 6,328 8,801 10,861 17,876

2年度 3年度28年度 29年度 30年度 元年度項         目
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