
・カゴよろの取組み事例
・⽀援機関との連携事例

⿅児島県よろず⽀援拠点チーフコーディネーター
森友 伸和

「令和４年度 カゴよろの取り組み報告」
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⽀援メニュー





カゴよろってどんな拠点？？



地元の新聞・テレビ・冊⼦に取り上げられる話題の拠点

「KYT⿅児島読売テレビ」が密着取材で特集を組んでくれました。
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各種セミナー（学びの場）

個別相談（寄り添う）

チーム⽀援（１事業者に2名以上で相談）

リレー⽀援（課題によって他COへバトンタッチ）

スクラム⽀援（コーディネーターが数⼈あらゆる
⾓度から改善策を検証し、課題解決に挑む）

カゴよろの⽀援体制



オンラインセミナー
＆オンライン個別相談



毎⽉知財と連携してオンラインセミナーを開催



満足度９０％

約160種類の
セミナーを開催して
きました。

令和2年4⽉〜令和4年12⽉



JA⿅児島県経済連・地域おこし協⼒隊（⿅児島県内約130名）・⿅児島県茶業⻘年部（約300社が加盟）
等へ様々な機関とセミナーを開催
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⽀援機関との取組事例
通常の相談会やセミナー以外の
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1. お客様サポートセンター（⼭之江SCO・専⾨事務員）
2. よろず広報・バナーよろず（満留CO・松⽥CO）
3. YOROZU SX（森友CCO）
4. 市町村定期相談会（各担当CO）
5. ⼥⼦会運営（⼭之江SCO・鎌⽥CO・新地CO・三枝CO・浅井CO・⻄崎CO）

6. よろず新聞運営企画（新地CO・松⽥CO）
7. いつでもよろず（⾜達CO・事務員）
8. カゴよろマルシェ（森CO・鎌⽥CO）
9. ⿅児島セレクション（寶園CO・松⽥CO・三枝CO）
10.アフターコロナアシスト（森友CCO・満留CO）
11.まるっと経営プロジェクト（森友CCO）
12.カゴよろ⽀援インフラ（森友CCO・満留CO・寶園CO）
13.YOROZU NEXT(隈元CO・江藤CO）
14.成⻑志向企業伴⾛（川原CO・⻄崎CO）
15.⾏員向け勉強会（各担当CO）
16.産学⾦連携（各担当CO）
17.拠点間連携（各担当CO）
18.⾏政連携（各担当CO）
19.補助⾦・助成⾦⼀覧表（事務員・⼭之江SCO・川原CO）

project



専⾨のスタッフが事業者さまをフォロー



uバナーよろず：各支援機関（県内全金融機関８社・鹿児島県商工会連合会・県内商工会議
所10ヶ所・その他支援機関７ヶ所・国・県・市1ヶ所 計28ヶ所）と相互リンク

令和4年8⽉31⽇時点



年2回実施
・令和4年7⽉22⽇開催
・令和5年2⽉22⽇開催

SXとは、シナジーミックスの頭⽂字で、相乗効果の混りあいという意味です。



20

市町村に設置
※本部、サテライト・出張商談会含む

32
市町村：２９箇所
商⼯会議所：４箇所
商⼯会：１箇所

離島を有し南北に６００Km
県⼈⼝約１５６万⼈。



県内商工会議所10ヶ所中5ヶ所とは、サテライトとして月１回は定期相談会を行う。

⿅屋商⼯会議所

いちき串⽊野商⼯会議所

市町村定期相談会

市町村定期相談会



令和２年度
令和３年度
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⼥性CO7名が企画運営

⽇本政策⾦融公庫（３拠点）と⿅児島相互信⽤⾦庫と連携

年2回開催



uよろず新聞（A3両⾯ 年間4回発⾏）





uカゴよろマルシェ

令和4年9⽉29⽇（⽊）〜30⽇（⾦）
8社で第1回⽬開催しました。
第2回⽬は、令和5年1⽉26⽇〜27⽇開催予定。

第⼀地銀「⿅児島銀⾏（153か店）＆⿅児島県特産品協会と連携」



県商⼯会連合会と連携 （令和4年11⽉7⽇OPEN） 12社令和5年1⽉6⽇時点 3,824,190円達成



uアフターコロナアシスト（ACA）

20社に伴⾛⽀援
（⾏員も同席し、研修も兼ねる）

⿅児島相互信⽤⾦庫（県内58か店）との連携

コロナ融資で返済が２年後にスタートする事業者で
現在経営状況が厳しい事業者に伴⾛⽀援。

掲載記事はこちら☛
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まるっと経営⽀援プロジェクト（令和4年3⽉15⽇協定締結）

③ヒアリング

④⽀援要請

⑥コーディネーターによる⽀援
または

中⼩企業119専⾨家派遣事業

⑦よろず⽀援拠点との
同⾏⽀援

⾦融機関

⿅児島県信⽤保証協会

かごしま産業⽀援センター
（⿅児島県よろず⽀援拠点）

中

⼩

企

業

・

⼩

規

模

事

業

者

①業況報告書 ②⽀援⽅針に係る
情報交換

⑤⽀援依頼
⑧⽀援内容の
報告・意⾒交換

個別⽀援会議・
サポートミーティング

情報提供

⑨包括的な連絡調整会議
（四半期毎）

≪⽀援先企業≫
（１）ゼロゼロ融資の業況報告書提出先のうち，売上が⼤きく減少した⼀定規模以上の保証債務

残⾼がある中⼩企業者等
（２）既存の条件変更先のうち，ゼロゼロ融資の返済が令和４・５年度に開始する中⼩企業者等
（３）前記（１），（２）には該当しないものの，個別に⽀援要請があった中⼩企業者等

（１）保証協会は，ゼロゼロ融資の利⽤者

に係る業況報告書等に基づき，⽀援候

補先を抽出し，企業の⽀援意向を確認。

（左図①〜③）

（２）企業からの⽀援要請があった場合，

保証協会はよろず⽀援拠点による⽀援

の必要性を判断。（④〜⑤）

（３）よろず⽀援拠点による相談⽀援を実

施。必要に応じて保証協会も同⾏⽀援。

（⑥〜⑦）

（４）よろず⽀援拠点と保証協会は，随時

⼜は定期の連絡調整会議を通じて⽀援

⽅針の⽬線合わせ。（⑧〜⑨）

（５）必要に応じて，個別⽀援会議・サポ

ートミーティングの開催や，中⼩企業

活性化協議会等への情報提供を実施。

プロジェクトの流れ

11社⽀援機関との連携



（⿅児島信保提供、全信保連作成）
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市町村との連携 今年度は⿅児島市・⿅屋市・霧島市・阿久根市の４つの市町村と連携し、
補助⾦の採択条件に当拠点への相談が必須となりました。



⿅児島興業信⽤組合（県内25か店）＆南⽇本銀⾏＆⽇本政策⾦融公庫 ⾏員向け研修会の連携



地元TV局が取材。
33

産学⾦連携。⾼校⽣が考える
商品開発プロジェクト

第⼆地銀
「南⽇本銀⾏（６４か点）
と連携」

⿅児島の⾼校⽣に学び
の場を提供！



拠点間と連携



鹿児島県にある34箇所のコワーキングスペースを全てを繋
ぐ企画を実施。コワーキングを利用しているフリーランス
の方々を対象に、Web3によるメタバースの世界を伝える
セミナーを、外部講師をお招きしてセミナーを行った。

⿅児島県＆⿅児島市と連携



⿅屋市役所と⿅屋市観光協会と連携
企画からブラッシュアップのための
セミナー・審査員として未来への商
品開発のアドバイスを⾏う。



バイヤーマッチング商談会



補
助
金

国

新分野展開や
業務転換で事
業を立て直し
たい

事
業
再
構
築
補
助
金

【中小企業等、中堅企業等ともに】※補助上限額や補助率は、従業員数によって異なります。

《通常枠》：100万円～8,000万円 《大規模賃金引上げ枠》：8,000万円超～1億円
（中小：2/3補助 6,000万超は1/2） （中小：2/3補助 6,000万超は1/2）
（中堅：1/2補助 4,000万超は1/3） （中堅：1/2補助 4,000万超は1/3）

《回復・再生応援枠》：100万円～1,500万円 《最低賃金枠》：100万円～1,500万円
（中小：3/4補助、中堅：2/3） （中小：3/4補助、中堅：2/3）

《グリーン成長枠》
中小企業：100万円～1億円（1/2補助）
中堅企業：100万円～1.5億円（1/3補助）

《申請条件》
１、売上減少（２０２０年４月以降の連続する６

か月間のうち、任意の３か月の合計売上高
がコロナ以前と比 較し10％以上減少）

２、事業再構築に取り組む（新分野展開、 業態
転換、事業,業種転換）

３、認定経営革新等支援機関や金融機関と事業計
画を策定する

４、補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率
平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は、 従業
員１人当たり付加価値額の年率平均3.0%
（一部5.0%）以上の増加の達成

電子申請
第７次公募
調整中～9/30

（年４回公募予定）

事業再構築
補助金事務局
☎ 0570-012-088

新しいサービ
スや生産性向
上に取り組む
なら

も
の
づ
く
り
補
助
金

《一般型》
・・革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援

［通常枠］100万円～1,250万円（中小：1/2補助、小規模2/3補助）
［回復型賃上げ・雇用拡大枠］100万円～1,250万円（2/3補助）
［デジタル枠］100万円～1,250万円（2/3補助）
［グリーン枠］100万円～2,000万円（2/3補助）
※補助上限額や補助率は、申請される枠・類型や従業員の人数によって異なります。

電子申請
１１次公募
5/26～8/18

(複数回公募予定)

サポートセンター
☎ 050-8880-4053

販路開拓を目
指す小規模事
業者

持
続
化
補
助
金

《一般型》
・・店舗改装、チラシ作成、広告掲載等、販路開拓取り組み

賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠を新設

補助上限額：［通常枠］50万円 ［賃金引上げ枠］200万円
［卒業枠］200万円 ［後継者支援枠］200万円
［創業枠］200万円 ［インボイス枠］100万円
(2/3補助 ※賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4補助)

《申請条件》
１、開業している事
２、小規模事業者であること（常時使用する従業員の数）
・商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）：5人以下
・サービス業のうち宿泊業/娯楽業：20人以下
・製造業その他：20人以下

郵送・電子申請
第９回公募
3/29～9/20

(複数回公募予定)

【お問い合わせ】
各商工会・商工会議所

ITで業務効率
化したい・コ
ロナ対策を進
めたい

Ｉ
Ｔ
導
入
補
助
金

《通常枠》
・・IT導入による業務効率化・売上アップをサポート（ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大1年分補助）、導入関連費等）
上限450万円（1/2補助）

電子申請
第四次：～8/8

《デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）》
・・会計ソフトやECソフト等導入によりインボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進（ソフトウェア購入費、クラウド

利用（最大２年分補助）、導入関連費等） 補助額：５万円～50万円以下（3/4補助），50万円～350万円（2/3補助）
・・ハードウェア購入費等にも対応

PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器：補助上限額10万円（1/2補助）
レジ・券売機等：補助上限額20万円（1/2補助）

電子申請
第七次：～7/25
第八次：～8/8

コールセンター
☎ 0570-666-424

事業承継・M
＆A後の経営
革新、専門家
活用

事
業
承
継
・

引
継
ぎ
補
助
金

①経営革新 上限600万円（1/2～2/3補助）・・事業承継・M＆A後の経営革新
創業支援型、経営者交代型、M＆A型
②専門家活用 上限600万円（2/3補助）・・M＆A時の専門家活用
買い手支援型、売り手支援型
③廃業・再チャレンジ 上限150万円（2/3補助）・・事業承継・M＆Aに伴う廃業等
※廃業・再チャレンジは、経営革新・専門家活用と併用可

電子申請
（年４回公募予定）

【お問い合わせ】
経営革新

☎050-3615-9053
専門家活用/

廃業・再チャレンジ
☎050-3615-9043

《一般型》の他に…
《グローバル展開型》
《ビジネスモデル構築型》

補助金・助成金・一覧表（国） ※電子申請：gBizIDの取得が必要【発行まで１週間程度かかります】

※電子申請：gBizID

※電子申請：gBizID

※電子申請：gBizID



データーで⾒るカゴよろ



売上拡⼤が得意な拠点です！

全国平均



セミナーも含む



セミナーも含む



お客様サポートセンターの業務⾵景
立石 裕明さんによるCO勉強会





お客様サポートセンターの業務⾵景
立石 裕明さんによるCO勉強会



お客様サポートセンターの業務⾵景
立石 裕明さんによるCO勉強会
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IT関係の相談
：28.5%



• ご清聴ありがとうございました。

事業者さまの稼ぐ⼒の向上
を図っていきたいと思います。

⿅児島県よろず⽀援拠点 チーフコーディネーター
森友伸和 48


