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鹿児島県中小企業団体中央会
総務企画課　課長

鹿児島県オーストリッチ事業協同組合の
支援を通じて拡大した支援対象先の「輪」

－中小企業組合や企業支援の楽しさとやりがい－

本賞作品

要　旨

　鹿児島県中小企業団体中央会に入職してから、約10年が経過しようと
している。
　この間、先輩指導員の厳しくも温かい指導を受けながら、様々な支援
業務を経験できたことは、何にも代え難い貴重な財産となっている。
　この間を振り返った中で、特に印象に残っていることは、鹿児島県内
の「ダチョウ」の生産者で組織化した「鹿児島県オーストリッチ事業協
同組合」の設立や、活性化に向けた連携構築をはじめとする様々な支援
展開に加えて、本組合の連携先企業まで本会の支援対象先が拡大したこ
とである。
　本県の畜産は、「黒牛」や「黒豚」に代表されるとおり、全国でも有数
の規模に発展している。一方で、「ダチョウ」は県内でも20軒ほどの畜産
農家でしか生産されておらず、知名度やブランド力は低く、組合設立以
前は廃業を余儀なくされた農家も多く見受けられた。
　そこで、本レポートでは、組合設立の経緯から、地域の特色あふれる
事業者との連携構築、ブランド力向上に至るまでの支援過程とともに、
本組合の支援から拡がった支援対象先の取り組みを紹介することで、組
合や企業の支援業務のやりがいや指導員として果たすべき役割、そして
支援団体としての組織力強化の重要性について考察するものである。
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　平成22年の暮れ、当時の課長から「ダ
チョウの組合設立」を担当するよう指
示があった。鹿児島県中小企業団体
中央会に入職してわずか2年のことで
あった。
　私は、大学卒業後に就職し、取締役
まで務めた企業が加入する事業協同組
合の役員を歴任した。組合運営の実務
を通じて、組合の理念や中央会の支援に感銘を受けた私は、一念発起して鹿
児島県中央会の職員採用試験を受験した。組合役員等の経歴を買われたこと
もあり、平成20年6月より中央会にお世話になることになったのである。
　さて、オーストリッチ（ダチョウの革）がバッグなどの高級皮革製品として、
セレブ層を中心とした根強いファンがいることは知っていた。しかし、ダチョ
ウは動物園でしか見たことがなく、ましてや身近で飼養されていることなど
想像すらできなかった。
　ほどなくして、発起人代表の安藤勝利氏（現理事長）が来会され、ダチョ
ウが無限の可能性を秘めているものの、個々の力ではブランド化等に限界が
あり、「協同の力」で課題を解決する事業協同組合の設立をぜひとも実現した
いとの熱い想いを伺った。
　安藤氏は、それまで鹿児島で盛んな養鰻関係の組合事務局職員として従事
していたが、たまたまダチョウ肉を食べる機会を得てビジネスとしての可能
性を強く感じ、様々な情報収集の結果、数年前に家族の反対を押し切って鹿
児島県鹿屋市でダチョウの飼養を開始したのである。
　安藤氏が最も着目したのは、ダチョウ肉は低カロリー、低脂肪でありながら、
高タンパク、高鉄分といった特徴を持ち、アスリートやメタボ体質な中高年
など健康を意識する消費者を中心にコアなファンが数多く存在していること
である。なお、1羽のダチョウ（平均体重100㎏）からとれる肉は30㎏程度と
希少性が高く、価格は黒毛和牛とほぼ同じである。

1 「ダチョウ」の組合を設立したい！
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肉の種類 カロリー タンパク質 脂肪 コレステロール 鉄分

ダチョウ肉モモ 115kcal 24.1g 2.5g 68.0mg 3.0mg

和牛モモ赤身 191kcal 20.7g 10.7g 68.0mg 2.3mg

鶏肉モモ皮なし 138kcal 22.0g 4.8g 77.0mg 2.1mg

豚肉モモ赤身脂なし 128kcal 21.5g 3.6g 73.0mg 1.2mg
　〈可食部100g当たり：日本オーストリッチ協議会HPより引用〉

　また、鶏卵の30倍近い大きさを持つダチョウの卵は、アレルギー物質が顕
著に低いことから、菓子等の原料として活用すれば、アレルギー体質の子供
等に広く普及する可能性を秘めていた。
　しかしながら、当時県内で20軒ほどの農家がダチョウの飼養を行っていた
ものの、生産ノウハウが十分確立されていなかったことから、出荷量は不安
定であり、仮に大都市圏の飲食店等から大口の注文を受注しても一農家では
対応することはできず、止む無くお断りしている実情があった。
　こうした中で、安藤氏自身、一日も早くダチョウ食材の需要拡大を図るた
めには、県内ダチョウ生産者によって事業協同組合を設立し、生産技術の平
準化に努めるとともに、専用の食肉加工施設の建設などスケールメリットを
活かした共同販売事業等に積極的に取り組むことで、早期ブランド化の確立
を目指していくことが最も効果的と認識していたのである。
　しかし、鹿児島県内においてダチョウ飼養は一般的ではなかったため、県
の設立認可を受けるためには、販路等を含めた事業化の可能性など様々な関
係資料を用意し、担当者の理解を得る必要があった。何度も調整が必要とな
るなど、これまでの組合設立支援以上に苦慮したが、最初の相談から半年以
上経った平成23年7月8日、生産農家6軒による設立にようやく漕ぎ着けるこ
とができた。
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【設立時の組合概要】
組 合 名 鹿児島県オーストリッチ事業協同組合
代 表 者 名 理事長　安藤勝利
組 合 所 在 地 鹿児島県鹿屋市大浦町15770番地1
組 合 の 地 区 鹿児島県
出 資 金 総 額 1,500,000円 払込済 1,500,000円 出資一口 10,000円
主 な 事 業 ダチョウ肉等の共同販売
組 合 員 資 格 ダチョウの飼養を行う事業者
設 立 年 月 日 平成23年7月8日
組 合 員 数 総 数 6人 法 人 0人 個 人 6人
役 員 数 理 事 4名 監 事 1名 常 勤 0名

　創立総会後に開催された試食会で初めてダチョウ肉を食した際に感じた、
「肉質が非常に柔らかく、牛フィレに似た味わいで美味しい」との印象は、今
でも脳裏に焼き付いている。
　また、取材に駆け付けたマスコミ各社も同様の感触を得たようで、「県内の
新たな畜産を切り開く可能性を秘めている」と大々的に報道したものである。
　そこで、私は「無名」なものを「有名」にし、さらに付加価値向上に向け
た支援を展開していきたいと強く感じ、様々な支援策を展開していくことと
なった。

【取り組んだ支援の主な内容】

2 組合設立後の支援展開
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⑴　販路拡大策と連携体構築による新商品開発支援
　①　フランス料理界の巨匠による試食会等の開催

　ダチョウ肉は、表面を軽く炙ったタタキやステーキ、ハンバーグとし
て食されるケースが多いと聞いていた。
　しかし、県内でダチョウを調理・加工した経験を有する調理人や加工
業者はほとんど見受けられなかったため、まずは地元の食の関係者にダ
チョウ食材の魅力を認識いただく必要があると考えた。
　折しも当時、本会では鹿児島県の緊急雇用対策事業の一環として、「異
分野連携促進事業」に取り組んでいた。本事業の趣旨は、本会で離職者
を雇用し、組合の連携体構築に取り組むことで、新商品開発等につなげ
ていくものであり、本組合活性化の礎となることに大きく期待を寄せた
ものである。
　そこで、県内に縁がある著名な料理人を調査したところ、鹿児島市生
まれで有名ホテルの総料理長といった要職を歴任し、フランス料理界の
巨匠として名高いシェフが、鹿児島市内でフレンチレストランをプロ
デュースしており、定期的に帰鹿していることが分かった。
　シェフは、海外でダチョウ肉を実際に食べた経験を持ち、また地域の
一次産業振興にも強い関心を抱かれていることから、早速安藤理事長と
面会の場をセッティングした。
　その結果、シェフがプロデュースされているレストランを貸切り、シェ
フご自身に「鹿児島県産のダチョウを素材とした新メニューの開発と地
域振興」と題して講演いただくとともに、実際にダチョウ肉の様々な部
位を活用したコース料理を提案いただき、参加者が実際に試食できるイ
ベント（交流促進会議）を企画・提
案したのである。
　平成24年1月13日のイベント当日
には、県内を中心に100名を超える飲
食関係者が出席し、シェフの講演に
熱心に耳を傾け、プロデュースいた
だいたソテーやハンバーグ等を試食
した。 シェフ提案のハンバーグステーキ
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　参加者からは、「ダチョウ料理に適したワインは？」、「調理する上での
留意点を教えてほしい」、「部位別の仕入価格はどの位か？」といった熱
心な質問が多く寄せられ、所定の時間をオーバーするほどの盛況ぶりで
あった。
　なお、新たな食材としての魅力や本会の取り組みを発信するため、県
庁記者クラブに取材を要請したところ、当日テレビ局や新聞社が多数取
材に来場され、大きく取り上げていただいた。
　その結果、鹿児島市に本社を置き、全国各地に営業拠点を持つ大手食
品卸企業と定期契約を締結できたほか、県内外の新規取引先を増やすこ
とに成功した。

　②　徹底的に無添加にこだわったダチョウ肉加工食品開発支援
　安藤理事長は、日頃より組合員に対し、余裕のある農場整備や、成長
に適した独自の飼料調合など、ダチョウにストレスを与えないよう指導
している。
　こうした中、加工食品の開発に当たっては、「苦労して育てたダチョウ
肉の高い機能性を損なうことなく消費者にお届けしたい」という想いを
具現化できる高度な技術者を探す必要があった。
　そこで、私はこれまでの指導・支援経験をもとに熟慮した結果、鹿児
島県姶

あいら

良市でウインナー等の製造やレストランを経営する「有限会社鹿
児島ますや」の米増昭尚社長とのコラボレーションが最適であると思い、
早速マッチングを試みた。
　米増社長は、本会が事務局を担っている「鹿児島県食品産業協議会」
の理事であり、無添加による加工食品製造の第一人者として全国的にも
有名なことから、安藤理事長の想い
を十分に汲み入れていただけるもの
と確信してのことである。
　マッチングは成功し、コラボの目
標は「健康に優しいダチョウ肉を活
用した無添加ウインナー等の開発」
と位置付けた。
　試作段階では肉の結着に困難を極 完成した無添加ダチョウ肉ウインナー
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めたものの、数ヶ月間に亘って試行錯誤を繰り返した結果、全国初の取
り組みである「無添加ダチョウ肉ウインナー」の商品化に成功し、販売
を開始できたのである。

　　現在でも、本商品の販売数は着実に増加しており、嬉しい限りである。
　③　ダチョウの卵を活用した低アレルギープリンの開発支援

　組合設立当初、ダチョウの卵は主にエッグアートとして活用されてい
た。
　先述のとおり、鶏卵と比較するとアレルギー物質
が顕著に低いことから、菓子製造へのきっかけを模
索していた矢先、関係者から鹿児島県姶良市の「か
じはらプリン株式会社」を紹介された。
　同社の梶原智恵社長は、食の安心・安全をモットー
に、原料には県内産牛乳や指定農場の卵を使用し、
かつ、徹底した手作り製法にこだわり、付加価値向
上に果敢に取り組んでいた。
　ここでもマッチングは成功し、早速試作品の共同開発に着手すること
になった。
　ダチョウの卵は鶏卵と比較すると
凝固性が20℃ほど高いため、当初大
変な苦労をされたが、梶原社長が培っ
てこられた独自のノウハウによりダ
チョウの卵プリンを完成できた。
　柔らかい味わいは好評で、発売開
始後すぐに爆発的な売れ行きを記録
し、現在でも主力商品となっている。

　④　ソーシャルメディアを活用した直販強化支援
　本会では、平成23年度より2年近く、県の受託事業を活用し、組合等
のソーシャルメディア活用支援を展開した。
　事業実施の背景には、CM、チラシ、ネットといった一方通行型の広告
手段が限界を迎え、代わって口コミや評判により購入意欲が掻き立てら
れる消費者が増加していることがあった。

ヒット商品となったダチョウ卵プリン

魅力溢れるエッグアート
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　事業者は消費者に直接訴え、かつ、
生の声を集めるためのツールを積極
的に活用する必要に迫られており、
本会では、当時爆発的な普及の兆し
を見せ始めていた「フェイスブック」
に着目したのである。
　私も担当者の一人として本事業に
関与していたため、安藤理事長にフェ
イスブック活用の意義を説明し、まずは個人ページの公開を支援した上
で、ダチョウに関する様々な情報発信を強く勧めたのである。定期的な
情報発信を続けた結果、「友達」は徐々に増え続けた。
　また、組合のフェイスブックページ開設も支援し、「いいね！」を増や
すための工夫やシェア向上に向けた効果的な投稿方法等を指導した。そ
の結果、組合のフェイスブックページを閲覧した消費者からの注文は増
加し、直販実績は1年間で3倍近くまで急増したのである。
　なお、毎年開催される食品等の展示会である「FOODEX JAPAN」や、
地元鹿児島で開催される様々な食のイベント等にも積極的に出展してい
るが、これらの様子をフェイスブック等でこまめに投稿し、消費者から
のコメントにはすぐ対応するなどダチョウファンの増加に熱心に取り組
んでいる。

　
⑵　量産化に向けた新たな支援

　本会の支援に加えて、組合独自で食の展示会等
を通して積極的なPR活動に努めることで、組合の
共同販売実績は徐々に増加し、組合員の所得向上
や生産環境の改善につながった。
　特に、これまでサラリーマン等と兼業していた
組合員の専業化が実現できたことは、組合事業の
大きな成果に他ならない。
　一方で、急増する需要に対して、供給が追い付
かない事態が生じ、せっかくの引き合いがあって

組合のフェイスブックページ

積極的な展示会出展
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もお断りするなど、大きな機会損失を招いていた。
　その要因を探ると、これまで組合員が飼育したダチョウの食肉加工は、
鹿児島県志布志市にある屠畜場に委託してきたが、稼働日が月に数日程度
と限られ、また加工設備の老朽化により屠畜能力が制限されていたことな
どが挙げられる。

　①　量産化に向けた課題解決支援
　量産化を実現するためには、組合直営の屠畜場建設と最新鋭の加工設
備が必要であった。しかし、組合設立後わずか2 ～ 3年しか経過してい
ないことから、多額の設備投資を行う余裕はなく、金融機関からの借入
や国等の補助事業の活用以外に早期に実現できる方策はなかったのであ
る。
　そこで、まず本会が地域事務局を受託する「ものづくり補助金」への
応募を勧め、初期投資を圧縮する方法について情報提供を行った。
　「ものづくり補助金」は、新たなものづくりやサービス開発に挑戦する
中小企業者等を支援するため、1千万円を限度（※年度により補助上限額
は異なる）として事業に要した経費の3分の2を補助する制度であり、本
県でも5年間で延べ500を超える中小企業者等に活用いただいている。
　そこで、早速安藤理事長には公募説明会への参加を促し、補助事業の
趣旨や公募申請書作成上の留意点等について学んでいただいた。
　最初は、「歴史の浅い組合は採択されないのではないか」と躊躇されて
いたが、「エントリーしないことには何も始まらない」と励まし、地元の
認定支援機関等と協力して申請に漕ぎ着けたのである。
　一次公募では不採択であったものの、公募申請書類のブラッシュアッ
プに努め、二次公募に応募したところ採択となった。食肉加工に必要な
急速冷凍機や真空包装機等が導入でき、量産化や品質向上に向けた環境
が構築されたのである
　なお、その後も下記のとおり平成25年度補正及び平成27年度補正「も
のづくり補助金」にも採択され、将来を見据えた設備導入が実現できた。
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【ものづくり補助金による導入機械】
年　度 導入機械一覧

平成24年度補正 急速冷凍機、真空包装機等
平成25年度補正 スチームコンベクション、燻製機、撹拌機等
平成27年度補正 飼料製造設備一式等

　また、本補助事業と並行して、金融機関への融資申し込み準備を開始
した。
　安藤理事長の「ISO22000が取得できる最新鋭の屠畜場を建設したい」
との構想に基づき、建設業者等から見積書を取得したところ、総工費と
して当時の年間売上高の3倍近い約8千万円が必要なことが分かった。
　まず、安藤理事長が悩んでいた融資金融機関については、組織金融支
援を行っている「商工組合中央金庫」と、取引実績がある「鹿児島興業
信用組合」の2行を勧め、借入に必要な事業計画書、資金繰り表、返済計
画等の策定を支援した。
　向こう10年間に亘る計画策定は困難を極めた。何度も組合を訪問し、
理事長の構想を実際に文書にまとめ上げ、数値化する作業を通じて協調
融資を引き出すことに成功したが、安藤理事長の想いに少しでも近づけ
たのではないかと思うと感慨深いものがあった。

　②　経営革新計画承認申請支援と活用
　同時並行して経営革新計画承認申請の支援にも取り組んだ。特に、歴
史が浅く、十分な実績が得られていない状況で金融機関の融資を受ける
ためには、「先進的な取り組みを実施している組合」である旨の一種のお
墨付きが必要と考えたからである。
　県の担当部署とは何度も調整を重ね、理事長の構想を十分踏まえた経
営革新計画承認申請書を完成させ、平成25年10月31日、県の審査会を通
過し、無事承認を受けることができた。
　なお、鹿児島県では、経営革新計画の承認を受けた事業者は、計画期
間中2回までソフト面を中心に支援する「経営革新支援事業費補助金」（補
助率：2分の1、補助上限：300万円）に申請できる仕組みになっている。
　そこで、安藤理事長に本制度を説明し、積極的なチャレンジを促し、
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プレゼン資料等の作成を支援したと
ころ、各種展示会への出展やデザイ
ン改良費用等の補助を受けることが
できた。
　特に、新進気鋭なデザイナーとし
て名高い丈井彰一郎氏（鹿児島市）
を紹介することで、商品パッケージ等の視認性が強化できたことは大き
な成果であった。
　なお、余談ではあるが、本承認を受けることで、マスコミの取材が増
加するなど副次的な効果も上げることができた。

　③　がんばる中小企業・小規模事業者300社への推薦
　鹿児島県内の組合は様々な事業を展開しており、地域中小企業の経営
効率化に大きな役割を果たしている。
　その中でも、本組合が設立以後、理事長の強力なリーダーシップのもと、
矢継ぎ早に共同事業の充実化に取り組んだことは目を見張るものがあっ
た。
　そこで、中小企業庁が、革新的な製品開発、創造的なサービスの提供
等を通じて、地域経済の活性化や積極的な販路展開に取り組む中小企業・
小規模事業者を表彰する「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に
ぜひ取り上げていただき、鹿児島県の先進組合事例として積極的にアピー
ルすべきとの想いが高まってきた。
　まず、組合設立以後、継続して支援を行ってきた私が安藤理事長に推
薦の主旨や効果等を説明し、快諾をいただいた。また、関係書類の作成
に当たっては、本会が把握している情報をもとに原案を作成し、その後
に安藤理事長に確認いただくなどして短期間で推薦に漕ぎ着けた。
　その結果、平成27年3月、経済産業大臣より「がんばる中小企業・小
規模事業者300社」の表彰を受けることになった。安藤理事長や組合員
の皆様はもとより、鹿児島県中小企業団体中央会としても、大きな喜び
に沸いたのである。
　これを機に、組合事業のさらなる活性化への機運が高まり、設立以来
の念願であった屠畜場建設に向けた準備が一気に加速した。
　

丈井彰一郎氏による刷新なデザイン
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　懸案であった融資も無事実行され、
建設は着々に進み、平成28年春、最
新鋭の設備が完備した悲願の屠畜場が
完成した。従前と比較すると、数倍の
出荷が可能となる体制が整備されたの
である。
　なお、平成29年9月にはダチョウ業
界で初めて、食品安全国際規格に位置
付けられているISO22000の認証を受けたことで、今後全国の生産者との
競争は格段に優位となり、差別化も十分に図られるものと確信している。

　
⑶　さらなる品質向上を目指して

　これまで、本組合の組合員農家では、一定の安全性が確保された「とう
もろこし」や「大豆かす」等の飼料の全量を輸入してきた。
　しかし、購入価格は1トン当たり約6.5万円と非常に高額であった。特に、
為替の変動や中国等新興国での需要の高まりから、飼料価格高騰に拍車を
かけていた。
　そこで、先述のとおり、平成27年度補正「ものづくり補助金」への採択
を受け、自給飼料の製造に取り組み、ダチョウ食品のさらなる品質向上に
チャレンジしていくこととなった。
　また、平成29年3月に有機畜産物の日本農林規格が改正され（農林水産
省告示第446号）、ダチョウについても有機JAS認証が可能となったことも
追い風になり、2度目の経営革新計画承認申請書の作成支援を行い、承認後
すぐに経営革新支援事業費補助金の申請を行った。
　本補助事業に採択されたことで、有機認証申請に必要なコンサル費用の
助成措置が受けられ、今年度中に全国で初めてダチョウのオーガニック認
証を受け、今後商品パッケージ等に「オーガニック」表示が可能となる予
定である。
　加えて、平成28年7月に「中小企業等経営強化法」が施行され、経営力
向上計画の認定を受けた中小企業者が一定の機械装置を導入した場合、3年
間固定資産税の軽減措置が受けられることとなった。そこで、早速本計画

最新鋭の設備が完備した屠畜場が完成
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の作成を支援し、無事国の認定を受けたことで、組合のコスト削減に大き
く貢献することができた。

　

　先述のとおり、私は本組合と様々な事業者との連携体構築に努めてきたが、
連携先企業の経営者から直接話を伺う機会が増加する中で、それぞれが様々
な悩みや課題を抱えていることが分かった。
　そこで、「本組合に関係する事業者の経営力向上にも貢献したい」との想い
が強く湧き上がり、上職の了解を得て、連携先企業についても経営支援を開
始した。なお、様々な支援を経験した結果、貴重なノウハウ構築にもつながっ
たので、主な事例を紹介する。

⑴　有限会社鹿児島ますや
　同社は、平成8年2月、鹿児島県姶良市に設立された。当時、米増社長は、
原料となる豚肉や鶏肉に発色剤や結着剤等を混入することで、肉食を赤く
したり、肉量を人工的に増加させていた。しかし、社長の家族が体調を崩
した際に、無添加食品に切り替えた結果、劇的に回復したため、化学調味
料や合成添加物等の使用を一切取りやめる決意をしたのである。
　当初、合成添加物の代替品を見出すまでには苦労の連続だったと聞いて
いるが、植物から抽出したミネラルや塩水を使用し、塩水の濃度を適宜調
整することで、肉本来の旨みを醸し出すハムやソーセージの製造を可能と
した。
　また、味付けには北海道羅臼産昆布のみを使用し、精製塩の代わりにミ
ネラル豊富な天然塩を活用することで、素材の素晴らしさを活かした健康
に優しいソーセージ等の商品化に成功し、全国でも例が無い高い技術力や
商品開発力を武器に安定した経営を続けていたのである。
　ところが、平成16年に鳥インフルエンザが発生したことで、長期間風評
被害が続き、ようやく痛手から回復しかけた平成22年には、隣の宮崎県で
口蹄疫が流行した。
　同社もこれらの影響を受け、風評を懸念する大都市圏の百貨店等から次々

3 拡がっていく支援対象先の「輪」
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に取引中止を通告されたことで、売上は3割近くまで激減するなど厳しい経
営を余儀なくされたのである。
　これまで同社の無添加加工食品は、冷蔵又は冷凍で流通していた。冷蔵
の場合は、1週間以内に消費する必要があり、在庫等のリスクがネックとなっ
ていた。また、冷凍の場合は3 ～ 4 ヶ月の賞味期限を設定できるが、流通
コストや販売先の光熱費が高額といった切実な課題があった。
　技術的な課題は徐々に解決でき、長期間保存可能な常温無添加レトルト
ウインナーを製造できる技術を確立したものの、上記による厳しい経営状
況から量産化に必要な設備投資に踏み切れなかった。このため、培われた
高度な技術が十分活用できず、米増社長自身大変悔しい思いを感じていた。
このため、新たな活路を見出していくために、安藤理事長からも本会によ
る支援を強く推奨いただいたものである。
　そこで、まず平成25年度
補正「ものづくり補助金」の
活用を勧めた。結果は採択と
なり、「レトルト釜」や「スモー
クハウス」といった機械を導
入することができ、地元の魅
力あふれる素材を活かした、常温で長期保存可能な無添加レトルトウイン
ナーの量産体制構築に成功したのである。
　パッケージデザインにも工夫を凝らし、平成29年春より「米増メソッド」
との商品ブランドを冠して積極的な販路拡大に取り組んでいる。
　併せて、経営革新計画承認や経営力向上計画認定申請など金融・税制面
を中心としたハンズオン支援をきめ細やかに展開することで、同社の生産
性向上に大きく貢献を果たすことができた。
　また、同社は平成28年度補正「ものづくり補助金」の採択を受けており、
今後地域に埋もれた未活用魚等を素材とした無添加レトルトハンバーグ等
の製造にも着手していく予定である。
　なお、現在、私は同社のさらなる販売強化を目指して、中小企業基盤整
備機構のアドバイザーとともに、関係自治体等の協力を得ながら地域産業
資源活用事業計画の認定申請支援に取り組んでいる。加えて、米増社長は

本県の魅力溢れた素材を活用した無添加レトルトウインナー



鹿児島県オーストリッチ事業協同組合の支援を通じて拡大した支援対象先の『輪』

23

これまで技術指導を通じて、各地の地域資源を活用している食品製造業者
とグループを結成し、定期的に情報交換を行っているので、今後はこれら
の組織化支援を展開することで、さらなる地域振興や付加価値向上に貢献
していきたいと考えている。

　
⑵　かじはらプリン株式会社

　同社は、平成22年12月、鹿児島県姶良市に「手づくりプリン宅配の店か
じはら」の商号で開業した（後に、「かじはらプリン株式会社」を設立）。
　通常、多くの洋菓子メーカーにおいて、プリンは工場で大量生産され、スー
パー等で廉価販売されているが、長期保存や食感を良くするために多くの
食品添加物が使用されている。
　同社の梶原智恵社長は、「安心安全で美味しいプリンを消費者にお届けし
たい」との経営理念を掲げ、徹底した手作り製法にこだわり、また原料に
は県内産牛乳や指定農場の卵を使用することで差別化を図り、定期的に新
商品をリリースすることで、順調な経営を行ってきた。
　しかし、保存料等を使用していないため、賞味期限を5日程度と短く設定
せざるを得ず、廃棄ロス等が大きな経営課題となっていた。また、梶原社
長は、店舗に来店が困難な高齢者等にも美味しいプリンを味わってほしい
との強い想いを抱えていた。
　そこで、移動販売車を導入し、これまでの店舗での「待ち」の体制から、「走
る店舗」「動く広告塔」として積極的な「攻め」の営業形態へと転換してい
くこととなった。
　なお、移動販売の実施に当たっては、設備投資や金融面など様々な課題
解決が必要となることから、梶原社長からの要請を受け、一体となって経
営革新計画承認申請に取り組むこととした。
　商圏分布の調査や効果的な販売ルートの策定といった初めての支援も多
く経験でき、県の審査会も通過し、無事承認を受けることができた。この
結果、人員配置の効率化や売上の平準化が図られるなど大きな成果につな
がった。
　加えて、移動販売を通じて消費者の生の声を聞く機会が増えたことで、
新商品開発への弾みにもなったと喜ばれている。
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　また、同社からは、鹿児島市及び姶良市で惣菜製造業を営む「イッシン・
フーズ・サプライ株式会社」を紹介いただき、経営革新計画承認申請や多
店舗化に向けた支援を展開するなど、支援対象先は着実に増加している。

　地方の中小企業を取り巻く経営環境は依然として厳しく、原料高騰、個人
消費の停滞、人手不足など解決すべき課題は多岐にわたっている。
　特に、最近では後継者難が深刻化している。全国127万社の中小企業で後
継者不在と言われるが、大胆な施策を講じない限り廃業者の増加は避けられ
ず、中小企業組合数の減少も不可避となることが予想されている。
　こうした中で、中央会に対する「中小企業連携組織対策事業費補助金」は「三
位一体の改革」によって、平成18年度より一律的な対策の実施から都道府県
の裁量に委ねる形式に移行した結果、多くの都道府県で補助金の見直しや徹
底した成果が求められるようになった。
　また、多くの都道府県中央会では、団塊世代のベテラン職員の定年退職を
迎えており、今後の指導業務を担う若手指導員の資質向上が喫緊の課題となっ
ている。
　このような厳しい環境の中で、中央会が支援機関として生き残っていくた
めには、これまでにない斬新なアイデアを立案し、実行に移していくことが
不可欠である。
　鹿児島県中小企業団体中央会では、
小正芳史現会長が就任後、中央会とし
ての存在意義を内外に示すことを目的
に「中央会理念」を策定し、総会、理
事会等をはじめ事ある毎に全員で唱和
することで、意識の統一やモチベー
ションの向上を図っている。
　また、団塊の世代の経験豊富な指導員が退職後、経験年数の少ない職員が
多数を占めているが、指導員から就任した永田福一専務理事が打ち出した「5
年以内に県内一の中小企業支援組織を目指す」との徹底した方針のもと、厳

4 支援業務の楽しさとやりがい
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しい中にも明るい職場ムードが形成され、経験年数の多寡にかかわらず、自
由にアイデアを出し合う職場環境が醸成されている。
　本会では、若手指導員から提案があった優れたアイデアには、実現に向け
て管理職が徹底的にサポートするなど、若手が活躍できるためのフィールド
や協力体制が充実している。
　また、最近では、中小企業診断士試験等にチャレンジする若手指導員が増
加しているが、それぞれが明確なビジョンを持つことで、唯一の組合専門支
援機関として強力な組織を創造していくことが肝要であると考える。
　支援者にとって大切なことは、「仕事（事業）は単に与えられたことを消化
するだけではなく、自ら創造していくもの」といった意識を持つことではな
かろうか。
　従って、「できない理由」や「やらない理由」を探すだけの指導員は支援業
務の現場から即刻退場すべきであり、指導員が同じベクトルを持って「一見
不可能なことを可能にしていくためには何が必要か」を常に真剣に考えてい
かなければ、補助団体失格の烙印を押される日は遅からず到来するだろう。
　なお、私は近頃、「中央会の業務は楽しいですか？」との質問を受けること
が多いが、自信を持って「ＹＥＳ」と答えている。
　一般的に多くの経営者は孤独であり、従業員や家族にも打ち明けられない
悩みを抱えている。そこで、我々支援者が一番の味方となって寄り添い、粘
り強く様々な可能性を提案することで課題解決への糸口を見出した時、業務
に対する「楽しさ」や「やりがい」を感じられるものと強く思う次第である。


