
事業等の実施状況　（総括表）

所管課 所管課

①企画・デザイン力の向上、販
路拡大に向けた取組みの促進

市、関係機関、民間

□【再掲】 「メイドインかごしま」支援事業(製造業アドバイザー
            派遣、経営力強化補助）
□【再掲】クリエイティブタレント育成支援事業
　 【再掲】デザイン関連人材育成・交流支援事業

産業支援課

産業創出課
産業創出課

□【再掲】 「メイドインかごしま」支援事業(製造業アドバイザー
            派遣、経営力強化補助・新製品等支援補助）
□【再掲】クリエイティブ産業創出支援事業

産業支援課

産業創出課
　「特産品協会だより」発行事業（特産品協会）
   かごしまの特産品モニター活用事業（特産品協会）
   「きらり輝け！モノづくりセミナー」事業（特産品協会）

　「特産品協会だより」発行事業（特産品協会）
   かごしまの特産品モニター活用事業（特産品協会）
   「きらり輝け！モノづくりセミナー」事業（特産品協会）

②戦略的なプロモーションの推
進

市、関係機関、民間

   特産品コンクール開催事業
   よかもん自慢支援事業
□メディア等活用宣伝事業
   【再掲】特産品宣伝事業
   【再掲】街なかサービス推進事業
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業(四市連携地場企業販路
　　　　　　拡大推進、物産と観光展）

産業支援課
産業支援課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
産業支援課
産業支援課
産業支援課

   特産品コンクール開催事業
 　よかもん自慢支援事業
　 メディア等活用宣伝事業
   【再掲】特産品宣伝事業
   【再掲】街なかサービス推進事業
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業(四市連携地場企業販路
　　　　　　拡大推進、物産と観光展）

産業支援課
産業支援課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
産業支援課
産業支援課
産業支援課

   アンテナショップ機能強化事業（特産品協会）
   ふるさとかごしま物産展開催事業（特産品協会）
   【再掲】口蹄疫対策地域活性化事業（産業支援センター）

   アンテナショップ機能強化事業（特産品協会）
   ふるさとかごしま物産展開催事業（特産品協会）
   【再掲】口蹄疫対策地域活性化事業（産業支援センター）

①農商工等連携の取組みに向
けた交流機会の提供

市、関係機関 □農商工等連携人材育成塾開催事業 産業創出課 ◎フードビジネス推進事業 産業創出課

②農商工等連携の取組みに対
する支援

市、関係機関 □【再掲】農商工等連携人材育成塾開催事業 産業創出課 ◎【再掲】フードビジネス推進事業 産業創出課
  地域資源活用・農商工等連携促進プログラム事業（産業支援センター）
  【再掲】新事業創出支援事業（中小機構）

  地域資源活用・農商工等連携促進プログラム事業（産業支援センター）
  【再掲】新事業創出支援事業（中小機構）

③民間による農商工等連携支援
に係る取組みの推進

民間 ― ― ― ―    アグリクラスター構想事業（鹿銀）    アグリクラスター構想事業（鹿銀）

①自然資源を生かした新商品開
発の促進

市、関係機関、民間、大
学等

　 桜島・錦江湾資源活用商品創出支援事業
□【再掲】６次産業化推進事業
□【再掲】新産業創出支援事業

産業創出課
生産流通課
産業創出課

　 【再掲】農産加工設備整備支援事業
 　 【再掲】６次産業化推進事業
□【再掲】新産業創出支援事業

生産流通課
生産流通課
産業創出課

   【再掲】地域資源活用・農商工等連携促進プログラム事業（産業支援センター）
   【再掲】新事業創出支援事業（中小機構）

   【再掲】地域資源活用・農商工等連携促進プログラム事業（産業支援センター）
   【再掲】新事業創出支援事業（中小機構）

②自然資源を生かした新たな
サービス提供の促進

市、関係機関、民間、大
学等

□【再掲】新産業創出支援事業 産業創出課 □【再掲】新産業創出支援事業 産業創出課
  地域資源活用・農商工等連携促進プログラム事業（産業支援センター）
  【再掲】新事業創出支援事業（中小機構）

  食品関連産業経営者塾事業（県）
　地域資源活用・農商工等連携促進プログラム事業（産業支援センター）
  【再掲】新事業創出支援事業（中小機構）

①新製品開発等に対する支援 市、関係機関

□【再掲】６次産業化推進事業
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）
　 【再掲】中小企業新製品等利用促進庁内展示会
□【再掲】クリエイティブタレント育成支援事業
   【再掲】桜島・錦江湾資源活用商品創出支援事業

生産流通課
産業支援課
産業創出・産業支援課
産業創出課
産業創出課

　 農産加工設備整備支援事業
 　【再掲】６次産業化推進事業
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（新製品等支援補助）
　 【再掲】中小企業新製品等利用促進庁内展示会
□【再掲】クリエイティブ産業創出支援事業
◎【再掲】フードビジネス推進事業

生産流通課
生産流通課
産業支援課
産業創出・産業支援課
産業創出課
産業創出課

   産業支援コーディネーター等連絡会議の開催（鹿児島大学）
   新事業創出支援事業（中小機構）
　 かごしま・こだわり「食」の商談会（商工会議所）
◎かごしまの「食」付加価値向上対策事業(県）
　 【再掲】重点業種研究開発支援事業（産業支援センター）
   【再掲】地域技術提携起業化事業（産業支援センター）
   【再掲】地域資源活用・農商工等連携促進プログラム事業（産業支援センター）
   【再掲】新事業等開拓支援プログラム事業（産業支援センター）

   産業支援コーディネーター等連絡会議の開催（鹿児島大学）
   新事業創出支援事業（中小機構）
　 かごしま・こだわり「食」の商談会（商工会議所）
 　かごしまの「食」付加価値向上対策事業(県）
　 【再掲】重点業種研究開発支援事業（産業支援センター）
   【再掲】地域技術提携起業化事業（産業支援センター）
   【再掲】地域資源活用・農商工等連携促進プログラム事業（産業支援センター）
   【再掲】新事業等開拓支援プログラム事業（産業支援センター）

②大学等と企業の共同研究開
発に向けたマッチング機会の提
供

市、関係機関、大学等    新規創業者等育成支援事業（シーズ発表会） 産業創出課    新規創業者等育成支援事業（シーズ発表会） 産業創出課

   鹿児島大学ラボツアー事業（鹿児島大学）
   企業・大学研究者のマッチング業務（鹿児島大学）
   おおた研究・開発フェア（鹿児島大学）
　 BIOtech2014 アカデミックフォーラムへの出展（鹿児島大学）
　 南九州発新技術説明会（鹿児島大学）
　 イノベーションジャパン2014への出展（鹿児島大学）
　アグリビジネス創出フェア2014への出展（鹿児島大学）
   【再掲】事業化研究会支援事業（産業支援センター）

   鹿児島大学ラボツアー事業（鹿児島大学）
　 テクニカルショウ横浜2016への出展（鹿児島大学）
   企業・大学研究者のマッチング業務（鹿児島大学）
   おおた研究・開発フェアへの出展（鹿児島大学）
　 ライフサイエンスワールド2015アカデミックフォーラムへの出展（鹿児島大学）
  「地方創生！南日本ネットワーク新技術説明会」への出展（鹿児島大学）
　 アグリビジネス創出フェア2015への出展（鹿児島大学）
 　◎BioJapanへの出展（鹿児島大学）
   【再掲】事業化研究会支援事業（産業支援センター）

③見本市への出展促進など販
路拡大への支援

市、関係機関

   特産農産物育成事業
□６次産業化推進事業
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（販路拡大推進補助、
　　　　　　物産と観光展）
□【再掲】輸出チャレンジ支援事業

生産流通課
生産流通課
産業支援課

経済政策課

　 ６次産業化推進事業
□【再掲】農林水産物ＰＲ事業
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（新製品等支援補助・
　　　　　　　販路拡大推進補助、物産と観光展）
□【再掲】輸出チャレンジ支援事業
◎【再掲】フードビジネス推進事業

生産流通課
生産流通課
産業支援課

経済政策課
産業創出課

　むらおこし事業等地域活性化事業（かごしま市商工会）
   物産観光展開催事業（特産品協会）
　 販路開拓推進事業（特産品協会）
 　販路開拓支援事業（アグリ＆フード金融協議会）
   口蹄疫対策地域活性化事業（産業支援センター）
   かごしまの工芸品匠展開催事業（特産品協会）
   WIN-WINネット業務（南銀）
 　大学は美味しいフェアへの出展（鹿児島大学）
◎そうしん鹿児島うまいもんフェア（イオン九州㈱との共催事業）（相信）
◎安心・安全な食の認証取得促進事業（県）
◎商工会まるごと特産品フェア（県商工会連合会）
◎チャレンジショップ事業（かごしま市商工会）
  【再掲】新市場販路開拓助成事業（産業支援センター）

   【再掲】地域資源活用・農商工等連携促進プログラム事業（産業支援センター）
   【再掲】新事業等開拓支援プログラム事業（産業支援センター）
   【再掲】そうしん食＆アグリビジネス交流会（相信）
◎【再掲】かごしまの「食」付加価値向上対策事業(県）

　
　むらおこし事業等地域活性化事業（かごしま市商工会）
   物産観光展開催事業（特産品協会）
　 販路開拓推進事業（特産品協会）
 　販路開拓支援事業（アグリ＆フード金融協議会）
   口蹄疫対策地域活性化事業（産業支援センター）
   かごしまの工芸品匠展開催事業（特産品協会）
   WIN-WINネット業務（南銀）
　 大学は美味しいフェアへの出展（鹿児島大学）
 　そうしん鹿児島うまいもんフェア（イオン九州㈱との共催事業）（相信）
　 安心・安全な食の認証取得促進事業（県）
 　商工会まるごと特産品フェア（県商工会連合会）
◎アンテナショップによる地域産品等の販路開拓支援事業（かごしま市商工会）
   【再掲】新市場販路開拓助成事業（産業支援センター）
   【再掲】地域資源活用・農商工等連携促進プログラム事業（産業支援センター）
   【再掲】新事業等開拓支援プログラム事業（産業支援センター）
   【再掲】そうしん食＆アグリビジネス交流会（相信）
　 【再掲】かごしまの「食」付加価値向上対策事業(県）

①生産者と市民の交流イベント
の開催など地産地消の普及啓
発の推進

市、関係機関、民間    農林水産物地産地消推進事業 生産流通課 □農林水産物ＰＲ事業 生産流通課
　そうしん「うまかもん市」（相信）
　そうしん「小さな地産・地消支援ネットワーク」（相信）
◎【再掲】イオン九州㈱との共催事業「そうしん鹿児島うまいもんフェア」（相信）

　そうしん「うまかもん市」（相信）
　そうしん「小さな地産・地消支援ネットワーク」（相信）
　【再掲】そうしん鹿児島うまいもんフェア（イオン九州㈱との共催事業）（相信）

②「かごしま地産地消推進店」の
加入促進

市、関係機関、民間    「かごしま地産地消推進店」の登録（県）    「かごしま地産地消推進店」の登録（県）

①鹿児島の食資源のＰＲ等によ
る企業立地に向けた活動の充実

市、関係機関
 　首都圏における企業誘致
　 【再掲】企業立地推進事業

東京事務所
産業創出課

　 首都圏における企業誘致
　 【再掲】企業立地推進事業

東京事務所
産業創出課

   九州新幹線全線開業経済効果最大化プロジェクト（商工会議所）
   【再掲】企業立地促進補助事業（県）

   九州新幹線全線開業経済効果最大化プロジェクト（商工会議所）
   【再掲】企業立地促進補助事業（県）

②優遇制度の充実など魅力ある
立地環境づくり

市、関係機関、大学等  　【再掲】企業立地推進事業 産業創出課  　【再掲】企業立地推進事業 産業創出課    【再掲】企業立地促進補助事業（県）    【再掲】企業立地促進補助事業（県）

(1)
観光振興に関する
計画の推進

①観光振興に関する計画に基づ
く事業の推進

市、関係機関、民間    観光未来戦略推進事業 観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課    観光未来戦略推進事業 観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課

①「食」の新メニュー開発やまち
歩きなど新商品・サービスの開
発の充実

市、関係機関、民間

 　鹿児島ぶらりまち歩き推進事業
　 “美味のまち鹿児島”魅力づくり事業
　 観光イベント創出支援事業
◎薩摩維新ふるさと博開催事業

観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光振興課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課

□鹿児島ぶらりまち歩き推進事業
　 “美味のまち鹿児島”魅力づくり事業
□観光イベント創出支援事業
□薩摩維新ふるさと博開催事業

観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光振興課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課

②グリーン・ツーリズムなど新た
な観光ビジネスの創出・促進

市、関係機関、民間、大
学等

□グリーン・ツーリズム推進事業
□桜島・錦江湾ジオパーク推進事業
   ロゲイニングイベント開催支援事業
　 桜島・錦江湾ジオパーク旅行商品造成調査事業
□映画撮影等誘致支援事業
   着地型旅行商品造成調査事業
□世界文化遺産登録推進事業

□桜島・錦江湾ジオパーク環境整備事業
◎桜島・錦江湾ジオパーク人材育成事業
◎プロスポーツチーム等活動支援補助金
□【再掲】新産業創出支援事業

ＧＴ推進課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
スポーツ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
世界文化遺産登録推進
室
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
スポーツ課
産業創出課

□グリーン・ツーリズム推進事業
□桜島・錦江湾ジオパーク推進事業
　 ロゲイニングイベント開催支援事業
□映画撮影等誘致支援事業
　 世界文化遺産登録推進事業

 　桜島・錦江湾ジオパーク人材育成事業
　 プロスポーツチーム等活動支援補助金
□【再掲】新産業創出支援事業

ＧＴ推進課
ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進室
スポーツ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
世界文化遺産登録推進
室
ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進室
スポーツ課
産業創出課

◎WEB　産業観光発信（JETRO）
　 WEB　産業観光発信（JETRO）
◎映画「ゆずの葉ゆれて」撮影ロケサポート（かごしま市商工会喜入支所）

③外国人観光客受入体制の充
実
（銀聯カード決済システム導入、
接遇・通訳等の充実など）

市、関係機関、民間
□外国人観光客受入事業
　 ウェルカムキュート運営事業

観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課

　 外国人観光客受入事業
　 ウェルカムキュート運営事業

観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課

　【再掲】中国ＩＴ活用促進事業（特産品協会）

(3)
都市間連携による
企業活動の活性
化

①製品・技術等の共同プロモー
ションなど都市間連携事業の推
進

市、関係機関、民間
   広域観光連携事業
   「メイドインかごしま」支援事業（四市連携地場企業販路
   拡大推進）

観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
産業支援課

   広域観光連携事業
   「メイドインかごしま」支援事業（四市連携地場企業販路
   拡大推進）

観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
産業支援課

①姉妹都市、友好都市との経済
交流の推進

市、関係機関、民間    姉妹友好都市等との交流事業 国際交流課    姉妹友好都市等との交流事業 国際交流課    さつまルツァーノプロジェクト（NPO法人ぐるっと鹿児島ネットワーク）    さつまルツァーノプロジェクト（NPO法人ぐるっと鹿児島ネットワーク）

②アジア地域との経済交流の推
進

市、関係機関、民間
   アジアとの交流事業
   九州縦軸４市観光連携事業
□東アジア等観光客誘致宣伝事業

国際交流課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課

   アジアとの交流事業
   九州縦軸４市観光連携事業
□東アジア等観光客誘致宣伝事業

国際交流課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課

◎外国人技能実習制度適正化事業（中小企業団体中央会）

関係機関・大学等

(3)

２　国内外との
「交流」、「観
光」を生かした
産業の活性化

(4)

(5)

１　かごしまの
農林水産資源
等の「素材」を
生かした産業
振興

(1)

１　かごしまの地
域資源・特性を
生かした産業の
活性化

(4)

新製品開発・付加
価値向上・販路拡
大の促進

(2)

(2)

自然資源を生かし
たビジネスの促進

ブランド力の強化
に向けた取組みの
推進

地産地消の推進

(6)
食関連分野の企
業立地推進

主な取組み内容

姉妹都市等とのつ
ながりを生かした
交流の推進

農商工等連携の
促進

推進施策振興の方向性

鹿児島市

基本方針 実施主体 ２７年度の事業・取組み 　　　　２６年度の関係機関等の取組み２６年度の事業・取組み

プ ラ ン に お け る 位 置 付 け

観光客等のニーズ
に対応した商品・
サービスの充実

　　　　２７年度の関係機関等の取組み

無 印・黒：継続事業 ◎・赤：新規事業 □・青：拡充事業 資料 １
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事業等の実施状況　（総括表）

所管課 所管課

関係機関・大学等

主な取組み内容推進施策振興の方向性

鹿児島市

基本方針 実施主体 ２７年度の事業・取組み 　　　　２６年度の関係機関等の取組み２６年度の事業・取組み

プ ラ ン に お け る 位 置 付 け

　　　　２７年度の関係機関等の取組み

無 印・黒：継続事業 ◎・赤：新規事業 □・青：拡充事業 資料 １

①海外の見本市等への出展支
援

市、関係機関

   各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用促進
   協議会等）
   日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター助成事業
□輸出チャレンジ支援事業

経済政策課

経済政策課
経済政策課

   各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用促進
   協議会等）
   日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター助成事業
   輸出チャレンジ支援事業

経済政策課

経済政策課
経済政策課

   海外見本市出展支援（JETRO）
　 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業（かごしま市商工会）
   海外商談会開催事業（県貿易協会）
   そうしんＴＯＢＯ会（相信）
   かごしまの食輸出拡大事業（県）
   製造業海外取引支援事業（県）
   海外展示会出展サポート（中小機構）
　 【再掲】新市場販路開拓助成事業（産業支援センター）
 　【再掲】新事業等開拓支援プログラム事業（産業支援センター）
◎【再掲】かごしまの「食」付加価値向上対策事業(県）

   海外見本市出展支援（JETRO）
　 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業（かごしま市商工会）
   海外商談会開催事業（県貿易協会）
   そうしんＴＯＢＯ会（相信）
   かごしまの食輸出拡大事業（県）
   製造業海外取引支援事業（県）
   【再掲】新市場販路開拓助成事業（産業支援センター）
 　【再掲】新事業等開拓支援プログラム事業（産業支援センター）
　 【再掲】かごしまの「食」付加価値向上対策事業(県）

②海外バイヤーの招へい 市、関係機関
   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）
   【再掲】日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター助成事業

経済政策課

経済政策課

   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）
   【再掲】日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター助成事業

経済政策課

経済政策課

   海外バイヤーの招聘及び海外商談会（ＪＥＴＲＯ）
   かごしまブランド海外展開推進事業（県貿易協会）
   中小企業ＣＥＯ商談会（中小機構）
   【再掲】かごしまの食輸出拡大事業（県）

   海外バイヤーの招聘及び海外商談会（ＪＥＴＲＯ）
   かごしまブランド海外展開推進事業（県貿易協会）
   中小企業ＣＥＯ商談会（中小機構）
   【再掲】かごしまの食輸出拡大事業（県）

③特産品等のプロモーションの
推進

市、関係機関、民間 □【再掲】輸出チャレンジ支援事業 経済政策課    【再掲】輸出チャレンジ支援事業 経済政策課

   食品輸出促進実証モデル事業（県貿易協会）
   中国ＩＴ活用促進事業（特産品協会）
   トップセールス推進事業（県貿易協会）
   クールジャパン推進事業（ＪＥＴＲＯ）
   【再掲】かごしまの食輸出拡大事業（県）

   トップセールス推進事業（県貿易協会）
   クールジャパン推進事業（ＪＥＴＲＯ）
◎混載貨物輸出業者育成事業（県貿易協会）
◎航空貨物利用促進事業（県貿易協会）
　  【再掲】かごしまの食輸出拡大事業（県）

①海外取引に関する情報提供
の充実

市、関係機関
   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）
   【再掲】日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター助成事業

経済政策課

経済政策課

   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）
   【再掲】日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター助成事業

経済政策課

経済政策課

   情報活動事業（県貿易協会）
   貿易実務講座等の情報提供セミナー（ＪＥＴＲＯ）
　 ＷＥＢ等各種媒体による情報提供（ＪＥＴＲＯ）

   情報活動事業（県貿易協会）
   貿易実務講座等の情報提供セミナー（ＪＥＴＲＯ）
　 ＷＥＢ等各種媒体による情報提供（ＪＥＴＲＯ）

②海外取引に関する相談機能
の充実

市、関係機関
   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）
   【再掲】日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター助成事業

経済政策課

経済政策課

   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）
   【再掲】日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター助成事業

経済政策課

経済政策課

   貿易相談事業（県貿易協会）
   そうしん海外貿易相談室（相信）
   ＦＳ支援事業（中小機構）
   国際化支援アドバイス（中小機構）
   各種貿易投資相談（ＪＥＴＲＯ）

   貿易相談事業（県貿易協会）
   そうしん海外貿易相談室（相信）
 　海外ビジネス戦略推進支援事業（中小機構）
   国際化支援アドバイス（中小機構）
   各種貿易投資相談（ＪＥＴＲＯ）

①港湾関連施設等の整備促進 市、関係機関
   鹿児島港港湾整備事業（港湾負担金）
   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）

都市計画課
経済政策課

   鹿児島港港湾整備事業（港湾負担金）
   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）

都市計画課
経済政策課

②流通関連基盤の整備促進 市、関係機関

□青果市場リニューアル事業
□魚類市場再整備事業
   食肉センター施設整備事業
   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）
   【再掲】鹿児島港港湾整備事業（港湾負担金）

青果市場
魚類市場
経済政策課
経済政策課

都市計画課

□青果市場リニューアル事業
□魚類市場再整備事業
   食肉センター施設整備事業
   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）
   【再掲】鹿児島港港湾整備事業（港湾負担金）

青果市場
魚類市場
経済政策課
経済政策課

都市計画課

(4)
鹿児島港の利用
促進

①ポートセールス等の展開 市、関係機関
   【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）

経済政策課  　 【再掲】各種負担金・助成金（日本関税協会、鹿児島港利用
             促進協議会等）

経済政策課

①新産業創出に向けた研究会
の設置

市 □新産業創出支援事業 産業創出課 □新産業創出支援事業 産業創出課 ◎新産業創出支援業務の受託実施（相信）

②新産業創出推進体制の整備
市、関係機関、民間、大
学等

□【再掲】新産業創出支援事業 産業創出課 □【再掲】新産業創出支援事業 産業創出課 　
◎　ヘルスケア・ものづくり交流事業（県）
◎【再掲】新産業創出支援業務の受託実施（相信）

①異業種交流会やセミナー等の
開催

市、関係機関、民間
□【再掲】新産業創出支援事業
   【再掲】新規創業者等育成支援事業

産業創出課
産業創出課

□【再掲】新産業創出支援事業
   【再掲】新規創業者等育成支援事業

産業創出課
産業創出課

　 新規創業者等育成支援事業の受託実施（相信）
　 創業・経営革新支援セミナー（かごしま市商工会）

　 新規創業者等育成支援事業の受託実施（相信）
 　創業・経営革新支援セミナー（かごしま市商工会）

②新産業創出に関連する事業
者の取組みへの支援

市、関係機関、民間、大
学等

□【再掲】新産業創出支援事業 産業創出課 □【再掲】新産業創出支援事業 産業創出課
 　重点業種研究開発支援事業（産業支援センター）
   かしん創業プラン大賞（鹿信）
   中小製造業者創業・新分野進出等支援事業(県)

 　重点業種研究開発支援事業（産業支援センター）
   中小製造業者創業・新分野進出等支援事業(県)

③販路拡大への支援 市、関係機関
□【再掲】新産業創出支援事業
   【再掲】中小企業新製品等利用促進庁内展示会
　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（販路拡大推進補助）

産業創出課
産業創出・産業支援課
産業支援課

□【再掲】新産業創出支援事業
   【再掲】中小企業新製品等利用促進庁内展示会
　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（販路拡大推進補助）

産業創出課
産業創出・産業支援課
産業支援課

   かしんチャレンジマーケット（鹿信）
   【再掲】トライアル発注・販路開拓支援事業（県）

   かしんチャレンジマーケット（鹿信）
   【再掲】トライアル発注・販路開拓支援事業（県）

(3)
成長分野における
ベンチャー企業等
の育成

①ベンチャー企業等の取組みへ
の支援

市、関係機関、大学等
  【再掲】新規創業者等育成支援事業
□【再掲】新規開業支援利子補給金交付事業
□【再掲】中小企業資金融資事業

産業創出課
産業支援課
産業支援課

　 【再掲】新規創業者等育成支援事業
　 【再掲】新規開業支援利子補給金交付事業
 　【再掲】中小企業資金融資事業

産業創出課
産業支援課
産業支援課

   ベンチャープラザ開催事業（産業支援センター）
   新事業等開拓支援プログラム事業（産業支援センター）

   ベンチャープラザ開催事業（産業支援センター）
   新事業等開拓支援プログラム事業（産業支援センター）

(4)
成長分野に関連す
る企業立地推進

①優遇制度の充実など魅力ある
立地環境づくり

市、関係機関、大学等
 　首都圏における企業誘致
　 【再掲】企業立地推進事業

東京事務所
産業創出課

 　首都圏における企業誘致
　 【再掲】企業立地推進事業

東京事務所
産業創出課

   企業立地促進補助事業（県）
   環境・エネルギー広域連携事業（産業支援センター）

   企業立地促進補助事業（県）
   環境・エネルギー広域連携事業（産業支援センター）

①研究シーズ等の横断的な情
報共有体制の強化

市、関係機関、民間、大
学等

□再生可能エネルギー導入促進事業

   【再掲】新規創業者等育成支援事業（シーズ発表会）

再生可能エネルギー推
進課
産業創出課

 　再生可能エネルギー導入促進事業

   【再掲】新規創業者等育成支援事業（シーズ発表会）

再生可能エネルギー推
進課
産業創出課

②他地域の類似機関との連携
強化

市、関係機関、民間、大
学等

①共同研究開発に対する支援 市、関係機関
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）
□【再掲】新産業創出支援事業

産業支援課
産業創出課

　【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）
□【再掲】新産業創出支援事業

産業支援課
産業創出課

②国等の競争的資金に係る情
報提供や申請手続き等に関する
支援の充実

市、関係機関    SOHO、SPにおける情報提供等
SOHO、SPにおける情報
提供等

   SOHO、SPにおける情報提供等
SOHO、SPにおける情報
提供等

(3)
ビジネスマッチン
グ機能の強化

①ビジネスマッチングに係るコー
ディネート機能の充実

市、関係機関
   【再掲】新規創業者等育成支援事業（ＩＭ配置）
□【再掲】新産業創出支援事業

産業創出課
産業創出課

   【再掲】新規創業者等育成支援事業（ＩＭ配置）
□【再掲】新産業創出支援事業

産業創出課
産業創出課

　 マッチングコーディネート事業（産業支援センター）
   そうしんブレーン”２１”ビジネスマッチング（相信）
◎野村イノベーションマーケットへの参加（鹿児島大学）
   【再掲】環境・エネルギー広域連携事業（産業支援センター）

　 マッチングコーディネート事業（産業支援センター）
   そうしんブレーン”２１”ビジネスマッチング（相信）
 　野村イノベーションマーケットへの参加（鹿児島大学）
   【再掲】環境・エネルギー広域連携事業（産業支援センター）

２　かごしまの将
来を牽引する新
たな産業の創出

(2)

(1)

３　アジアへの
近接性などを
生かした「海外
取引」の強化

(1)

貿易・流通関連基
盤の整備促進

海外への販路拡
大の促進

１　かごしまの地
域資源・特性を
生かした産業の
活性化

海外取引に関する
支援機能の充実

(3)

新産業創出に向け
た取組みの推進

成長分野における
事業者の取組み
の促進

１　「環境」、
「健康」などの
成長分野に関
連する新産業
創出

(2)

２　新産業創出
のための「多様
な連携」の強化

(1)
産学官連携体制
の強化

(2)
企業間連携による
研究開発の促進

2／4



事業等の実施状況　（総括表）

所管課 所管課

関係機関・大学等

主な取組み内容推進施策振興の方向性

鹿児島市

基本方針 実施主体 ２７年度の事業・取組み 　　　　２６年度の関係機関等の取組み２６年度の事業・取組み

プ ラ ン に お け る 位 置 付 け

　　　　２７年度の関係機関等の取組み

無 印・黒：継続事業 ◎・赤：新規事業 □・青：拡充事業 資料 １

　 中心市街地活性化推進事業 経済政策課 　 中心市街地活性化推進事業 経済政策課

   街なかサービス推進事業
□街なか空き店舗活用事業

産業支援課
産業支援課

   街なかサービス推進事業
　 街なか空き店舗活用事業

産業支援課
産業支援課

①商店街の共同施設整備に対
する支援

市、関係機関
 　中小企業振興条例に基づく助成事業（共同施設設置事業）
 　明るい商店街づくり支援事業

産業支援課
産業支援課

 　中小企業振興条例に基づく助成事業（共同施設設置事業）
 　明るい商店街づくり支援事業

産業支援課
産業支援課

　高度化事業（商店街整備等支援事業）（中小機構） 　高度化事業（商店街整備等支援事業）（中小機構）

②商店街の独自のアイデアや創
意工夫による取組みに対する支
援

市、関係機関
 　商店街歩行者通行量調査
   頑張る商店街支援事業
□にぎわい商店街づくり支援事業

産業支援課
産業支援課
産業支援課

    頑張る商店街支援事業
 　にぎわい商店街づくり支援事業

産業支援課
産業支援課

   中小企業連携組織等支援事業（中小企業団体中央会）
   街おこし指導事業（かごしま市商工会）
   【再掲】商店街を核とした共生・協働型のまちづくり活性化推進事業（県）
   【再掲】口蹄疫対策地域活性化事業（産業支援センター）

   中小企業連携組織等支援事業（中小企業団体中央会）
   街おこし指導事業（かごしま市商工会）
   【再掲】口蹄疫対策地域活性化事業（産業支援センター）

①地域の個店同士が連携した取
組みへの支援

市  　地域のよか店コラボ支援事業 産業支援課  　地域のよか店コラボ支援事業 産業支援課    商店街を核とした共生・協働型のまちづくり活性化推進事業（県）

②地域の繁盛店づくりのための
セミナーの開催や講師の派遣等

市、関係機関 　地域繁盛店づくり支援事業 産業支援課 　地域繁盛店づくり支援事業 産業支援課

   商人塾（商工会議所）
   商店街交流事業（県振連）
   商店街振興組合指導事業（県振連）
   みせづくりブラッシュアップ事業（商工会議所）
◎中小・中堅企業専門家派遣事業（商工会議所）
　 中心市街地商業活性化診断・サポート事業（中小機構）
　 【再掲】商店街を核とした共生・協働型のまちづくり活性化推進事業（県）
   【再掲】現場改善サポーターズ事業（商工会議所）
   【再掲】講演会・講習会（商工会議所）

   商人塾（商工会議所）
   商店街交流事業（県振連）
   商店街振興組合指導事業（県振連）
   みせづくりブラッシュアップ事業（商工会議所）
　 中心市街地商業活性化診断・サポート事業（中小機構）
◎かしん経営大学公開講座（鹿信）
　 【再掲】現場改善サポーターズ事業（商工会議所）
   【再掲】講演会・講習会（商工会議所）

①セミナーの開催等による事業
者の情報化への取組みに対す
る支援

市、関係機関
   元気の出る中小企業支援事業
◎商い情報発信支援モデル事業
   【再掲】新規創業者等育成支援事業

産業支援課
産業支援課
産業創出課

   元気の出る中小企業支援事業
　 商い情報発信支援モデル事業
   【再掲】新規創業者等育成支援事業

産業支援課
産業支援課
産業創出課

②ICTを活用した販路拡大への
取組みに対する支援

市、関係機関
   【再掲】新規創業者等育成支援事業
　 【再掲】頑張る商店街支援事業
◎【再掲】商い情報発信支援モデル事業

産業創出課
産業支援課
産業支援課

   【再掲】新規創業者等育成支援事業
　 【再掲】頑張る商店街支援事業
 　【再掲】商い情報発信支援モデル事業

産業創出課
産業支援課
産業支援課

①普及啓発セミナー等の開催 市、関係機関 　ソーシャルビジネス促進事業 産業創出課 　ソーシャルビジネス促進事業 産業創出課

②相談対応など創業支援の充
実

市、関係機関
   【再掲】新規創業者等育成支援事業
 　【再掲】ソーシャルビジネス促進事業

産業創出課
産業創出課

   【再掲】新規創業者等育成支援事業
 　【再掲】ソーシャルビジネス促進事業

産業創出課
産業創出課

③市民ニーズや社会的課題に
対応した取組みへの支援

市、関係機関、民間
 　市民とつくる協働のまち事業
   【再掲】ソーシャルビジネス促進事業

市民協働課
産業創出課

 　市民とつくる協働のまち事業
   【再掲】ソーシャルビジネス促進事業

市民協働課
産業創出課

①製品の高付加価値化の取組
みへの支援

市、関係機関、大学等

□「メイドインかごしま」支援事業（製造業アドバイザー派遣、
　　経営力強化補助）
□クリエイティブタレント育成支援事業
　 【再掲】デザイン関連人材育成・交流支援事業

産業支援課

産業創出課
産業創出課

□「メイドインかごしま」支援事業（製造業アドバイザー派遣、
　　経営力強化補助・新製品等支援補助）
□クリエイティブ産業創出支援事業
　 【再掲】デザイン関連人材育成・交流支援事業

産業支援課

産業創出課
産業創出課

   ものづくり重点業種支援事業（県）
   ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（中小企業団体中央会）
   ２段ろくろ開口装置による洋装化織物の研究（25～２６年度）（工業技術センター）
   【再掲】かごしまこだわり商談会・展示会（商工会議所）

   ものづくり重点業種支援事業（県）
   ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（中小企業団体中央会）
   【再掲】かごしまこだわり商談会・展示会（商工会議所）

②特色ある事業者・製品のPR 市

◎【再掲】商い情報発信支援モデル事業
　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（販路拡大推進補助）
   【再掲】中小企業新製品等利用促進庁内展示会

産業支援課
産業支援課
産業創出課・産業支援
課

　 【再掲】商い情報発信支援モデル事業
　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（販路拡大推進補助）
   【再掲】中小企業新製品等利用促進庁内展示会

産業支援課
産業支援課
産業創出課・産業支援
課

   【再掲】トライアル発注・販路開拓支援事業（県）
   【再掲】かごしまこだわり商談会・展示会（商工会議所）
   【再掲】ものづくり重点業種支援事業（県）

   【再掲】トライアル発注・販路開拓支援事業（県）
   【再掲】かごしまこだわり商談会・展示会（商工会議所）
   【再掲】ものづくり重点業種支援事業（県）

①製品の認知度向上のためのＰ
Ｒの充実

市、関係機関、民間

   特産品宣伝事業
   伝統的工芸産業の活路開拓支援事業
   かごしまのいいもの情報発信支援事業
◎【再掲】商い情報発信支援モデル事業
   【再掲】街なかサービス推進事業
   【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（販路拡大推進補助）
   【再掲】特産品コンクール開催事業
   【再掲】中小企業新製品等利用促進庁内展示会
 　【再掲】よかもん自慢支援事業

産業支援課
産業支援課
産業支援課
産業支援課
産業支援課
産業支援課
産業支援課
産業創出課・産業支援
課
産業支援課

   特産品宣伝事業
   伝統的工芸産業の活路開拓支援事業
   【再掲】商い情報発信支援モデル事業
   【再掲】街なかサービス推進事業
   【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（販路拡大推進補助）
   【再掲】特産品コンクール開催事業
   【再掲】中小企業新製品等利用促進庁内展示会
 　【再掲】よかもん自慢支援事業

産業支援課
産業支援課
産業支援課
産業支援課
産業支援課
産業支援課
産業創出課・産業支援
課
産業支援課

   【再掲】トライアル発注・販路開拓支援事業（県）
   【再掲】かごしまこだわり商談会・展示会（商工会議所）
   【再掲】ものづくり重点業種支援事業（県）

   【再掲】トライアル発注・販路開拓支援事業（県）
   【再掲】かごしまこだわり商談会・展示会（商工会議所）
   【再掲】ものづくり重点業種支援事業（県）

②見本市への出展促進など販
路拡大への支援

市、関係機関
□「メイドインかごしま」支援事業（販路拡大推進補助、
　　　  四市連携地場企業販路拡大推進、物産と観光展）
□【再掲】輸出チャレンジ支援事業

産業支援課

経済政策課

□「メイドインかごしま」支援事業（販路拡大推進補助、
　　　  四市連携地場企業販路拡大推進、物産と観光展）
   【再掲】輸出チャレンジ支援事業

産業支援課

経済政策課

　
   ビジネスマッチング支援事業（産業支援センター）
   新市場販路開拓助成事業（産業支援センター）
   そうしん食＆アグリビジネス交流会（相信）
   販路開拓支援事業（商工会議所）
   JETRO WEBサイト（J-File）、メールマガジン（さくら通信）による情報提供（ＪＥＴＲＯ）
 ◎新規販路開拓支援事業（産業支援センター）
   【再掲】製造業海外取引支援事業（県）
   【再掲】WIN-WINネット業務「新販路開拓支援事業」（南銀）
   【再掲】ものづくり重点業種支援事業（県）
   【再掲】新事業等開拓支援プログラム事業（産業支援センター）

　
   ビジネスマッチング支援事業（産業支援センター）
   新市場販路開拓助成事業（産業支援センター）
   そうしん食＆アグリビジネス交流会（相信）
   販路開拓支援事業（商工会議所）
   JETRO WEBサイト（J-File）、メールマガジン（さくら通信）による情報提供（ＪＥＴＲＯ）
　 新規販路開拓支援事業（産業支援センター）
 　【再掲】製造業海外取引支援事業（県）
   【再掲】WIN-WINネット業務「新販路開拓支援事業」（南銀）
   【再掲】ものづくり重点業種支援事業（県）
   【再掲】新事業等開拓支援プログラム事業（産業支援センター）

③製造業者と流通業者等との
マッチング機会の提供

市、関係機関
   【再掲】特産品コンクール開催事業
   【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（四市連携地場企業
　　　　　　販路拡大推進）

産業支援課
産業支援課

   【再掲】特産品コンクール開催事業
   【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（四市連携地場企業
　　　　　　販路拡大推進）

産業支援課
産業支援課 ◎Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ（中小機構） 　 Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ（中小機構）

(3)
企業間連携による
研究開発の促進

①異業種交流など事業者同士
のマッチング機会の充実

市、関係機関 □【再掲】新産業創出支援事業 産業創出課 □【再掲】新産業創出支援事業 産業創出課
 ◎食品加工技術強化事業(県）
　 【再掲】中小企業連携組織等支援事業（中小企業団体中央会）

　 食品加工技術強化事業(県）
 　【再掲】中小企業連携組織等支援事業（中小企業団体中央会）

①大学や研究機関と製造業者
のマッチング機会の充実

市、関係機関、大学等    【再掲】新規創業者等育成支援事業（シーズ発表会） 産業創出課    【再掲】新規創業者等育成支援事業（シーズ発表会） 産業創出課
   事業化研究会支援事業（産業支援センター）
   技術相談会（南銀）

   事業化研究会支援事業（産業支援センター）
   技術相談会（南銀）

②大学等と製造業者の共同研
究開発に対する支援

市、関係機関、大学等 □【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助） 産業支援課 　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助） 産業支援課
   新事業研究開発助成事業（産業支援センター）
   地域技術提携起業化事業（産業支援センター）
   【再掲】重点業種研究開発支援事業（産業支援センター）

   新事業研究開発助成事業（産業支援センター）
   地域技術提携起業化事業（産業支援センター）
   【再掲】重点業種研究開発支援事業（産業支援センター）

①設備の増設など事業拡張に
対する支援

市、関係機関 □【再掲】中小企業資金融資事業（新事業展開支援資金） 産業支援課  　【再掲】中小企業資金融資事業（新事業展開支援資金） 産業支援課
   【再掲】県中小企業融資制度運営事業（県）
   【再掲】企業立地促進補助事業（県）

   【再掲】県中小企業融資制度運営事業（県）
   【再掲】企業立地促進補助事業（県）

②事業革新・事業転換に対する
支援

市、関係機関
□【再掲】中小企業資金融資事業（新事業展開支援資金）
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）

産業支援課
 　【再掲】中小企業資金融資事業（新事業展開支援資金）
　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）

産業支援課
   売場改善サポーターズ事業（商工会議所）
   専門家派遣事業（産業支援センター）

   売場改善サポーターズ事業（商工会議所）
   専門家派遣事業（産業支援センター）

①インキュベーション施設への
入居など創業支援の充実

市、関係機関
   ソフトプラザかごしま管理運営事業
   【再掲】新規創業者等育成支援事業
   【再掲】ソーホーかごしま管理運営事業

産業創出課
産業創出課
産業創出課

   ソフトプラザかごしま管理運営事業
   【再掲】新規創業者等育成支援事業
   【再掲】ソーホーかごしま管理運営事業

産業創出課
産業創出課
産業創出課

②プロジェクト化に向けた交流機
会の提供

市、関係機関、大学等    【再掲】新規創業者等育成支援事業 産業創出課    【再掲】新規創業者等育成支援事業 産業創出課

③共同研究開発に対する支援 市、関係機関 □【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助） 産業支援課 　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助） 産業支援課

①優遇制度の充実など魅力ある
立地環境づくり

市、関係機関、大学等
 　企業立地推進事業
　 コールセンターの魅力発見事業
　 首都圏における企業誘致

産業創出課
産業創出課
東京事務所

 　企業立地推進事業
　 コールセンターの魅力発見事業
　 首都圏における企業誘致

産業創出課
産業創出課
東京事務所

   【再掲】企業立地促進補助事業（県）    【再掲】企業立地促進補助事業（県）

②立地推進体制の充実 市、関係機関  　【再掲】企業立地推進事業 産業創出課  　【再掲】企業立地推進事業 産業創出課    【再掲】 企業立地促進補助事業（県）    【再掲】 企業立地促進補助事業（県）

   鹿児島市中心市街地活性化協議会の運営（商工会議所）
◎かごしま市商工会アンテナショップ運営事業（かごしま市商工会）

ソーシャルビジネ
ス等の成長促進

製品の販路拡大
の促進

①「中心市街地活性化基本計
画」に基づく事業の推進

市、関係機関、民間、大
学等

先端技術分野にお
ける連携強化

３　かごしまを支
える産業の成長
促進

(5)

魅力ある個店づく
りの促進

(2)

(1)

(5)

１　地域の特性
やニーズに対
応した商業・
サービス業の
活性化

(4)
商業・サービス業
に関する情報発信
の充実

３　都市機能の
集積を生かし
た産業の振興

地域に根ざした商
店街づくりの促進

製品の高付加価
値化の促進

(2)

(3)

都市機能の集積を
生かした企業立地
推進

事業拡張・事業革
新の促進

(1)
知識集約型産業
等の育成支援

(2)

２　事業革新等
による「ものづ
くり」、「伝統産
業」の活性化

(4)

(1)
「中心市街地活性
化基本計画」の推
進

   鹿児島市中心市街地活性化協議会の運営（商工会議所）
　 かごしま市商工会アンテナショップ運営事業（かごしま市商工会）

3／4



事業等の実施状況　（総括表）

所管課 所管課

関係機関・大学等

主な取組み内容推進施策振興の方向性

鹿児島市

基本方針 実施主体 ２７年度の事業・取組み 　　　　２６年度の関係機関等の取組み２６年度の事業・取組み

プ ラ ン に お け る 位 置 付 け

　　　　２７年度の関係機関等の取組み

無 印・黒：継続事業 ◎・赤：新規事業 □・青：拡充事業 資料 １

①事業者のマーケティング力の
強化に向けた支援の充実

市、関係機関

   新規創業者等育成支援事業（IM設置）
　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（製造業アドバイザー
            派遣）
□【再掲】クリエイティブタレント育成支援事業

産業創出課
産業支援課

産業創出課

   新規創業者等育成支援事業（IM設置）
　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（製造業アドバイザー
            派遣）
□【再掲】クリエイティブ産業創出支援事業

産業創出課
産業支援課

産業創出課

   講習会・講演会（商工会議所、かごしま市商工会）
   エキスパートバンク（商工会議所、かごしま市商工会）
   南友会の運営「異業種交流会」（南銀）
   ビジネスセミナー（南銀）
   かしん経営大学（鹿信）
   中核的企業創出プログラム事業（産業支援センター）
   事業承継相談ネットワーク（相信）
   かしんトップマネジメント大学（鹿信）
   事業承継セミナー（相信）
   かごしま若手経営者育成事業（かごしま産業おこし郷中塾）（県）
   かしん創業プランセミナー（鹿信）
   そうしんビジネス・イノベーション大賞（相信）
   ビジネスドクターナビ事業（商工会議所）
   中小企業経営革新支援事業（商工会議所）
◎よろず支援拠点事業（産業支援センター）
◎ｗｅｂ経営相談事業（商工会議所）
◎補助金ナビ事業（商工会議所）
   【再掲】商人塾（商工会議所）
◎【再掲】中小・中堅企業専門家派遣事業（商工会議所）
   【再掲】 中小企業連携組織等支援事業（中小企業団体中央会）

   講習会・講演会（商工会議所、かごしま市商工会）
   エキスパートバンク（商工会議所、かごしま市商工会）
   南友会の運営「異業種交流会」（南銀）
   ビジネスセミナー（南銀）
   かしん経営大学（鹿信）
   中核的企業創出プログラム事業（産業支援センター）
   事業承継相談ネットワーク（相信）
   かしんトップマネジメント大学（鹿信）
   事業承継セミナー（相信）
   かごしま若手経営者育成事業（かごしま産業おこし郷中塾）（県）
   そうしんビジネス・イノベーション大賞（相信）
   ビジネスドクターナビ事業（商工会議所）
   中小企業経営革新支援事業（商工会議所）
　 よろず支援拠点事業（産業支援センター）
 　ｗｅｂ経営相談事業（商工会議所）
 　補助金ナビ事業（商工会議所）
 　かしん経営者フォーラム
 　【再掲】商人塾（商工会議所）
   【再掲】 中小企業連携組織等支援事業（中小企業団体中央会）

②事業者の円滑な資金調達など
経営安定化への支援

市、関係機関
□中小企業資金融資事業
□新規開業支援利子補給金交付事業
   地域総合整備資金貸付

産業支援課
産業支援課
産業支援課ほか

　 中小企業資金融資事業
 　新規開業支援利子補給金交付事業
   地域総合整備資金貸付

産業支援課
産業支援課
産業支援課ほか

   ワンストップ専門相談事業（商工会議所）
   金融指導事業（商工会議所、かごしま市商工会）
   経営安定特別相談事業（商工会議所、かごしま市商工会）
   鹿児島県中小企業再生支援協議会（商工会議所）
   県中小企業融資制度運営事業（県）
   消費税転嫁対策相談窓口相談等事業（商工会議所）
 　鹿児島県経営改善支援センター（商工会議所）
 　経営改善円滑化支援事業（経営改善アドバイザー）（商工会議所）
   消費税転嫁対策窓口相談等事業（中央会）
 　中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(商工会議所・かごしま市商工
   会）
   【再掲】中小企業連携組織等支援事業（組合事務局）（中小企業団体中央会）
◎【再掲】よろず支援拠点事業（産業支援センター）

   ワンストップ専門相談事業（商工会議所）
   金融指導事業（商工会議所、かごしま市商工会）
   経営安定特別相談事業（商工会議所、かごしま市商工会）
   鹿児島県中小企業再生支援協議会（商工会議所）
   県中小企業融資制度運営事業（県）
   消費税転嫁対策相談窓口相談等事業（商工会議所）
 　鹿児島県経営改善支援センター（商工会議所）
 　消費税転嫁対策窓口相談等事業（中央会）
 　中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(商工会議所・かごしま市商工
   会）
 　かしん経営相談室（鹿信）
　 【再掲】中小企業連携組織等支援事業（組合事務局）（中小企業団体中央会）
　 【再掲】よろず支援拠点事業（産業支援センター）

③官公需の推進 市、関係機関
   中小企業新製品等利用促進庁内展示会

   官公需に関する国の方針の周知等

産業創出課・産業支援
課
経済政策課

   中小企業新製品等利用促進庁内展示会

   官公需に関する国の方針の周知等

産業創出課・産業支援
課
経済政策課

   トライアル発注・販路開拓支援事業（県）    トライアル発注・販路開拓支援事業（県）

①事業承継に関する支援 市、関係機関
   中小企業指導団体助成事業
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）

経済政策課
産業支援課

   中小企業指導団体助成事業
 　【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）

経済政策課
産業支援課

   中小企業連携組織等支援事業（組合青年部・後継者）（中小企業団体中央会）
　 事業承継円滑化支援（中小機構）
   【再掲】ワンストップ専門相談事業（商工会議所）

   中小企業連携組織等支援事業（組合青年部・後継者）（中小企業団体中央会）
　 事業承継円滑化支援（中小機構）
   【再掲】ワンストップ専門相談事業（商工会議所）

②技術の継承に関する支援 市、関係機関 □【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助） 産業支援課 　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助） 産業支援課    【再掲】ワンストップ専門相談事業（商工会議所）    【再掲】ワンストップ専門相談事業（商工会議所）

①知的財産の保護・活用に関す
る情報提供

市、関係機関
   発明協会を通じての情報収集及び提供
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）
   【再掲】新規創業者等育成支援事業

産業支援課
産業支援課
産業創出課

   発明協会を通じての情報収集及び提供
 　【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）
   【再掲】新規創業者等育成支援事業

産業支援課
産業支援課
産業創出課

   「知的財産推進戦略」推進事業（県）    「知的財産推進戦略」推進事業（県）

②知的財産の保護・活用に関す
る支援機能強化

市、関係機関
  【再掲】新規創業者等育成支援事業（IM設置）
□【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）

産業創出課
産業支援課

   【再掲】新規創業者等育成支援事業（IM設置）
　 【再掲】「メイドインかごしま」支援事業（経営力強化補助）

産業創出課
産業支援課

   地域中小企業外国出願支援事業（産業支援センター）
    【再掲】「知的財産推進戦略」推進事業（県）

   中小企業等外国出願支援事業（産業支援センター）
    【再掲】「知的財産推進戦略」推進事業（県）

①ICT導入等による生産性向上
に関する普及啓発の推進

市、関係機関、民間    【再掲】新規創業者等育成支援事業 産業創出課    【再掲】新規創業者等育成支援事業 産業創出課 　　ＩＣＴ高度活用促進事業（産業支援センター） 　　ＩＣＴ高度活用促進事業（産業支援センター）

②情報関連事業者と異業種の
事業者との連携の促進

市、関係機関、民間 　【再掲】新規創業者等育成支援事業（IM設置） 産業創出課 　【再掲】新規創業者等育成支援事業（IM設置） 産業創出課

(1)
関係機関の情報
共有の促進

①関係機関担当者との情報共
有の場の設置

市、関係機関 　鹿児島市商工業振興関係機関連絡会議 経済政策課 　鹿児島市商工業振興関係機関連絡会議 経済政策課
 　中小企業支援機関連携推進会議（産業支援センター）
　 【再掲】産学官コーディネーター会議（鹿児島大学）

 　中小企業支援機関連携推進会議（産業支援センター）
　 【再掲】産学官コーディネーター会議（鹿児島大学）

①関係機関との連携による総合
的な情報提供の充実

市、関係機関 　【再掲】鹿児島市商工業振興関係機関連絡会議 経済政策課 　【再掲】鹿児島市商工業振興関係機関連絡会議 経済政策課

   メール配信サービス（商工会議所）
   情報誌作成事業（産業支援センター）
   中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（商工会議所・かごしま市商工
   会）

   メール配信サービス（商工会議所）
   情報誌作成事業（産業支援センター）
   中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（商工会議所・かごしま市商工
   会）

②セミナーや施策説明会等の共
同開催

市、関係機関    輸出チャレンジ支援セミナー（ジェトロとの共催） 経済政策課    輸出チャレンジ支援セミナー（ジェトロとの共催） 経済政策課

①起業意識の向上のための普
及啓発

市、関係機関    【再掲】新規創業者等育成支援事業 産業創出課    【再掲】新規創業者等育成支援事業 産業創出課    創業応援ナビゲーター事業（商工会議所）    創業応援ナビゲーター事業（商工会議所）

②起業への支援 市、関係機関

□新規創業者等育成支援事業（セミナー等開催）
  女性起業家育成事業
□【再掲】新規開業支援利子補給金交付事業
□【再掲】中小企業資金融資事業

産業創出課
産業創出課
産業支援課
産業支援課

　 新規創業者等育成支援事業（セミナー等開催）
 　【再掲】新規開業支援利子補給金交付事業
 　【再掲】中小企業資金融資事業

産業創出課
産業支援課
産業支援課

　 中小企業連携組織等支援事業（創業・企業・新事業）中小企業団体中央会）
   地域需要創造型等起業・創業促進事業（中小企業団体中央会）
   創業塾（商工会議所）

　 中小企業連携組織等支援事業（創業・企業・新事業）中小企業団体中央会）
   地域需要創造型等起業・創業促進事業（中小企業団体中央会）
   創業塾（商工会議所）
◎地域活性化起業家支援事業（県）

③インキュベーション施設の機
能強化

市
   ソーホーかごしま管理運営事業
◎創業支援のための無線LAN設置事業
   【再掲】ソフトプラザかごしま管理運営事業

産業創出課
産業創出課
産業創出課

   ソーホーかごしま管理運営事業
　創業支援のための無線LAN設置事業
   【再掲】ソフトプラザかごしま管理運営事業

産業創出課
産業創出課
産業創出課

①企画・事業化をリードする人材
の育成

市、関係機関、大学等
　 デザイン関連人材育成・交流支援事業
□【再掲】新規創業者等育成支援事業（セミナー等開催）
□【再掲】クリエイティブタレント育成支援事業

産業創出課
産業創出課
産業創出課

　 【再掲】新規創業者等育成支援事業（セミナー等開催）
□【再掲】クリエイティブ産業創出支援事業

産業創出課
産業創出課

②事業のグローバル展開を支え
る人材の育成

市、関係機関、大学等 □【再掲】新規創業者等育成支援事業（セミナー等開催） 産業創出課  　【再掲】新規創業者等育成支援事業（セミナー等開催） 産業創出課
   中核的専門人材育成のためのグローバル・コンソーシアム参加（県立短期大学）
　 商談スキルセミナー（ＪＥＴＲＯ）

   中核的専門人材育成のためのグローバル・コンソーシアム参加（県立短期大学）
 　商談スキルセミナー（ＪＥＴＲＯ）

③大学等における産業振興に係
るカリキュラムの充実

大学等 ― ― ― ―
◎「かごしまＣＯＣセンター」の設置（鹿児島大学）
◎「起業のための人材育成Ⅰ」の開講（平成26年度後期開講）（鹿児島大学）

 　「かごしまＣＯＣセンター」の設置（鹿児島大学）
 　「起業のための人材育成Ⅱ」の開講（平成27年度前期開講）（鹿児島大学）
◎「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」への提案（鹿児島大学）

①市内企業が求める人材マッチ
ングの支援

市、関係機関  　ものづくり職人人材マッチング事業 雇用推進課  　ものづくり職人人材マッチング事業 雇用推進課    若年者のための就職面談会（県）    若年者のための就職面談会（県）

②若者をはじめとする求職者の
就労促進

市、関係機関

　 労働関係相談及び雇用促進事業
　 就職困難者等雇用促進助成事業
   高年齢者就業機会確保事業
   若年者就職サポート事業
   若年者等雇用促進助成事業
   ＩＴ人材育成事業
□障害者技能向上支援事業
　 長期実践型インターンシップ事業
　 仕事・職業人情報発信事業
◎在職者キャリアアップ支援事業

雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課

□労働関係相談及び雇用促進事業
　就職困難者等雇用促進助成事業
□高年齢者就業機会確保事業
   若年者就職サポート事業
   若年者等雇用促進助成事業
   障害者技能向上支援事業
◎ものづくり職人育成支援事業

雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課

   鹿児島県地域ｼﾞｮﾌﾞ・ｶｰﾄﾞｾﾝﾀｰ（商工会議所（国委託））
   若者就職ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ（商工会議所（県委託））
   そうしんカバン持ち体験事業（相信）
   就活フォーラム（相信）
   若年者雇用・人材育成事業（雇用基金）（県）
   かごしまＩＴ就職フェア（相信）

   鹿児島県地域ｼﾞｮﾌﾞ・ｶｰﾄﾞｾﾝﾀｰ（商工会議所（国委託））
   若者就職ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ（商工会議所（県委託））
   そうしんカバン持ち体験事業（相信）
   就活フォーラム（相信）
   かごしまＩＴ業界セミナー（相信）

③U・Iターン希望者の就労促進 市、関係機関、民間    ＵＩターンについての市ＨＰでの情報提供 雇用推進課    ＵＩターンについての市ＨＰでの情報提供 雇用推進課
   UIターンフェア“かごしま”＆県内合同就職面接会（県）
   ふるさと人材相談室の運営（県）

   UIターンフェア“かごしま”＆県内合同就職面接会（県）
   ふるさと人材相談室の運営（県）

④勤労者福祉の充実 市、関係機関、民間

   中小企業退職金共済掛金補助事業
   中小企業勤労者総合福祉推進事業
   勤労者交流センター管理運営事業
　 【再掲】労働関係相談及び雇用促進事業

雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課

   中小企業退職金共済掛金補助事業
   中小企業勤労者総合福祉推進事業
   勤労者交流センター管理運営事業
□ 【再掲】労働関係相談及び雇用促進事業

雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課
雇用推進課

   子育て応援企業登録事業（県）    子育て応援企業登録事業（県）

市内企業への就
労促進

インキュベーション
の促進

中小企業の経営
基盤の強化

関係機関の連携
による取組みの強
化

事業承継等の円
滑化

ICT導入等による
生産性向上の促
進

(2)
企業が求める人材
の育成

(3)
知的財産の保護・
活用の促進

(4)

４　かごしまの将
来を担う企業・
人材の育成

１　企業経営の
「安定と革新」

(3)

３　「チャレン
ジ」への支援と
「人材」の育
成・確保

(1)

(2)

２　関係機関の
「ネットワーク」
の強化

(1)

(2)
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