
経営発達支援計画の概要 

実施者名 西宮商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日より平成３２年３月３１日までの５年間の計画とする。 

目標 

地域唯一の総合経済団体である西宮商工会議所は、産業の振興、商工業者の支援、

地域経済の活性化につながるまちづくりという果たすべき使命を再認識し、起業家

支援をはじめとする地域小規模事業者の持続的発展と地域経済の活性化に、組織の

拡充と財政基盤の強化を図りながら積極的に取り組んでいく。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  各種調査を活用して地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析を行い、

地域の小規模事業者へ、経営計画の策定時や巡回訪問時に情報提供していく。 

 これにより、地域の小規模事業者の新たな需要の開拓に寄与する事業に繋げる。

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

地域の小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又

はノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容等の経営状況の分析を行う。

さらに、経営状況の分析結果を事業計画策定・実施や新たな需要の開拓に活かす。

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

地域の小規模事業者が経営課題を解決するため、地域の経済動向調査、経営状

況の分析、需要動向調査等の結果を踏まえ、新たな需要の開拓を見据えた事業計

画の策定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

地域の小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、伴走

型支援、各種セミナーの開催等を通じて、事業計画策定後の実施支援を行う。こ

れにより小規模事業者による新たな顧客の開拓や売上の増大の実現を支援する。

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

地域の小規模事業者の販売する商品又は提供する役務に関し、市場や業界の動

向を調査する。また、個々の商圏の分析や商圏内での競合状況の分析を実施し、

小規模事業者による新たな顧客の開拓や売上の増大の実現を支援する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

地域の小規模事業者が新たな需要の開拓ができるようマスメディア、各種広報

誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、ホームページ、ソ

ーシャルメディア等のＩＴの活用等を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

西宮の多様な機関が参加する実行委員会を組織し、年間数回の会合を持ち、今後

の西宮の方向性を関係者間で共有した上で、西宮の地場産業である清酒などの魅力

を踏まえた観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわいの創出等による地域経済

の活性化に資する事業展開を図っていく。 

連絡先 
〒662-0854 兵庫県西宮市櫨塚町 2-20、電話番号：0798-33-1131、fax 番号：

0798-33-3288、HP ｱﾄﾞﾚｽ：http://n-cci.or.jp/、代表Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info@n-cci.or.jp
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１． 目標設定の背景 

 

（１）西宮市の優位性・ポテンシャル 
西宮市の産業の特徴として、以下のような優位性やポテンシャルが存在する。 
 ・食品加工・飲料製造関連を中心とした（生活関連の）製造業、物流業の立地、

魅力ある製品・サービスの存在、サプライチェーンの存在 
 ・大規模な商業やスポーツ、文化施設、集客力のあるイベント開催など、豊富

な集客・観光・交流資源の存在 
 ・住宅都市としてのブランド力、高所得層の存在 
 ・大都市に近接し高速交通網へのアクセスが容易な立地条件 
 ・市内に立地する１０大学と連携の可能性 
 ・スイーツ、ベーカリー、クリニック、美容院、ペットショップ等の「高感度

生活支援サービス」の立地 
 ・独自の技術や商品を有する中小企業等の存在 
 ・フェース・トゥ・フェースコミュニケーションを重視する個店の存在 
 など 

 
（２）環境変化 
西宮市の産業が直面する環境（機会及び脅威）は以下のように変化している。 
【機会】 
 ・関西圏全体で人口が停滞するなかでの、西宮市での人口・消費者の増加 
 ・大阪難波方面への鉄道開通による広域的な交通利便性の向上 
 ・アジアの成長による製品・サービス、観光等の需要拡大 
 ・食料品・飲料への安心・安全性に対する消費者の意識の増大（震災の影響）

 ・社会貢献・地域貢献を重視する大学や企業の姿勢・行動 
 ・成長戦略を推進する国の動き（環境、医療・福祉、社会資本ストック等） 
など 

 
【脅威】 
 ・地域に密着した商店街や中小企業等の競争力の低下 
 ・（大手）製造業の撤退（例 アサヒビール） 
 ・自治体間（エリア間）での企業誘致競争の激化 
・大阪梅田地区での大規模商業の相次ぐ開業による影響 
・市内エリア間での商業の利便性の格差拡大の可能性 
・県・市行政の財政難 
・東日本大震災の影響（国内での操業環境の悪化） 
など 
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（３）基本的な課題認識 

以上を踏まえ、西宮市の活性化・成長に向けた産業政策を検討する際の基本的な視点

を以下のとおりとする。 

①西宮市の良好なブランドの活用、既存資源の活用、ネットワーク化 

・もとより西宮市では「産業都市」としてのイメージが希薄であり、「文教住宅都市」

としてのブランド力がある。西宮市の特徴である、「食」「生活」「文化」「環境」など

をキーワードに、こうした都市機能や都市イメージに適合した、やや分野を絞り込ん

だうえでの産業振興策が必要。 

・自治体間・エリア間の企業・産業立地獲得競争は激化しており、西宮市が本格的に

参戦するのは容易ではない。むしろ既存企業の流出を阻止しながら、市内企業や事業

所等のネットワーク化等の推進を通じて付加価値を創出し、市全体の競争力を強化し

ていく視点が必要。（企業立地促進条例の制定） 

・市内の大学との積極的な連携のほか、周辺地域とも連携も図っていくなど、地域内

外の多様な資源の活用・連携を促進する視点が必要。(大学交流協議会との連携) 

・駅前など市内の各エリアの個性や特性を活かして、魅力あるエリアをつなげていく

発想が必要。(駅前観光案内所等の整備) 

【キーワード】 

・西宮市の特徴である、「食」「生活」「文化」「環境」等の産業集積やサ

プライチェーン、ブランド力を活用 

・企業誘致、既存企業の定着促進 

・既存資源を活用した観光・集客の推進 

・大学との連携、周辺自治体との連携 

・魅力ある駅前を中心としたエリア活性化 

 

②需要が拡大する新規分野、グローバル化等への対応 

・西宮市産業・経済の今後の成長を展望すると、需要が拡大する環境関連や医療・福

祉関連、既存ストックの維持・更新（住宅リフォーム等）など、我が国やグローバル

社会が有する社会的課題への対応の視点が必要である。 

・市内には独自の技術や商品を有している企業も多く、こうした企業側のシーズを活

かしながら社会的ニーズに見合った商品開発や販路開拓等を進めることによって、西

宮市産業の活性化や新たな成長産業の創出を図る視点も必要である。 

・各企業において、コスト削減・研究開発・販路拡大・人材調達など、多様な経営課

題への対応を図るなかで、企業活動を維持・成長させていくためには、地域内、国内

だけの閉じた対応では限界がある。成長著しいアジアでの需要を取り込み、国外のア

イデア・ノウハウ・人材等を活用するなど、グローバルに展開していく視点が必要と

なっている。 

【キーワード】 

・環境、医療・福祉、住宅リフォーム等の需要拡大分野への対応 

・新事業開発、第二創業の支援 

・企業のグローバル展開の支援 

・新規創業等の支援 
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③民主導の活性化、官民連携の視点 

・地域の活性化や成長を主導するのは、あくまでもマーケットに対峙する民間企業・

事業者である。市がビジョンを示しつつも、市内（外）の企業・事業者が主体となっ

て西宮市の産業の活性化、成長に参画・寄与できるような、行政の支援のあり方の検

討や官民連携によるパートナーシップづくりが必要となる。そのためのまずは『成功

例』をつくることが大切である。 

【キーワード】 

・官民連携で産業活性化を進めるための仕組みづくり 

・成功例となるパイロット事業の創出 

 

④地域社会へ密着した視点 

・高齢化に対応した地域密着型の商業空間の形成、地域産業の下支えとなる産業基盤

形成の観点から、商店街の振興や中小企業の支援等を検討していくなど、地域社会の

変容に十分に対応した振興策が必要である。 

【キーワード】 

・高齢化等の時代変化に対応した、地域密着型の商業空間の再構築 

・地域経済を支える中小企業への支援 

・プレミアム付き商品券 

 

 

（参考）具体的な方向性のイメージ 

 

分   野 概   要 

商業、観光関係 主要駅等を拠点に、市内の魅力ある観光・集客スポットや、身

近な商業・飲食・サービス業等の集積を活用・ネットワーク化、

消費空間としてのエリアの魅力向上と回遊性を向上 

製造業、商業・飲

食、物流関係 

安心・安全でおいしい食料品や飲料を製造・供給するエリアと

して、関西のみならず全国・海外にも情報発信し、国民の食生

活の維持・向上に貢献・寄与 

製造業関係 立地する大学や豊富な人材ストックを活かして、新しく研究開

発・製品化やビジネス・事業を立ち上げることができる環境 

物流、製造業、商

業、住宅関係 

新たな成長分野としての｢環境分野｣に着目し、エコシティ・エ

コタウンとして環境関連の産業発展 
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 前記１．の目標設定の背景を踏まえ、西宮商工会議所は、商工会議所の地域の総合的

経済団体及び小規模事業者支援機関としての役割を踏まえ、地域内における小規模事業

者の中長期的な振興のあり方を踏まえた上で目標を設定する。下記の基本的な考え方を

基に、西宮市内の小規模事業者の中長期的な振興を図っていきたい。 

 

２．目標設定の基本的な考え方 

平成 26 年、小規模事業者の持続的な発展を目的とした「小規模企業振興基本法」(小

規模基本法)の制定及び「商工会・商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」

(小規模支援法)が改正されたことから、伴走型支援（ハンズオン）の体制整備を図ると

ともに、商工会議所が小規模事業者の課題に寄り添って支援する計画（経営発達支援計

画）を策定し、個々の事業所の支援のみならず地域活性化に繋がる面的支援を推進する。

また、平成 26 年 10 月の西宮商工会議所の４つの委員会（総務企画・地域力強化・企業

力強化・組織力強化）からの提言に基づき、「輝くひとづくり、ものづくり、まちづく

り」のスローガンのもと具体的な事業展開を推進するとともに、中期計画をブラッシュ

アップした事業の実施に継続して取り組んでいく。 

更に、地域唯一の総合経済団体である西宮商工会議所は、産業の振興、商工業者の支

援、地域経済の活性化につながるまちづくりという果たすべき使命を再認識し、起業家

支援をはじめとする地域小規模事業者の持続的発展と地域経済の活性化に、組織の拡充

と財政基盤の強化を図りながら積極的に取り組んでいく。 

 

３．地域の現状及び課題 

西宮は優れた教育・住環境を強みとし、人口 48 万人を上回る阪神間屈指の文教住宅

都市として発展を続けている。特に最近 10 年間では、ららぽーと甲子園（平成 16 年

11 月）、兵庫県立芸術文化センター（平成 17 年 10 月）、キッザニア甲子園（平成 19 年

10 月）、阪急西宮ガーデンズ（平成 20 年 11 月）などが相次いでオープンし、文化・

芸術、アミューズメント、あるいはショッピングなど豊かな都市生活を楽しめる集客力

の強いまちが形成されつつある。 

地域の産業構造も食品や飲料をはじめ様々な生活関連サービス業の集積が進んでい

るが、一方で企業活動の国際化の進展によるものづくり関連企業の流出、大型店の進出

による小規模な小売商業の後退に歯止めがかからない厳しい環境下にある。 

 

平成 26 年経済センサスによると、西宮市の事業所数は、13,641 社で、平成 24 年に比

べて、277 社の増加となっている。従業者数は、149,365 人で、平成 24 年に比べて、2,041

人の増加となっている。 

 小規模事業者数は、平成 21 年経済センサスによると、9,554 社となっている。 
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              以下（１）～（４）の出典：平成 24 年経済センサス

（１）従業員数別事業所数 

産業大分類   

事業所数 

H24 
構成比 

（％） 
H21 

構成比 

（％） 

増減率 

（％） 

A

～

R 

全産業 13,364 100.0 14,479 100.0 △ 7.7 

 １～４人 7,554 56.5 8,432 58.2 △ 10.4 

 ５～９人 2,798 20.9 2,980 20.6 △ 6.1 

 １０～１９人 1,619 12.1 1,680 11.6 △ 3.6 

 ２０～２９人 523 3.9 554 3.8 △ 5.6 

 ３０～４９人 395 3.0 394 2.7 0.3 

 ５０～９９人 221 1.7 228 1.6 △ 3.1 

 １００人以上 174 1.3 173 1.2 0.6 

 
出向・派遣従業者の

み 
80 0.6 38 0.3 110.5 

 

 

（２）従業員数別従業者数 

産業大分類   

従業者数（人） 

H24 
構成比 

（％） 
H21 

構成比 

（％） 

増減率 

（％） 

A

～

R 

全産業 147,324 100.0 147,297 100.0 0.0 

 １～４人 16,512 11.2 18,432 12.5 △ 10.4 

 ５～９人 18,209 12.4 19,325 13.1 △ 5.8 

 １０～１９人 21,795 14.8 22,587 15.3 △ 3.5 

 ２０～２９人 12,345 8.4 13,091 8.9 △ 5.7 

 ３０～４９人 14,762 10.0 14,801 10.0 △ 0.3 

 ５０～９９人 14,894 10.1 15,673 10.6 △ 5.0 

 １００人以上 48,807 33.1 43,388 29.5 12.5 

 
出向・派遣従業者の

み 
- - - - - 

 

 

（３）産業別事業所数 

西宮市の特徴としては、建設業・製造業は比較的少ないが、食料品・飲食関連業種

の集積度は高い。 

比較的多い構成になっているのは、小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業・、

学習支援業・教育・医療・福祉などである。 

  また道路網が発達し、交通便が良いことから、比較的、物流関連の事業者も多く立

地している。 
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産業大分類   

事業所数 

H24 
構成比 

（％） 
H21 

構成比 

（％） 

増減率 

（％） 

A～

B 農林漁業 
16 0.1 15 0.1 6.7

C～

R 非農林漁業 
13,348 99.9 14,464 99.9 △ 7.7

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 1 0.0 2 0.0 △ 50.0

Ｄ 建設業 756 5.7 875 6.0 △ 13.6

Ｅ 製造業 434 3.2 500 3.5 △ 13.2

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 4 0.0 4 0.0 0.0

Ｇ 情報通信業 105 0.8 139 1.0 △ 24.5

Ｈ 運輸業，郵便業 267 2.0 277 1.9 △ 3.6

Ｉ 卸売業，小売業 3,502 26.2 3,860 26.7 △ 9.3

Ｊ 金融業，保険業 188 1.4 209 1.4 △ 10.0

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 1,494 11.2 1,721 11.9 △ 13.2

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 462 3.5 515 3.6 △ 10.3

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 2,066 15.5 2,282 15.8 △ 9.5

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 1,293 9.7 1,367 9.4 △ 5.4

Ｏ 教育，学習支援業 661 4.9 680 4.7 △ 2.8

Ｐ 医療，福祉 1,386 10.4 1,289 8.9 7.5

Ｑ 複合サービス事業 64 0.5 68 0.5 △ 5.9

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 665 5.0 676 4.7 △ 1.6

 

（４）産業別従業者数 

産業大分類   

従業者数（人） 

H24 
構成比

（％）
H21 

構成比 

（％） 

増減率 

（％） 

A～

B 農林漁業 
330 0.2 107 0.1 208.4

C～

R 非農林漁業 
146,994 99.8 147,190 99.9 △ 0.1

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 2 0.0 17 0.0 △ 88.2

Ｄ 建設業 5,483 3.7 6,653 4.5 △ 17.6

Ｅ 製造業 12,875 8.7 13,585 9.2 △ 5.2

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 145 0.1 31 0.0 367.7

Ｇ 情報通信業 2,162 1.5 1,389 0.9 55.7

Ｈ 運輸業，郵便業 9,941 6.7 12,770 8.7 △ 22.2

Ｉ 卸売業，小売業 30,859 20.9 34,499 23.4 △ 10.6

Ｊ 金融業，保険業 2,450 1.7 2,750 1.9 △ 10.9

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 5,185 3.5 5,770 3.9 △ 10.1

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 2,238 1.5 2,299 1.6 △ 2.7

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 17,746 12.0 17,570 11.9 1.0

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 8,580 5.8 8,971 6.1 △ 4.4

Ｏ 教育，学習支援業 12,831 8.7 10,743 7.3 19.4

Ｐ 医療，福祉 22,015 14.9 19,532 13.3 12.7

Ｑ 複合サービス事業 521 0.4 548 0.4 △ 4.9

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 13,961 9.5 10,063 6.8 38.7
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４．目標の設定 

（１）上記３．の地域の現状及び課題を踏まえ、下記の方針に基づき目標達成を目指す。

・｢輝くひとづくり、ものづくり、まちづくり｣をスローガンとし、西宮商工会議所の各

委員会の答申提言の事業化に取り組むとともに、別途策定している中期行動計画をブ

ラッシュアップした事業を継続的に実施する。 

・地域の総合コーディネーターとしての役割を果たす。 

・小規模事業者の競争力の強化、ビジネスチャンスの拡大に取り組む。 

・頼りになる経営支援体制を構築する。 

・現場主義の徹底、議員・会員事業所との繋がりの強化を図る。 

・小規模事業者の人材育成支援を充実させる。 

 

上記の方針に基づき、地域唯一の総合経済団体である西宮商工会議所は、産業の振興、

商工業者の支援、地域経済の活性化につながるまちづくりという果たすべき使命を再認

識し、起業家支援をはじめとする地域小規模事業者の持続的発展と地域経済の活性化

に、組織の拡充と財政基盤の強化を図りながら積極的に取り組んでいく。 

 

（２）下図のとおり、行政や各種機関等と連携を図り、市内の小規模事業者の持続的経

営を支援していく。 
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（３）経営発達支援事業、取り組みのスキーム図 

 

市内の小規模事業者に対し、伴走型支援を行いながら、経営計画を策定・実施させ、

需要の開拓と売上の確保を行い、経営を持続させていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

経営計画実現に向

けての伴走型支援

 
経営計画策定セミナー 

経営改善をやる気はあるが 
やる方法がわからない小規模事業者 

 
管内小規模事業者 

小規模事業者の持続的経営 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間  

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

  平成２７年４月１日より、平成３２年３月３１日までの５年間の計画とする。 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 
[市場調査支援・経済動向の把握] 【指針③】 

・西宮市内の小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向 

・各種調査を活用した管内の経済動向 

⇒西宮商工会議所は、情報の収集、整理、分析及び提供を行う。 

  

 

[経営状況の分析] 【指針①】 

・西宮商工会議所は、西宮市内の小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内

容、保有する技術又はノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の

経営状況の分析を行う。 

 

 

[需要の開拓を見据えた事業計画策定・実施支援] 【指針②・④】 

・西宮商工会議所は、経営状況の分析結果に基づき、需要の開拓を見据えた事業計画

を策定するための指導・助言を行う。また、当該事業計画に従って行われる事業の

実施に関し、必要な伴走型の指導・助言を行う。 
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）各種調査を活用した西宮市の産業動向について 

経営発達支援事業を遂行する上で、地域の経済動向の把握は非常に重要である。 

地域の経済動向を把握する中で経営者からヒアリングした生の声を経営発達支援事業

の施策に反映させることや、地域の経済動向の調査結果を小規模事業者の経営指針、経

営状況の分析、事業計画策定・実施、需要動向調査、販売戦略、新たな需要の開拓、販

路開拓、商品開発等の参考とするために広く情報を収集、整理、分析及び提供すること

が求められている。地域の経済動向のなかで最も重要なのは、市内の産業動向である。

以下に、「第 2次西宮市産業振興計画」を基に追加・修正する。 

 

西宮市の産業動向について 

（１）市内の産業構造・動態 

①微増で推移する市内総生産 

兵庫県「市町民経済計算」より、市内総生産の推移をみると、阪神・淡路大震災以

降、平成 13 年頃までの減少傾向から近年では横ばい傾向に推移している。直近では微

増になっており、平成 20 年度では約１兆 650 億円。平成 24 年度では、約１兆 3000

億円まで増加している。なお、近隣市では微減となっているところが多い。 

 

②減少に転じた事業所数 

総務省「事業所・企業統計」及び「経済センサス」によると、事業所数は近年では

減少傾向にあり、平成 21 年時点では、事業所数は 14,479 社、従業者数は 147,297 人

となっている。平成 24 年度では、事業所数は 13,364 社、従業者数は 147,324 人とな

っている。事業所数は 7.7％の減少となっている。 

事業所の規模については、従業員ベースでみると、49 人以下の事業所が６割程度を

占めるなど、西宮市ではなお中小企業が大部分を占める状況にある。 

 

③サービス化が進む産業構造 

市内総生産の推移をみると、商業・サービス業等から構成される第 3 次産業が拡大

傾向にある。第 3 次産業の内訳をみると、サービス業、運輸・通信業、不動産業等で

拡大傾向にある。 

 

（２）商業・サービス業の状況 

①増加に転じた商業販売額 

商業統計調査結果によると、平成 16 年から 19 年にかけて商業販売額は増加傾向、

また小売業の従業者数も増加傾向を示していた。平成 19 年から 24 年にかけても、商

業販売額は 7,677 億円から 8,986 億円と増加傾向にあるが、商業の事業所数は、1,238

店の減少の 2,372 箇所、また小売業の従業者数も 6,561 人の減少の 20,846 人となって

いる。 
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②店舗規模の拡大 

販売額が増加する一方、事業所数は減少傾向にあり、１店舗当たりの規模が拡大し

ている。従業員規模が 1～2 人、3～4 人の店舗数が減少する一方、10 人以上の店舗

数が増加している。大規模店舗の動向については、大手を中心とした量販店や大型の

ショッピングセンターでは売上がある程度確保されている一方、地元に密着したスー

パーマーケットはやや苦戦している状況もうかがえる。 

 

③市内購入率の上昇 

平成 13 年及び平成 23 年に実施した買物動向調査結果から、市内消費者の市内での

購入率を比較すると、平成 23 年には前回調査時点よりも大きく上昇している。これは、

平成 20 年の阪急西宮ガーデンズ等の大規模店舗の開業によって、衣料品・身の回り

品・贈答品等の買回り品を中心に、市内での購入率が大きく上昇し、近接する大阪や

神戸方面での買物需要の流出傾向が緩和されたものと考えられる。 

 

④地域に密着した商業機能の低下 

平成 23 年に実施した「商店街個店調査」によると、商店街に立地する個店の業績に

ついては「増加」は１割程度であり、大部分が「減少」又は「横ばい」となっている。

経営課題としては、「店主の高齢化」が最も多く、また「後継者がいない」あるいは

「決まっていない」店舗が多いことから、今後とも事業を継続していくことが困難な

店舗も多数あるものと推測される。 

 

⑤サービス業等の立地・集積 

第 3 次産業のなかでは、サービス業が最も大きなシェアを占めており、市内には多

様なサービス産業が集積している。 

総務省「事業所・企業統計」の小分類を単位として、兵庫県内における西宮市での

特化度を示す「特化係数」を求めると、特に、教育・学習関連、スポーツ・フィット

ネス、写真現像、医療・福祉、輸送の集積度合いが相対的に高いことがうかがえる。

 

（３）製造業・物流業の状況 

①長期減少傾向、雇用吸収力・付加価値創造力の低下 

製造業の従業者数及び出荷額等の推移をみると、平成 17 年までの減少傾向が、それ

以降は下げ止まりに転じていたが、直近では再び減少している。 

他産業と市内の従業者数、市内総生産、事業所数を比較すると、製造業のシェアは

必ずしも高くない。 

製造業の事業所数は減少傾向にあるが、平成 25 年で 193 箇所。逆に従業者数は増加

傾向にあり、平成 25 年で 11,446 人。製造品出荷額は、減少傾向にあるが、平成 25

年で 2,984 億円となっている。 
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②食料品・飲食関連業種の集積度の高さ 

西宮市では食料品や飲料製造のシェアが大きく、総生産額ベースで製造業全体の７

割をキープしており、依然として集積度は高い。 

特に地場産業である清酒の生産状況は、減少傾向にあるとは言え、課税移出髙は

57,451ｋｌで全国シェアは 9.9％を占めている。 

また、飲料・食料品製造業については、物流面も含めて市内で取引きする傾向が相

対的に高く、市内での連関構造を有していることから、経済波及効果をより一層高め

ていくためにも、企業間の連携促進や関連業種の立地を進めていくことが望まれる。

 

③独自の技術・製品を有する市内製造業の存在 

市内の製造業については、多くの企業において厳しい経営状況が続いているが、独

自技術等を有しながら成長する企業（中小企業）も見受けられる。市内製造業をリー

ドする存在として、今後とも新商品開発や販路拡大等を総合的に支援していく必要が

ある。 

 

④販路開拓や人材育成、新商品開発等の支援ニーズ 

市内製造業者による今後の取り組み内容について、設備投資への意欲はあまり高く

ない状況であるが、販路開拓や人材育成、新商品開発等への取り組み意向は比較的高

いものと推察される。 

また、西宮市の立地環境等についての評価は概ね高いものの、従業員の通勤上の交

通利便性や、市の施策や人材調達のしやすさ等の評価については必ずしも高くない状

況。今後は、立地企業のニーズ等を十分に把握しながら施策の展開を図る必要がある。

 

⑤物流事業者の立地 

市内では比較的、物流関連の事業者も多く立地している。市内の物流事業者におい

て、新規事業・投資に対しては一定の意向があることがうかがえる。また、西宮市内

の評価については、道路環境の評価は高い一方、臨海部に立地しながら港湾の近接性

の評価は低くなっている。 
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（２）各種調査を活用した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供【指

針③・後半】 

 

各種調査を活用した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供につい

て、その目標・項目・手段・活用方法等 

 

西宮商工会議所では常に、各種調査を活用して地域の経済動向に関する情報の収集、

整理、分析を心掛けている。また、地域の小規模事業者への情報提供についても、会報

誌やホームページ等により行っている。個々の小規模事業者に対しても、経営計画の策

定時や巡回訪問などで接触した際に、情報提供するほか、非会員事業所に対しても、市

内の小規模事業者をほぼ網羅したリストを整備し、年に数回ダイレクトメールにより情

報提供を行うなど、創意工夫を行っている。  

 

 

目標 

・小規模事業者が持続的発展を続けることを目標とする。 

・小規模事業者が自社の課題を発掘することを目標とする。 

・小規模事業者が自社の課題を解決することを目標とする。 

上記に関して、経営指導員等が巡回訪問・窓口相談の中で指導・助言を行

う際は、各種調査を活用した地域の経済動向に関する情報を提供する。 

目標件数   

  巡回訪問 窓口相談 

平成２７年度 3,400 750

平成２８年度 3,450 750

平成２９年度 3,500 750

平成３０年度 3,550 750

平成３１年度 3,600 750

上記表は、巡回訪問・窓口相談の目標件数である。この中で、地域の経済

動向に関する情報を提供した指導・助言の内容は、西宮商工会議所のデー

タベースである「ＴＯＡＳ」の経営カルテに入力する。 

 

・小規模事業者が事業計画を策定することを目標とする。 

事業計画策定支援目標件数 

年度 件数 

平成２７年度 337

平成２８年度 353

平成２９年度 369

平成３０年度 385

平成３１年度 401

小規模事業者が事業計画を策定する際は、地域の経済動向に関する情報を

提供する。 
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情 報 収

集 を 行

う項目 

年刊「兵庫県統計書」より 

2 人口・世帯｜3 事業所・企業・法人｜7 鉱工業｜8 建築・住宅 

9 商業・貿易・観光｜10 金融・保険｜11 労働・賃金｜12 物価家計

13 情報通信｜14 運輸｜15 エネルギー・水｜16 保健衛生・環境｜

17 福祉・社会保障｜19 教育・文化｜21 県民経済計算 

年刊「兵庫県市区町別主要統計指標」より 

1 人口・世帯、人口構造（人口・世帯、人口増減、将来人口、高齢者人口

3経済基盤（労働、事業所、農林漁業、工業、商業）｜4市町民経済（市

町内総生産、市町民所得）｜7-1 くらし（観光、自動車、道路、住宅）｜

7-2 くらし（文化・居住、水道・環境整備）｜7-3 くらし（健康・医療、

福祉、社会保障） 

年刊「兵庫の工業」より 

事業所の名称及び所在地 

本社又は本店の名称及び所在地 

他事業所の有無 

経営組織 

資本金額又は出資金額（会社に限る。） 

従業者数 

現金給与総額（乙事業所は合計のみ） 

原材料、燃料、電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及

び転売した商品の仕入額（乙事業所は合計のみ） 

製造品出荷額等 

酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税の合計額 

製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合 

主要原材料名及び簡単な作業工程 

経済センサス（兵庫県）より 

（1）事業所数・従業者数の状況 

（2）売上（収入）金額の状況 

（3）産業別の状況 

（4）経営組織別の状況 

（5）従業者規模別の状況 

（6）地域別の状況 

（7）市町別の状況 

商業統計調査の結果の概要 

（1）事業所数・従業者数・年間商品販売額の状況 

（2）卸売業・小売業別の事業所数・従業者数・年間商品販売額の状況 

年刊「市政の概要」より 

1、市の概要から人口世帯数等の推移 

11、産業・観光 

13、建築・土木 
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年刊「西宮市統計書」より 

2、人口（人口動態等） 

3、事業所 

5、工業 

6、商業 

7、金融 

8、運輸及び通信 

9、電気，ガス及び上下水道 

10、建築及び住宅 

11、物価及び消費 

 

手段 

・下記資料等の中から、該当する項目を抽出する。 

 兵庫県 

兵庫県統計書（兵庫県）毎年 

  兵庫県市区町別主要統計指標（兵庫県）毎年 

  （兵庫県）毎年 

  経済センサス（兵庫県）5年毎 

 西宮市 

  市政の概要（西宮市）毎年 

  西宮市統計書（西宮市）毎年 

・巡回訪問時や窓口相談時に事業所よりヒアリングする。 

・会員事業所の集まる部会・委員会等で地域の経済動向に関する情報収集

を行う。 

 

活 用 方

法 

・小規模事業者の経営分析をする際に、地域の経済動向調査を活用する。

・小規模事業者が事業計画を策定・実施する際の定性分析としてＳＷＯＴ

分析をする際に、また外部環境の「機会・脅威」を抽出する際に、地域の

経済動向調査を活用する。 

・需要動向調査をする際に、地域の経済動向調査を活用する。 

・新たな需要の開拓に寄与する事業を行う際に、地域の経済動向調査を活

用する。 

・情報を活用して、より精度の高い経営指導を行う。 

・巡回訪問時や窓口相談時に小規模事業者に提供する。 

・非会員事業所に対しても、市内の小規模事業者をほぼ網羅したリストを

整備し、年に数回ダイレクトメールにより情報提供を行う。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（１）経営状況の分析の内容 

経営発達支援事業を遂行する上で、地域の小規模事業者の販売する商品又は提供する

役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その

他の経営状況の分析をすることは非常に重要である。 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回・窓口相談、個社に対する各

種伴走型支援制度等を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。 

専門的な課題等については、西宮商工会議所に登録している各種士業、経営コンサル

タント、様々な専門分野における知識・技術を有する専門家帯同による、「特別専門相

談制度」や「専門家派遣制度」により、経営分析を行う。 

・上記の制度を利用する際は、経営指導員等が、事前に経営項目の整理を行う。 

・上記の制度を利用した後は、経営指導員等が、事後の伴走型の支援を実施する。 

 経営状況の分析をする際は、地域の経済動向調査や需要動向調査をもとに行い、経営

状況の分析結果を事業計画策定・実施や新たな需要の開拓に活かす。 

 

  

目標 ・小規模事業者が持続的発展を続けることを目標とする。 

・小規模事業者が自社の課題を発掘することを目標とする。 

・小規模事業者の保有する経営資源や財務内容を分析することで、より精

度の高い事業計画を策定することを目標とする。 

事業計画策定支援目標件数 

年度 件数 

平成２７年度 337

平成２８年度 353

平成２９年度 369

平成３０年度 385

平成３１年度 401
 

項目 ・決算書（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書）、税務申告

書、資金繰り表、工事概況表等の各項目。 

・各種外部資料や所内データベース（全国の商工会議所で使われている「Ｔ

ＯＡＳ」）の内部資料による、市場や地域のデータ。 

・小規模事業者に対するヒアリング等による、小規模事業者の販売する商

品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員等の経営

資源の内容、その他の経営内容の項目。 

手段 ・決算書を基に、定量性分析として、財務分析を実施する。 

・財務分析により、収益性分析＝売上に対する収益性、安全性分析＝借金

の返済能力、生産性分析＝より多くの売上高や付加価値などの成果を達成

することが出来るかどうか、成長性＝売上・利益を伸ばしていける能力・

可能性があるか、など小規模事業者にあった分析を行う。 

・定性性分析としてＳＷＯＴ分析を活用して、外部環境の「機会・脅威」



１７ 
 

及び内部環境としての自社の「強み・弱み」を整理する。 

・市場や地域のデータにより、小規模事業者の外部環境の「機会」が存在

するかどうか分析を行う。 

・小規模事業者に対するヒアリング等による、小規模事業者の販売する商

品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員等の経営

資源の内容、その他の経営内容の項目の中で、内部環境としての自社の「強

み」がどれくらい存在するかどうか分析を行う。 

・日本政策金融公庫総合研究所から毎年出版されている「小企業の経営指

標」により、同業他社との比較を実施するよう創意工夫する。 

・ＴＫＣ全国会から毎年発行されている「ＴＫＣ経営指標」により、同業

他社との比較を実施するよう創意工夫する。 

・当該小規模事業者や市内同業他社よりヒアリングを実施する。 

・連携している関係機関やインターネット情報等で情報を補強する。 

活 用 方

法 

・小規模事業者の経営診断をする際に、上記の収集、整理、分析した情報

を活用する。 

・小規模事業者が事業計画を策定・実施する際に情報を活用し、より精度

の高い経営計画の策定・実施を目指す。 

・小規模事業者が新たな需要を開拓する際に活用する。 

・巡回訪問時や窓口相談時の助言・指導を行う際に情報を活用する。 

・西宮商工会議所で実施する「特別専門相談制度」や「専門家派遣制度」

を小規模事業者が利用する際に情報を活用する。 

・情報を活用して、経営改善につながる経営指導ができるようにする。 
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（２）経営状況の分析における目標件数 

経営状況の分析に関すること【指針①】の定量的な目標件数は、伴走型個社支援で実

施する「経営計画の策定・実施」件数と、「巡回訪問活動」件数とする。 

 

事業名 経営計画の策定・実施 事業分野 経営発達支援事業 
区分 重要 管轄 中小企業相談所 実 績 件 数 
【事業目的・概要】 
１、事業実施の目的は、小規模事業者の経営改善・

経営持続である。 
２、各事業実施にあたっては、専門家を交えた個別

支援や少人数のワークショップを併用すること

が多く、小規模事業者に対する伴走型個社支援と

なっている。 

３、事業予算については、兵庫県の経営改善普及事

業の予算を活用するほか、行政機関や日本商工会

議所等の補助金や委託金を活用している。 

 
【中期的な取り組み】 
１、地区内の経済動向を調査・分析し、その結果を

踏まえて、毎年度小規模事業者を支援する事業を

企画・実施する。 
２、事業実施の手段は、啓発セミナーや巡回訪問等

で小規模事業者の経営課題を発掘し、その経営課

題を解決するための伴走型個社支援を行うこと

である。 

 
【期待される効果】 
小規模事業者に対する効果としては、経営改善・

経営持続が見込まれることである。 
 

平成２２年度 81

平成２３年度 81

平成２４年度 84

平成２５年度 110

平成２６年度 307

計 画 件 数 
平成２７年度 337

平成２８年度 353

平成２９年度 369

平成３０年度 385

平成３１年度 401

 

 

 

※平成 25 年度に、「小規模事業者持続化補助金」制度が始まり、支援件数が大幅に増加

した。計画件数は、この制度が今後も継続することを前提としている。 
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事業名 巡回訪問活動 事業分野 経営改善普及事業 
区分 重要 管轄 中小企業相談所 実 績 件 数 
【事業目的・概要】 
１、事業実施の目的は、小規模事業者と接触を図り、

対面にて相手の経営状況をヒアリングすること

である。 
２、地域の需要動向のヒアリングすることである。

３、事業実施の手段は、アポイントを取った上で訪

問して面談を行うことである。 

 
【中期的な取り組み】 
１、市内を 14 地区に分け、1地区につき一人の経営

指導員等を配置し、日々巡回訪問活動を行う。 

２、地区内の会員事業所との接触率目標は、100％

とし、年に一度は地区内の会員事業所と接触する

ことで、会員事業所のニーズを発掘し退会を防止

する。 

３、年度末の地区会員数目標を設定し、日々地区会

員数の推移を管理していく。経営指導員等が自分

の地区を経営しているという意識を醸成してい

く。 

４、西宮商工会議所に入会していない小規模事業者

に対する活動については、市内のほぼすべての小

規模事業者のリストを所有しており、リストは毎

年、追加・抹消のメンテナンスを実施している。

  このリストに基づき、小規模事業者にとって有

用と思われる情報をダイレクトメール等で年に

数回情報発信している。 
 
【期待される効果】 
小規模事業者に対する効果としては、信頼関係を

構築した上で、本音で話し合えることである。 

平成２２年度 3,205

平成２３年度 3,201

平成２４年度 3,157

平成２５年度 3,097

平成２６年度 3,329

計 画 件 数 
平成２７年度 3,400

平成２８年度 3,450

平成２９年度 3,500

平成３０年度 3,550

平成３１年度 3,600

※地区担当制について 

（１）「地区担当制」は、他の

支援機関にはない西宮商工

会議所の最大の強みである。

（２）「地区担当制」にするこ

とで、事業者との顔の見える

関係を保つことができ、事業

者のお悩みを聞き出しやす

くなる。 

（３）地域ごとの面的支援と個

社に対する伴走型支援を意

識した体制が作れている。 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

経営発達支援事業を遂行する上で、経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事

業計画を策定するための指導、助言【指針②・前半】については非常に重要である。 

地域の小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回・窓口相談、伴走型支

援、各種セミナーの開催等を通じて、小規模事業者に対し、事業計画の策定支援を行う。

専門的な課題等については、西宮商工会議所に登録している各種士業、経営コンサルタ

ント、様々な専門分野における知識・技術を有する専門家による、「特別専門相談制度」

や「専門家派遣制度」により、事業計画の策定支援を行う。 

・上記の制度を利用する際は、経営指導員等が、事前に課題の分析・整理を行う。 

・上記の制度を利用した後は、経営指導員等が、事後の伴走型の支援を実施する。 

 

（１）事業計画を策定するための指導・助言について、その考え方、目標、支援対象、

手段等 

 

地域の小規模事業者が経営課題を解決するため、地域の経済動向調査に関すること

【指針③】、経営状況の分析に関すること【指針①】、需要動向調査に関すること【指針

③】の結果を踏まえ、事業計画の策定を支援するほか、中小企業支援機関、専門家等と

も連携して伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

具体的に事業計画を策定する際には、ＳＷＯＴ分析を実施する。外部環境の分析にお

いては、地域の経済動向調査や需要動向調査の結果等を踏まえ、「機会と脅威」を抽出

する。内部環境の分析においては、経営状況の分析や需要動向調査の結果等を踏まえ、

自社の「強みと弱み」を抽出する。その上で、外部環境の機会に自社の強みを適合させ

る方向で、新たな需要の開拓を目指す。 

経営状況の分析や需要動向調査の結果等を踏まえ、新たな需要の開拓を見据えた【指

針④】事業計画を策定するための指導・助言について、その考え方、目標、支援対象、

手段等は以下のとおり。 

 

考え方 経営発達支援事業を遂行する上で、地域の小規模事業者の事業計画策定支

援をすることは非常に重要である。 

小規模事業者の持続的発展を図るために、所内の経営指導員等のスキルア

ップを図るとともに、中小企業支援機関、専門家等とも連携して伴走型の指

導・助言を行い、地域の小規模事業者の事業計画策定支援をしていく。 

目標 西宮商工会議所が実施する小規模事業者に対する事業計画策定支援の年

度別目標件数  

年度 件数 

平成２７年度 337

平成２８年度 353

平成２９年度 369

平成３０年度 385

平成３１年度 401
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支援対象 ・西宮商工会議所会員・非会員を問わず市内の小規模事業者 

・創業希望者・予定者 

・第二創業（経営革新）を目指す小規模事業者 

上記の内、事業計画策定を目指す小規模事業者 

手段 ・テーマや対象者を限定した集団指導（集合セミナー）を実施するほか、テ

ーマによっては少人数のワークショップを実施する中で、事業計画策定 

を目指す小規模事業者を発掘する。 

・経営指導員等による巡回訪問・経営相談活動を通じ、事業計画策定を目指

す小規模事業者を発掘する。 

・行政、中小企業支援機関、金融機関、士業等とのネットワークの強化によ

り事業計画策定を目指す小規模事業者を発掘する。 

・所内の経営指導員等のスキルアップを図るとともに、中小企業支援機関、

専門家等とも連携して伴走型の指導・助言を行い、地域の小規模事業者の事

業計画策定を支援する。 
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（２）事業計画の策定支援における目標件数（総件数） 

 

 （事業内容） 

事業名 事業計画の策定支援【指針②】 事業分野 一般事業 
区分 重要 管轄 中小企業相談所 実 績 件 数 
【事業目的・概要】 
１、事業実施の目的は、小規模事業者の経営改善・

経営持続である。 
２、事業実施の手段は、啓発セミナーや巡回訪問等

で小規模事業者の経営課題を発掘し、その経営課

題を解決するための伴走型個社支援を行うこと

である。 

 
【中期的な取り組み】 
１、事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会

の開催により、事業計画策定を目指す小規模事業

者の掘り起こしを行う。【指針②】 

２、特別専門相談、巡回指導時に、小規模事業者か

らの相談等を受けるとともに、事業計画策定を目

指す小規模事業者を掘り起こす。【指針②】 

３、事業計画策定を目指す小規模事業者の他、融資

相談、労務相談、税務相談、小規模事業者持続化

補助金等の申請時に、事業計画の策定を促す。

【指針②】 

４、事業計画策定後に、国、県、市区町村、西宮商

工会議所の行う支援策等の広報、案内により周知

し、フォローアップを実施する。【指針②】 

５、事業計画策定後に、必要に応じて巡回訪問し、

進捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・助

言を行う。【指針②】 

６、その他右記に目標件数を掲げる事業において

は、事業計画策定支援を実施するとともに、中小

企業支援機関、専門家等とも連携し、伴走型の指

導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発

展を図る。 
【期待される効果】 
小規模事業者に対する効果としては、経営改善・経

営持続が見込まれることである。 

平成２２年度 81

平成２３年度 81

平成２４年度 84

平成２５年度 110

平成２６年度 307

計 画 件 数 
平成２７年度 337

平成２８年度 353

平成２９年度 369

平成３０年度 385

平成３１年度 401

※平成25年度に、「小規模事業
者持続化補助金」制度が始ま

り、支援件数が大幅に増加し

た。計画件数は、この制度が今

後も継続することを前提とし

ている。 
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（３）小規模事業者の事業計画策定支援件数（内訳件数） 

   

※内訳：①マル経融資、②認定支援機関としての支援、③その他伴走型支援、④補助金

申請支援、⑤外部支援機関の利用による伴走型支援、⑥起業支援、⑦経営革新

計画策定支援 

 

① 小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経） 

事業名 小規模事業者経営改善資金融資制度 事業分野 一般事業 
区分 重要 管轄 中小企業相談所 実 績 件 数 
【事業目的・概要】 
小規模事業者の経営改善を図るため、事業に必

要な資金を無担保・無保証人、低利で融資するこ

とにより、円滑な事業資金調達を支援する。 

本融資制度は、商工会議所が申し込みを受付・

審査の上、日本政策金融公庫国民生活事業に推薦

し、公庫の審査を経て融資が実行される。 

 
【中期的な取り組み】 
１、制度の広報・周知を強化する。 

２、利用者への事後指導を実施する。  

平成２２年度 9

平成２３年度 8

平成２４年度 6

平成２５年度 12

平成２６年度 10

計 画 件 数 
平成２７年度 11

平成２８年度 12

平成２９年度 12

平成３０年度 12

平成３１年度 12

 

② 認定支援機関としての支援 

  年度 件数 

実績 

平成２２年度   

平成２３年度   

平成２４年度 1 継続指導 

平成２５年度 4

平成２６年度 15

計画 

平成２７年度 16

平成２８年度 17

平成２９年度 18

平成３０年度 19

平成３１年度 20

定期的な報告が義務付けられている融資制度 

 中小企業経営力強化資金 

 経営発達支援融資 

創業・第二創業促進補助金・確認書発行 

ものづくり・商業・サービス革新補助金・確認書発行
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③ その他伴走型支援 

  年度 
合計 

件数 

内訳件数 

経営技術 事業承継 環境経営 
ＢＣＰ

策定 

実績 

平成２２年度 12 5 0 7 0

平成２３年度 21 15 0 6 0

平成２４年度 36 16 8 7 5

平成２５年度 44 21 8 8 7

平成２６年度 37 23 6 7 1

計画 

平成２７年度 41 23 6 11 1

平成２８年度 42 24 7 10 1

平成２９年度 43 25 7 10 1

平成３０年度 44 28 7 8 1

平成３１年度 45 29 7 8 1

経営技術支援事業 

事業承継計画策定支援事業 

環境経営等支援事業 

ＢＣＰ策定推進事業 

 

④ 補助金申請支援（小規模事業者持続化補助金） 

  年度 
合計 

件数 

実績 

平成２２年度   

平成２３年度   

平成２４年度   

平成２５年度 12

平成２６年度 179

計画 

平成２７年度 200

平成２８年度 210

平成２９年度 220

平成３０年度 230

平成３１年度 240

 

※平成 25 年度に、「小規模事業者持続化補助金」制度が始まり、支援件数が大幅に増加

した。計画件数は、この制度が今後も継続することを前提としている。 

 

※「創業・第二創業促進補助金」及び「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の 

支援は、「認定支援機関としての支援件数」に含む。 
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⑤ 外部支援機関の利用による伴走型支援件数    

  年度 
合計 

件数 

内訳件数 

ミラサポ 活性化センター 

実績 

平成２２年度 1 0 1 

平成２３年度 2 0 2 

平成２４年度 1 0 1 

平成２５年度 0 0 0 

平成２６年度 15 14 1 

計画 

平成２７年度 16 15 1 

平成２８年度 17 16 1 

平成２９年度 18 17 1 

平成３０年度 19 18 1 

平成３１年度 20 19 1 

中小企業庁 

ミラサポ・専門家派遣事業    

公益財団法人ひょうご産業活性化センター 

 商店街新規出店・開業等支援事業における専門家派遣事業 

 

⑥ 創業支援（創業計画策定支援）【指針②】 

事業名 創業支援【指針②】 事業分野 一般事業 
区分 重要 管轄 中小企業相談所 実  績 件 数 
【事業目的・概要】 
１、事業実施の目的は、起業者を増やすことと、起

業者を持続経営させることである。 
２、起業を計画している方や、起業後間もない方を

バックアップするため、各種起業家支援事業を行

っている。 
３、それぞれにマッチした事業を活用して、スムー

ズに起業するための基礎知識や事業を軌道に乗

せるためのノウハウの習得を支援している。 

４、事業実施の手段は、啓発セミナーや巡回訪問等

で起業者を発掘し、その経営課題を解決するため

の伴走型個社支援を行うことである。 
【中期的な取り組み】 
１、起業家支援事業（起業家支援セミナー、起業塾）

将来に起業を計画している方から具体的に起業

を予定している方の、起業ステージに合わせたき

め細かい支援を行っている。 

具体的には、スムーズな起業をサポートするた

め、「起業家支援セミナー」及び「起業塾」を開催

している。【指針②】 

平成２２年度 36

平成２３年度 31

平成２４年度 21

平成２５年度 25

平成２６年度 41

計  画 件 数 
平成２７年度 42

平成２８年度 43

平成２９年度 44

平成３０年度 45

平成３１年度 46

 
【期待される効果】 
起業者に対する効果として

は、経営改善・経営持続が見込

まれることである。 
 
 
 
 



２７ 
 

 

２、経営者塾 

  起業間もない小規模事業者の事業の安定を図

ることを目的としたスクールである。少人数のワ

ークショップにより、起業初期の特定課題の解決

を図っている。自己ブランディング、インターネ

ット販売、宣伝・広告、販路拡大・営業活動等の

テーマで開催している。【指針②】 

３、西宮ビジネスイノベ-ションサポ-タ-ズネット 

  西宮ビジネスイノベーションサポーターズネ

ットは、西宮商工会議所や西宮市、日本政策金融

公庫神戸東支店、民間金融機関、その他関係団体

で組織する支援ネットで、支援の対象は、起業家

や中小・小規模事業者で、①起業相談、②起業家

支援セミナー・起業塾・経営者塾の開催、③運転・

設備資金調達の支援、④製品開発・販路開拓の支

援、⑤海外進出・事業所移転の支援、⑥経営革新

計画の承認支援、⑦経営相談、⑧専門家派遣など、

起業者や中小・小規模事業者の相談に対し、複数

の関係団体が同時に情報を共有し、適合する制度

や事業等を相談者にフィードバックすることに

より、包括的にサポートしている。【指針②】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
平成 27 年度起業家支援ｾﾐﾅｰ 同年起業塾        平成 26 年度経営者塾 
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⑦ 第二創業（経営革新計画策定）支援【指針②】 

 

中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」の策定の支援を行っている。経

営革新計画とは、企業が新しい事業展開をめざすための計画の策定で、下記（ア）から

（エ）の内容が対象となる。計画策定に対するアドバイスを行い、計画承認後のフォロ

ーアップとして西宮商工会議所のホームページへの掲載を行うと共に、必要に応じて認

定企業に対する経営支援を行っている。 

 

（ア）新商品の開発又は生産 

（イ）新役務の開発又は提供 

（ウ）商品の新たな生産又は販売の方式の導入 

（エ）役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 

 

 
平成 20～23 年度事例集   平成 24 年度事例集     平成 25 年度事例集 

 

経営革新計画策定支援の目標件数 

 

  年度 件数

実績 

平成２２年度 23

平成２３年度 19

平成２４年度 19

平成２５年度 13

平成２６年度 10

目標 

平成２７年度 11

平成２８年度 12

平成２９年度 13

平成３０年度 14

平成３１年度 15
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

経営発達支援事業を遂行する上で、地域の小規模事業者の策定した事業計画に従って

行われる事業の実施に関する、必要な伴走型の指導、助言【指針②・後半】については

非常に重要である。 

地域の小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回・窓口相談、伴走型支

援、各種セミナーの開催等を通じて、小規模事業者に対し、事業計画策定後の実施支援

を行う。専門的な課題等については、西宮商工会議所に登録している各種士業、経営コ

ンサルタント、様々な専門分野における知識・技術を有する専門家による、「特別専門

相談制度」や「専門家派遣制度」により、実施支援を行う。 

・上記の制度を利用する際は、経営指導員等が、事前に課題の分析・整理を行う。 

・上記の制度を利用した後は、経営指導員等が、事後の伴走型の支援を実施する。 

 

（１）策定した事業計画の実施支援について、その目標、具体的な指導内容、頻度等 

地域の小規模事業者が経営課題を解決するため、地域の経済動向調査に関すること

【指針③】、経営状況の分析に関すること【指針①】の結果を踏まえ、事業計画の実施

支援【指針②】のほか、中小企業支援機関、専門家等とも連携して伴走型の指導・助言

を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

また、経営状況の分析と【指針①】や需要動向調査【指針③】の結果等を踏まえ、新

たな需要の開拓を見据えた事業計画の実施支援について、その目標、具体的な指導内容、

頻度等は以下のとおり。 

  

項目 実施内容 

 

目標 

・小規模事業者が持続的発展を続けることを目標とする。 

・小規模事業者が自社の課題を発掘することを目標とする。 

・小規模事業者が自社の課題を解決することを目標とする。 

・創業支援・第二創業においても、創業予定者が円滑で無理のない創業を

成し遂げ、しかも創業・第二創業した事業が持続的発展を続けることを目

標とする。 

・小規模事業者が気付いていない潜在需要の掘り起しを行い、新たな顧客

の開拓や売上の増大につなげることを目標とする。 

・売上の確保を行うとともに、下記の具体的な指導を通じて小規模事業者

の利益の確保を目標とする。 

・事業計画策定支援の年度別目標件数は、下記の通りであり、策定した事

業計画の実施支援は計画策定後少なくとも半年に 1 回程度としていること

から、実施支援の目標件数は、この倍以上となる。 

年度 件数 

平成２７年度 337

平成２８年度 353

平成２９年度 369

平成３０年度 385

平成３１年度 401
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具 体 的

な 指 導

内容 

・経営指導員等の巡回・窓口相談による指導を行う。 

・「特別専門相談制度」や「専門家派遣制度」による指導を行う。 

具体的な指導内容 

＜現状の経営状況の改善＞ 

・経営戦略、経営ビジョン、コンセプト、ドメイン（事業領域）の明確化

・マ－ケティング戦略の見直し 

・重点商品・サービスの見直し、商品・サービス構成（マーチャンダイジ

ング）の再設定 

・顧客層（ターゲット）の再設定や取引顧客の見直し、取引方法の見直し

・売上計画の立案 

・資材や材料調達の内容や方法の見直し 

・生産管理やオペレーション（作業）の見直し 

・人員配置の見直し 

・財務分析 

・資金調達の見直し（調達先、借入本数、金利、調達方法） 

  ↓ 

・利益目標や利益管理の明確化 

＜中長期計画の立案＞ 

・商品・製品・サービス開発計画の立案 

・生産・技術開発計画の立案 

・資材・購買・外注計画の立案 

・設備投資・修繕計画の立案 

・資金計画・資金調達計画の立案 

・人材確保・育成計画の立案 

・組織・人事戦略の見直し 

・人材確保・人材育成計画の見直し 

・社員に対するキャリア・ディベロップメント・プログラムの構築 

・IT・情報システムの見直し 

・環境経営システムの見直し 

など 

指導の 

頻度 

・事業計画策定後の実施支援に関する頻度については、原則として半年に

1 回程度とするが、各小規模事業者の状況によって必ずしも一定とは考え

られない。 

・経営指導員等の巡回訪問・窓口相談を通じて、経営支援を求められ、妥

当と判断される場合は、一定期間集中して支援する必要がある。 

・経営指導員等の巡回・窓口相談による経営カルテの入力を行う。 

・毎月の重点訪問先の報告を行う。 

・毎月の重点支援先の報告を行う。 

・訪問計画の立案の報告を行う。 

・週報・月報の提出を行う。 

以上は毎月の各課ごとの課内会議で報告を受け、上長より指導する。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

経営発達支援事業を遂行する上で、小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の

需要動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供【指針③・前半】は、非常に重要で

ある。 

地域の小規模事業者が経営課題を解決するため、地域の経済動向調査に関すること

【指針③】、経営状況の分析に関すること【指針①】の結果を踏まえ、事業計画の策定・

実施を支援【指針②】のほか、中小企業支援機関、専門家等とも連携して伴走型の指導・

助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

また、経営状況の分析【指針①】ともに、需要動向調査【指針③】を行うための指導・

助言について、その考え方、目標、支援対象、手段等は以下のとおり。 

 

地域の小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向に関する情報の収

集、整理、分析及び提供をする。そこで、地域全体の需要動向を調査するほか、個々の

小規模事業者が属している市場や業界の動向を調査する。また、限られた商圏で経営を

営む小規模事業者に対しては、商圏の分析や商圏内での競合状況の分析を実施する。 

これらの調査・分析により、小規模事業者が新たな顧客の開拓や売上の増大【指針④】

につなげたり、経営者マインドを改善することで、小規模事業者の持続的発展を支援し

ていく。 

  

  

目標 ・小規模事業者が持続的発展を続けることを目標とする。 

・小規模事業者が気付いていない潜在需要の掘り起しを行い、新たな顧客の

開拓や売上の増大につなげることを目標とする。 

・小規模事業者に対し、前向きで明るい情報を提供することで、経営者マイ

ンドを改善することを目標とする。 

・西宮商工会議所が実施する小規模事業者の販売する商品又は提供する役務

の需要動向に関する情報の提供の年度別目標件数は次の通りである。 

策定した事業計画の実施支援 

年度 件数

平成２７年度 337

平成２８年度 353

平成２９年度 369

平成３０年度 385

平成３１年度 401
 

項目 ・売上額、販売数量、販売単価、販売客数、来店客数の分析 

・市場規模・業界規模の分析 

・市場の動向、産業・業界の動向の分析 

・商圏の分析 

・商圏内での競合状況の分析 
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手段 ・各種新聞・経済雑誌、業界雑誌・新聞、各種調査資料 

・阪神間の需要動向 

  兵庫県統計書（兵庫県）毎年 

この中に、「物価・家計」という項目があり、毎年家計調査を実施し

ている。これから導き出されるデータの中に、「市町別たばこ売渡状

況」があり、阪神間の需要動向はある程度推測できる。 

・西宮市の需要動向 

  産業実態調査（西宮市） 

    この中で「買物動向調査」を実施しており、「日常の買物動向及び

各種サービスの利用状況」や「外食の利用状況」などを調査報告して

おり、西宮市内の需要動向はある程度推測できる。 

  西宮市統計書（西宮市）毎年 

    この中に、「物価及び消費」という項目があり、毎年家計調査を実

施している。これから導き出されるデータは下記のものがある。 

 ・全世帯 1 世帯当たり年平均１か月間の消費支出 

 ・勤労者世帯１世帯当たり年平均１か月間の収入と支出 

・消費者相談受付状況 

・酒類 ・ たばこ消費高 

   これらのデータから、西宮市内の需要動向はある程度推測できる。 

・日本政策金融公庫総合研究所から毎年出版されている「小企業の経営指標」

により、同業他社との比較を実施する。 

・ＴＫＣ全国会から毎年発行されている「ＴＫＣ経営指標」により、同業他

社との比較を実施する。 

・当該小規模事業者や市内同業他社よりヒアリングを実施する。 

・商圏の分析や商圏内での競合状況の分析を実施する際には、当該小規模事

業者にヒアリングするほか、経営指導員等自らがロケーションハンティング

を行い、商圏マップを作成したり、競合店の現地調査を行う。 

・連携している関係機関の情報やインターネット情報等で情報を補強する。
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活用方法 ・小規模事業者の経営診断をする際に、上記の収集、整理、分析した情報を

活用する。 

・小規模事業者が経営計画を策定する際に情報を活用し、より精度の高い経

営計画の策定を目指す。 

・西宮商工会議所で実施する「特別専門相談制度」や「専門家派遣制度」を

小規模事業者が利用する際に情報を活用する。 

・情報を活用して、経営改善につながる経営指導ができるようにする。 

・個々の小規模事業者が気付いていない潜在需要の掘り起しを行い、新たな

顧客の開拓や売上の増大につなげる。 

・マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開

催又は参加、ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の

開拓を行う際には、実施前と実施後に上記情報を活用して経営指導・助言を

行う。 

・小規模事業者に対し、前向きで明るい情報を提供することで、経営者マイ

ンドの改善につなげる。 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

経営発達支援事業を遂行する上で、マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、

展示会、即売会等の開催又は参加、ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用

等、需要の開拓に寄与する事業【指針４】は、非常に重要である。 

地域の小規模事業者が経営課題を解決するため、地域の経済動向調査に関すること

【指針③】、経営状況の分析に関すること【指針①】の結果を踏まえ、事業計画の実施

支援【指針②】のほか、中小企業支援機関、専門家等とも連携して伴走型の指導・助言

を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

また、経営状況の分析【指針①】と需要動向調査【指針③】の結果等を踏まえ、新た

な需要の開拓を目指すための指導・助言について、その考え方、目標、支援対象、手段

等は以下のとおり。 

 

（１）新たな需要の開拓に寄与する事業についての考え方、目標、支援対象等 

 

  

考え方 ・小規模事業者の持続的発展を図るために、所内の経営指導員等のスキル

アップを図るとともに、中小企業支援機関、専門家等とも連携して伴走型

の指導・助言を行い、地域の小規模事業者の新たな需要の開拓を支援して

いく。 

・マスメディア、各種広報誌等による広報については、このテーマに特化

したセミナーを開催するほか、プレスリリースの手法等については、小規

模事業者に対し、専門家を交えた個別支援を実施する。 

・商談会、展示会、即売会等の開催又は参加については、毎年ではないが、

西宮商工会議所単独の商談会等の開催を行うほか、他の団体が実施してい

る商談会については、地域の小規模事業者に対し、広く広報を実施すると

ともに、個々小規模事業者にとって有効と判断される商談会等については、

個別に勧誘を試みる。 

・開催当日においては、経営指導員等が会場にて、積極的に小規模事業者

同士を引き合わせ、マッチングを試みる。 

・また、上記に参加する小規模事業者については、 

◆広報物・展示物について指導・助言を行う。 

 ◆当日の商談方法について指導・助言を行う。 

 ◆開催後の商談方法について指導・助言を行う。 

・ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用については、西宮商

工会議所で実施している「ＩＴ活用支援事業」や「経営技術支援事業」を

中心に、集合セミナーや個別支援を実施している。  

・また、西宮商工会議所には入所前にＩＴ関連の仕事を経験した経営指導

員等が 5名おり、日常所内で情報を共有しながら、経営指導を行っている。
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目標   

 

 

展示会、商談会の開催による需要開拓の目標件数 
  

  年度 
開催

回数
来場者数 出展社数

バイヤ

ー数 
商談数 

実

績  

平成 22 年度 なし        

平成 23 年度 1 312 － 15 228 

平成 24 年度 1 1,330 62 － －  

平成 25 年度 なし         

平成 26 年度 1 111 28 8 57 

計

画 

平成 27 年度 1 300 30 15 230 

平成 28 年度 なし         

平成 29 年度 1 120 30 10 60 

平成 30 年度 なし         

平成 31 年度 1 300 30 15 230 

支 援 対

象 

・西宮商工会議所会員・非会員を問わず市内の小規模事業者 

・創業希望者・予定者 

・第二創業（経営革新）を目指す小規模事業者 

上記の内、特に新たな需要の開拓に課題を有する小規模事業者や日常積極

的に需要の開拓を試みている小規模事業者 

 

西宮商工会議所は、経営発達支援事業を実施する中で、市内の小規模事業者や需要開

拓のために、経営相談を受け、抽出された経営課題については、事業計画の策定を支援

し、またその計画の実行にあたっても、伴走型の個社支援を行う。 

 

西宮商工会議所は、小規模事業者の新たな需要の開拓を進めていくための商談会や展

示会を開催するほか、他で開催している商談会や展示会の情報を市内の小規模事業者に

提供し参加を促進していく。また、商談会や展示会に参加する際は、提供資料の精査を

行うほか、説明・プレゼンテーションの仕方の指導・助言や商談の進め方の指導・助言

を行う。商談成立に向けて情報や経営資源が不足する部分については、西宮商工会議所

で支援を行う。 
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（２）他の支援機関等との連携を図るなどの効果的な取り組み 

ビジネスマッチングや異業種交流への参加などにより販路開拓を推進するため、兵庫

県商工会議所連合会の提案公募事業を活用するとともに、大阪・神戸・関東エリアでの

見西宮市等への積極的な参加を支援する。 

また、阪神間４商工会議所（尼崎・伊丹・宝塚・西宮）と連携した取り組みを推進す

る。 

 

（事業内容） 

①平成 26 年度「西宮ビジネスマッチングフェア２０１４」事業 

西宮商工会議所単独で開催した。西宮市内の魅力ある商品作りやイノベーション

に取り組む事業者に関する情報を発信することで市内事業者の知名度向上を図り、

同時に西宮市内の事業者同士の連携強化の場を提供し西宮市内産業の活性化を促

進するために実施した。【指針④】 

 

平成 26 年度展示ブース    同年逆商談会       同年交流会 

 

②平成 26 年度「第 5回阪神間商工会議所会員大交流会」 

阪神間広域の人脈づくりの場・新たなビジネス発掘の場を提供し、「売りたい」

「買いたい」「協力・提携したい」という様々なビジネスをマッチングする会員大交

流会を開催した。 

今回は７商工会議所が参加した大交流会であり、従来の阪神間にとらわれない広い

商圏での交流が催された。【指針④】 

 

平成 26 年度 4会頭の対談  同年逆見西宮市       同年大交流会 
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③平成 27 年度「阪神間４商工会議所 大交流会 ２０１５」 

尼崎・西宮・伊丹・宝塚の阪神間４商工会議所による交流事業である。４商工会

議所の会員事業所の共通課題である、付加価値強化、及び販路開拓のために、各商

工会議所の経営指導員等がコーディネーターとなり、事業所間をつなぐ。 

単独の商工会議所のみではビジネスパートナーの発掘が難しい場合も４商工会

議所合同での開催により、新たな出会いの場が提供できる。 

※企画案は後述の（３）へ 

 

④神戸商工会議所が毎月開催している「ＫＣＣＩ 月例マッチング商談会」 

市内の小規模事業者に、Ｗｅｂサイト等で案内し参加を促す。 

 

⑤毎年開催している「ひょうごの逸品 展示商談会」 

市内の小規模事業者に、Ｗｅｂサイト等で案内し参加を促す。 

  

⑥兵庫県や神戸市等が毎年開催する「国際フロンティア産業メッセ」 

  平成 26 年度は、3社出展。平成 27 年度は、5社出展予定。 

 

⑦中小企業基盤整備機構「中小企業総合展」 

  毎年 1社程度が出展している。平成 27 年度は、株式会社ライトニックスが出展。 

 

 

（３）「阪神間４商工会議所 大交流会 ２０１５」企画案（幹事：西宮商工会議所） 

～阪神間「食」と「匠」のマッチングセレクション～ (仮称) 

 

①コンセプト 

「食」と「匠」をテーマに阪神間４市の魅力ある商品・技術・サービスを提供する事

業所が連携し、新商品の開発や新販路開拓につながるビジネスマッチングの機会を

提供し、地域産業の活性化に貢献する。 

 

②日程及び場所 

  候補日：平成２８年２月５日（金） 

  場所：ノボテル甲子園 

 

③来場者目標総数 

  ３５０名（尼崎：１００名、西宮：１１０名、伊丹：７０名、宝塚：７０名） 

 

④事業内容 

  ◆第１部 

  （ア）新施策、中小企業向け支援制度の紹介 15:30 ～ 16:00 

   講師候補：中小企業基盤整備機構、近畿経済産業局 

   平成 27 年度補正予算、平成 28 年度予算（開催時点で把握している分）の発表 

より、中小企業が利用できる政策を紹介。 
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  （イ）基調講演 16:00 ～ 16:55 

   講師候補：株式会社キャリア特待館 代表取締役 大久保 良雄 氏 

   マグロビジネスはなぜ成功したか～ 近大マグロブランド誕生秘話 

   講演後、質疑コーナー(5 分程度) 

   

（ウ）ビジネスコーディネート 15:00 ～ 17:00 事前予約制 

   ビジネスパートナーを求める事業主と４商工会議所の経営指導員等が面談を行

い、アドバイスを行う。要望に合う事業所が見つかった場合は、交流会での引き

合わせ、あるいは後日引き合わせの調整を行う。 

   １社当たりの面談時間は、10 分～15 分程度。４商合計で 10 社程度の予定。 

   食品に関わる事業所を優先して募集する。 

 

（エ）相談ブース 14:00 ～ 17:00 予約不要 

   専門家との無料窓口相談サービス。ヒヤリングシートを作成し、終了後、各会議

所担当にヒヤリングシートを渡す。 

   予定専門家：税理士、弁護士、技術士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、

中小企業診断士、日本政策金融公庫、兵庫県信用保証協会、中小機構近畿 

 

  ◆第２部 

   大交流会 17:30 ～ 19:30 

      ４商工会議所の事業主が一同に介する交流会 

ＰＲタイム、呼び出しサービス、カタログ配備サービス 

 

  ◆コーディネートブック（仮称）発刊 

   ビジネスパートナーを求める事業所を募集し、事業紹介・自社の強み・求めるパ

ートナーをまとめ、業種別・地区別の冊子にまとめる。Ａ４版あるいはＢ５版で

１ページ１社。100 社目標。募集業種案：食品産業、小売業、飲食業、サービス

業、情報通信業、クリエイター 
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（４）平成 27 年度ＩＴ活用セミナー等運営業務 

 ①事業概要（集合セミナー） 

◆企画意図 

・平成 22 年度：ネット通販、平成 23 年度：ＰＲ手法、平成 24 年度：集客・販売促

進、平成 25 年度：ソーシャルメディア、平成 26 年度：ＩＴツールと、テーマ・

ターゲットを変えながら開催。約 100 名前後の参加者を集めるセミナーとして認

知されつつある。 

⇒飽きさせないテーマ設定、最適な講師陣の確保 

・集客手法を毎年改善しており、市内の非会員事業所も多数参加。 

⇒非会員事業所に対し、経営技術等支援事業等、他の事業の継続活用を促進する

・今年度は「ネットショップ」にテーマを絞り、セミナーを 2 回開催（集合セミナ

ー①これからネットショップを始める事業所向け、集合セミナー②既にネットシ

ョップを運営している事業所向け）とした。合わせて、ワークショップにて実際

にネットショップ開設や集客改善に取り組むことで、市内事業所の新たな販路開

拓の支援を行っていく。 

 

◆1 日目 

演題：「成功するネットショップの作り方」 

対象：ネット通販ビジネスを開始したい方（開業含む）、ネット通販を行っている

が中々成果が上がらない方（市内事業者／小売り・サービス業、ＩＴ初心者

～中級者） 

日時：7月 7日（火）14 時～16 時 

場所：西宮商工会館別館 2階 大会議室 

定員：50 名 

  講師：中野ＩＴ活用診断士事務所 中野 雅公 氏 

 

◆2 日目 

演題：「ＳＮＳを活用したネットショップ集客術」 

対象：既にネット通販を行っており、ＳＮＳや動画などを活用し、新たな集客策と

して取り入れたい事業所 

日時：7月 17 日（金）14 時～16 時 

場所：西宮商工会館別館 2階 大会議室 

定員：50 名 

講師：株式会社ジースト 代表取締役 神馬 豪 氏 

 

◆その他 

・会場の模様を Ustream 等で配信する 

・1 日目、2 日目ともにセミナー終了後、参加者の一部と講師による交流会（セミ

ナーの内容を踏まえた座談会的なもの／定員 10 名ほど）を開催し、各事業者の課

題解決やワークショップへの集客を図る。 

・ＷＥＢ経由での参加申込時に、講師への事前質問を受け付け、当日の講演内容に

反映させる。 



４０ 
 

②事業概要（ＩＴワークショップ） 

◆企画意図 

・平成 24 年度の受講者から全員参加型（ブレスト形式）の要望があり平成 25 度よ

り実施。平成 25 年度、平成 26 年度ともに受講者のアンケート結果では成果があ

ったとの声があり、本年度も実施する。 

・今年度はセミナーの内容とリンクした形で、ネットショップにフォーカスした内

容のワークショップを実施する。参加者のレベルに合わせたコースを設定し、そ

れぞれ「ネットショップ出店」「アクセス数増加」「コンバージョン率向上」「売上

増加」など具体的な数値目標を各事業所に設定させ、終了後に測定を行う。 

 

◆受講者 

集合セミナー参加者の内、改善に取り組む方を公募（3グループ×5～10 名程度）

 

◆テーマ①：ネットショップ開設の方法 

・講師：中野ＩＴ活用診断士事務所 中野 雅公 氏 他 

・概要：売れるネットショップの仕組みや、ＥＣにおける消費者心理に基づく顧客

の獲得方法などを学び、自社に最適な場所における出店の計画を検討する。 

 

◆テーマ②：売れるネットショップの仕組みづくり 

・講師：中野ＩＴ活用診断士事務所 中野 雅公 氏 他 

・概要：他社の成功事例などを基に、自社が運営しているネットショップの見直し

（コンテンツ、テキスト、写真、顧客導線など）を検討する。 

 

◆テーマ③：ＳＮＳ（動画）を活用した集客方法 

・講師：株式会社ジースト 代表取締役 神馬 豪 氏 他 

・概要：Facebook などのＳＮＳを活用し、自社が運営しているネットショップの集

客方法を検討する。 

 ◆進め方 

各回、前半：成功・失敗事例研究、後半：受講者の事例を取り上げ、講師＋受講者

全員で改善手法を探る。受講者同士の連携・交流を促すためブレスト形式とする。

 

◆成果発表 

西宮商工会議所所報（3 月末発行号）上にて成果報告を行い、会員事業所間で情報

共有を行う。 

 

◆日時 

各テーマ 4回開催（1回目：9月、2回目：10 月、3回目：11 月、4回目：12 月）。

最終回で目標の達成率を確認。時間の経過が必要である場合には、巡回による個別

訪問で確認。さらなる取り組みを希望する事業所に対しては、専門家派遣で対応。
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

経営発達支援事業を遂行する上で、地域経済の活性化に資する取り組みは、非常に重

要である。 

西宮の多様な機関が参加する実行委員会を組織し、年間数回の会合を持ち、今後の西

宮の方向性を関係者間で共有した上で、西宮の地場産業である清酒などの魅力を踏まえ

た観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわいの創出等による地域経済の活性化に資

する事業展開を図っていく。 

 

１．西宮酒ぐらルネサンスと食フェア 

西宮酒ぐらルネサンスと食フェアは、西宮の清酒と食産業の発展、西宮ブランドの構

築、集客機能の強化、観光振興及び地域経済の活性化を図ることを目的に西宮商工会議

所、西宮市、西宮酒造家十日会、会議所会員企業などが連携して取り組んでいる。これ

までに 18 年連続で開催しているが、今後も発展させながら継続して取り組んでいく。 

 

過去 5年間の来場者数                        単位：人 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

来場者数 101,196 131,740 133,738 129,993 118,400

        2日目雨天               2日目雨天  2日目台風

 

「第 18 回西宮酒ぐらルネサンスと食フェアの概要」 

西宮酒ぐらルネサンスと食フェアは、西宮の清酒と食産業の発展、西宮ブランドの構

築、集客機能の強化、観光振興及び地域経済の活性化を図ることを目的に西宮商工会議

所、西宮市、西宮酒造家十日会、会議所会員企業などが連携して取り組んでいる。 

平成 26 年度も日本酒の仕込みが始まる 10 月１日の「日本酒の日」にちなんで、10 月

4 日・5日の 2日間にわたり西宮神社境内をメイン会場として開催した。5日に台風が接

近するとの天気予報により、4 日の来客者数は過去最高となり、5 日は過去最低となっ

た。結果、2日間で約 12 万人の来場者で賑わった。 

オープニングセレモニーで土佐の神楽の一つとして国の重要無形民俗文化財に指定

された津野山神楽が披露され、更にタレントの浜村淳氏により境内で一斉乾杯する様子

をＭＢＳラジオで生中継した。 

メイン会場の西宮神社境内では毎年恒例の日本酒の試飲ができる「味わい酒ぐらひろ

ば」、バラエティに富んだ食のひろば「日本酒と料理を楽しむひろば」など、多彩な出

店ブースであった。また、関西学院大学の木本圭一教授及びゼミ受講生が中心となり、

若い世代にも日本酒の魅力、文化などを知ってもらおうと立ち上げた「日本酒振興プロ

ジェクト」によるブースを出店し、独自商品の「宮モヒート」の販売を行う事で、若い

世代への日本酒の振興と西宮ブランドのイメージアップも図れた。 

その他、武庫川女子大学ダンス部の学生などが踊りながら近隣商店街などをめぐる

「新酒番船パレード」、それに続く「新酒番船一番酒御振る舞い」、西宮くぐつ座による

「人形劇」、境内で行われた大道芸などバラエティに富んだ催しが繰り広げられ、協賛

企業等から提供された景品が当たる「えびす富くじ」は活況を呈した。 

酒蔵地帯の産業・歴史・文化を周知するために、サテライト会場である「白鹿クラシ

ックス・酒ミュージアム」、「白鷹禄水苑」、「日本盛酒蔵通り煉瓦館」、「大関甘辛の関寿
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庵」などを巡る無料のループバス「酒文化巡り号」も運行され、これらのサテライト会

場でも、趣向をこらしたイベントが行われ終日賑わった。 

 

 
平成 26 年度ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ  同年日本酒ブース    お酒と料理を楽しむひろば 

◇主 催  

西宮酒ぐらルネサンスと食フェア実行委員会 

（西宮商工会議所、西宮酒造家十日会、西宮市、西宮観光協会） 

◇日時・場所 

 平成 26 年 10 月 4 日 12:00～20:00、10 月 5 日 10:00～18:00 

西宮神社境内、エビスタ西宮、西宮中央商店街、白鹿クラシックス、白鹿酒ミュージ

アム、白鷹禄水苑、日本盛酒蔵通り煉瓦館、大関甘辛の関寿庵 

◇イベント内容 

鏡開き、酒造り唄、ふるまい酒、えびす富くじ、新酒番船パレード、新酒番船一番酒

御振る舞い、津野山神楽、人形劇、ちんどんパフォーマンス、ジャグリングショー 他

◇来場者数 

10 月 4 日・5日 合計 118,400 人 

◇新酒番船パレード（西宮酒ぐらルネサンスと食フェアを特徴づける企画） 

 江戸・元禄時代、西宮の酒は有名で、新酒が出る頃には江戸到着が待望された。西宮

を出た樽廻船が競って江戸に向かい一番船が勝利のパレードをしたという故事に因ん

でいる。  

◇企業・各団体出店ブース 

出店者数 45 ブース・48 店舗 

 

２．西宮洋菓子園遊会 

西宮商工会議所、西宮市、西宮市内の洋菓子店で構成する実行委員会を組織し、年間

数回の会合を持ち、今後の西宮の洋菓子ブランドの方向性を関係者間で共有した上で、

観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわいの創出等による地域経済の活性化に資す

る事業展開を図っている。 

 西宮市は自然景観に恵まれ、伝統・文化・歴史・スポーツ・レジャー施設など多彩な

魅力を持つ都市であり、観光客集客数が年間１千万人以上に上っている。また、市内に

は多くの「工房型」洋菓子店があり、洋菓子職人（パティシエ）が手づくりケーキを製

造している。このようなことから、「ケーキ工房のあるまち西宮」を市内外に広く周知

するため、平成 12 年度より「西宮洋菓子園遊会」に取り組んできた。今後更に西宮ブ
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ランドとしての知名度を高め、阪神間のみならず関西圏からの集客を図り、洋菓子業界

の発展並びに、地域経済の活性化を進め、西宮洋菓子のブランド力をより一層高めるた

めの事業を実施していく。 

西宮市の食分野における観光資源を「西宮ブランド」として広く内外に発信し、「食

のまち」である西宮市の都市型観光の推進、地域の活性化及び産業の振興を図ることを

目的に、洋菓子の体験・交流型事業として「西宮洋菓子園遊会」に取り組んできた。こ

れまでに 15 年連続で開催しているが、今後も発展させながら継続して取り組んでいく。

第 15 回イベント風景    洋菓子コース内容     参加パティシエ集合写真 

 

平成 27 年度の企画内容 

１．テーマ   『 お菓子な HYOGO selection 』 

２．開催日時  平成 27 年 10 月 20 日（火） 14:00～16:00 

３．会場    ノボテル甲子園２階 甲陽の間 

４．内容    ①秋の季節にふさわしいスイーツをコース形式で提供 

②焼き菓子のプレゼント（抽選） 

５．定員     ペア 100 組 200 人 

６．参加費    お一人 3,000 円 

７．参加店    生菓子＆焼き菓子出品 13 店、焼き菓子のみ出品 13 店 

８．主催    西宮洋菓子園遊会実行委員会 

（西宮商工会議所・西宮市・市内参加洋菓子店） 

 

３．西宮洋菓子研究会 

市内洋菓子店が、技術の向上、人材の育成、販売力強化等を学ぶことで、個店の競争

力強化と業界全体の活性化を目指すべく、平成 23 年 9 月に設立された。西宮商工会議

所としても事務局機能を担いながら支援していく。 

 

平成 27 年度親子ケーキ教室  同年兵庫県丹波地方視察  同年養鶏場視察 



４４ 
 

４．西宮和菓子ブランド発信事業 

 

平成 15 年度より、西宮商工会議所、西宮市、西宮市内の和菓子店で構成する実行委

員会を組織し、年間数回の会合を持ち、今後の西宮の和菓子ブランドの方向性を関係者

間で共有した上で、観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわいの創出等による地域

経済の活性化に資する事業展開を図っている。 

平成 26 年度は、西宮の和菓子の歴史や芸術性、技術力の高さを広くアピールするた

め、市内和菓子店の看板商品や店舗情報、和菓子の文化・歴史について記載した冊子を

10,000 部作成し、和菓子店、にしのみや観光案内所の店頭や、にしのみや市民祭り、西

宮酒ぐらルネサンスと食フェア等のイベントで配布を行い、西宮の和菓子のブランドイ

メージの向上に取り組んだ。 

平成 27 年度は、平成 26 年度に作成した市内和菓子店の看板商品等を掲載した冊子『銘

菓のしおり』が好評であったため、同冊子を増刷し、にしのみや観光案内所等の場所で

積極的に配布を行う。更に、平成 27 年度は市内で最も店舗数の多いスーパーである『コ

ープこうべ』等と連携し、上記冊子掲載店の商品を集めて販売する『にしのみや和菓子

フェア』を実施する。同フェアに向けては、新商品の開発も進める。これらを同時に実

施することで、情報発信力の強化を図り、西宮の和菓子の魅力を効果的にＰＲしていく。

また、平成 27 年度は西宮市でもプレミアム付商品券が発行されることから、同商品

券の使用期間は通常以上の消費が期待できるため、同商品券の使用期間を念頭に上記企

画を展開していく予定。 

そのほか、『西宮和菓子まつり（平成 15 年～平成 25 年実施）』において好評であった

『和菓子づくり体験教室』を公民館等で実施し、市民を中心に西宮の和菓子に親しんで

もらう機会の提供も行う。 

平成 26 年度銘菓のしおり  平成 27 年度和菓子体験教室 同にしのみや和菓子フェア

 

５．“西宮の日本酒”振興プロジェクト事業 

西宮日本酒振興連絡会（西宮酒造家十日会、酒造関係業者、西宮観光協会、西宮市）

は、西宮市の地場産品である日本酒による乾杯の習慣を広めることにより、酒文化を全

国に発信するとともに、「日本酒」のイメージ向上や販路拡大を図り、西宮の経済を活

性化することを目的に、平成 25 年 10 月 1 日に「西宮市清酒の普及の促進に関する条例」

が施行することに合わせ、平成 25 年 10 月から平成 26 年 3 月に「新しい、日本酒の風

景をつくろう。」をキャッチコピーに、「“西宮の日本酒”振興プロジェクト事業」を市

内各所で実施した。 
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平成 25 年度きき酒大会   各種日本酒と各種料理との相性比較 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

 
 

経営発達支援事業を遂行する上で、他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の

情報交換に関することは、非常に重要である。 

 他の商工会・商工会議所、中小企業支援機関、士業団体、専門家等と連携し、地域の

小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等に関して情報交換するなどし、新たな需要

の開拓を進める基盤の構築を図っていく。 

国、兵庫県、西宮市等の行政サイドから小規模事業者を支援するための委託事業や補

助事業を受け、経営発達支援事業を実施していく。 

他の商工会・商工会議所、中小企業支援機関及び専門家、金融機関等と連携し、市内

の小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等に関して情報交換するなどにより、小規

模事業者の新たな需要の開拓を進めていく。 

 

・中小企業支援機関 

  中小企業庁 兵庫県よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構、ひょうご産業活性化

センター、西宮市産業環境局産業部産業振興課・中小企業支援課・観光振興課、日

本政策金融公庫神戸東支店国民生活事業、兵庫県信用保証協会阪神事務所保証相談

二課、市内金融機関 
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・専門家団体 

  近畿税理士会西宮支部、兵庫県弁護士会阪神支部、兵庫県司法書士会阪神支部、 

兵庫県行政書士会阪神支部、兵庫県社会保険労務士会西宮支部、 

ＮＰＯ法人兵庫県技術士会、兵庫県中小企業診断士協会 

 

他の商工会・商工会議所、支援機関及び専門家等と連携し、各地域の小規模事業者や

需要の動向、支援ノウハウ等に関して情報交換するなどにより、新たな需要の開拓を進

める基盤の構築が図られるものは以下のとおり。 

 

（１）他の商工会・商工会議所情報交換について 

 日本商工会議所が主催する「全国研修会（支援力向上全国フォーラム）」などに積極

的に参加し、他所の先進事例を学ぶとともに、地域の小規模事業者の新たな需要の開拓

に役立つよう、自所の職員間で情報を共有している。関西商工会議所連合会や兵庫県商

工会議所連合会でも、同様の活動を行っている。 

 経営指導員等においても、他の商工会・商工会議所の職員と同席する会議や研修会が

多数あり、互いに情報交換を積極的に行い、自分の担当する小規模事業者の新たな需要

の開拓に役立つよう、その情報を活用している。 

尼崎・西宮・伊丹・宝塚の阪神間４商工会議所による連携事業においては、毎年幹事

商工会議所が主催し、事業を進めるために年に数回職員が集まり、地域の情報を交換し

ている。 

 

（２）中小企業支援機関及び専門家等との連携 

前述の中小企業支援機関・専門家団体とも地域の小規模事業者や需要の動向、支援ノ

ウハウ等に関して情報交換するなどにより、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図

っている。 

 毎年恒例となっているのは、日本政策金融公庫との勉強会・情報交換会で、経営指導

員等全員もしくは数名が参加している。そのうち１回は、支店管轄の他の商工会・商工

会議所の職員も参加することから、地域の情報を交換している。 

これ以外にも前述の中小企業支援機関・専門家団体・地域の金融機関とも年に数回、

勉強会・情報交換会を行っており、今後ともネットワークを強化しながら継続していく。
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

経営発達支援事業を遂行する上で、経営指導員等の資質向上等に関することは、非

常に重要である。 

 

（１）経営指導員等の支援能力の向上については、記帳指導・税務指導といった従来

の経営指導に必要な能力向上に加え、小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハ

ウの習得を見込んでいく。 

 

 後述する研修等により、経営指導員等が下記の項目の経営支援ができる力を身に着

け、地域の小規模事業者の利益が確保を目指す。 

＜現状の経営状況の改善＞ 

・経営戦略、経営ビジョン、コンセプト、ドメイン（事業領域）の明確化 

・マ－ケティング戦略の見直し 

・重点商品・サービスの見直し、商品・サービス構成（マーチャンダイジング）の再

設定 

・顧客層（ターゲット）の再設定や取引顧客の見直し、取引方法の見直し 

・売上計画の立案 

・資材や材料調達の内容や方法の見直し 

・生産管理やオペレーション（作業）の見直し 

・人員配置の見直し 

・財務分析 

・資金調達の見直し（調達先、借入本数、金利、調達方法） 

  ↓ 

・利益目標や利益管理の明確化 

 

＜中長期計画の立案＞ 

・商品・製品・サービス開発計画の立案 

・生産・技術開発計画の立案 

・資材・購買・外注計画の立案 

・設備投資・修繕計画の立案の立案 

・資金計画・資金調達計画の立案 

・人材確保・育成計画の立案 

・組織・人事戦略の見直し 

・人材確保・人材育成計画の見直し 

・社員に対するキャリア・ディベロップメント・プログラムの構築 

・IT・情報システムの見直し 

・環境経営システムの見直し 

など 

 

・西宮商工会議所には、国家資格の有資格者が 5 名在籍している。その内訳は次のと

おりである。 
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 経済産業大臣登録・中小企業診断士 4 名 

 金融庁長官登録・公認会計士 1 名 

・これらの職員は、前記の小規模事業者の経営課題にほぼ単独で対応できることから、

小規模事業者の利益確保に貢献できる。今後は、これらの職員を中心に、職員全体・

組織全体の資質向上を目指していく。 

 

（２）階層ごとの役割と能力、意識、行動 

 

職務遂行に当たり必要な能力は共通しているが、階層によって果たす役割が違い、

その役割によって重視される能力、行動の比重は変わってくる。ここでは、階層ごと

の主な役割と、重要とされる能力などを示す。 

 

階 

 

層 

主 な 役 割 重要とされる 

能力、意識、行動 

その他共 

通して重 

要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

管 

 

理 

 

職 

 

層 

○経営意識を持ち、商工会議所全般の視

野及び総合的・中長期的視点に立ち、所

管部署の方針決定、事業判断及び事業形

成を行う。 

○商工会議所の方針・政策を踏まえた目

標を設定し、具体的事業形成及び事業実

施判断を行う。 

○所管部署・部下職員に上記の内容を浸

透させる。 

○所管部署の危機管理の責任者として、

危機管理体制を整備し、危機発生時の対

応を意識する。 

○円滑に事業を実行できるよう、所管を

超えた調整を行う。 

○所管部署の状況を把握し、リーダーシ

ップを発揮し、職場内のコミュニケーシ

ョンの推進など、風通しの良い職場づく

りに先頭に立って取り組む。 

○目標達成や課題解決に向け、リーダー

シップを発揮し、職員の力を引き出し、

的確に事務事業を推進する。 

○ＰＤＣＡ を実行し、事務事業の改善、

効率化、コスト減を進める。 

○職員の資質・能力を適正に把握・評価

し、人材育成を行う。 

○影響力、リーダーシップ 

○判断力、決断力 

○事業形成力、企画力 

○課題発見力  

○計画力 

○広い視野 

○指導力、育成力 

○人的マネジメント力 

○コスト意識、経営意識 

○折衝・交渉力 

○調整力 

○
倫
理
感
、
規
律
性
○
事
業
者
目
線
○
接
遇
・
応
対
力
○
主
体
性
・
実
行
力
○
責
任
感

○
危
機
管
理
意
識
○
情
報
伝
達
力
○
健
康
管
理
力
・
ス
ト
レ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
力 
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監 

 

督 

 

職 

 

層 

○所管事務事業を推進するため、チーム

等の役割を明確に示し、部下職員に的確

な指示・指導を行う。 

○部下職員から信頼される行動を取り、

コミュニケーションを図りながら人材の

育成を行う。 

○上司とともに風通しの良い職場づくり

に率先して取り組む。 

○所管事務事業のＰＤＣＡ を実行し、改

善、効率化、コスト減を進める。 

○上司を補佐し、情報収集と分析を行い、

課の課題解決に向け積極的に取り組む。

○事務事業が円滑に進むように、進んで

他の部署との連絡・調整にあたる。 

○担当職務に関する豊富な知識や技術を

持つ。 

○危機管理体制を理解し、危機発生時の

対応を意識する。 

○影響力、リーダーシップ 

○判断力、決断力 

○課題発見力  

○計画力 

○情報収集・活用力 

○指導力、育成力 

○人的マネジメント力 

○コスト意識、経営意識 

○傾聴力  

○折衝・交渉力 

○協調性  

○柔軟性 

○調整力 

○
倫
理
感
・
規
律
性
○
市
民
目
線
○
接
遇
・
応
対
力
○
主
体
性
・
実
行
力
○
責
任
感
○
危
機
管
理
意
識
○
情
報
伝
達
力 

○
健
康
管
理
力
・
ス
ト
レ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
力 

 

 

 

 

 

 

一 

 

般 

 

職 

 

層 

○良質な事業者向けサービスの提供に向

けて、商工会議所の幅広い業務について

理解し、必要時には機敏に連携する。 

○実務専門力や調整力を発揮し、担当職

務を的確に推進する。 

○担当職務を正確、迅速に遂行する。 

○失敗を恐れず様々な職務に挑戦し、積

極的に行動する。 

○課題解決に向けて、上司・先輩・同僚

と相談しながら積極的に取り組む。 

○上司・先輩・同僚と進んでコミュニケ

ーションを築き、報告・連絡・相談を適

宜行う。 

○中堅職員はコミュニケーションを図り

ながら後輩を指導・育成する。 

○商工会議所職員として求められる倫理

や規律、心構え、知識を理解し、市内事

業者から信頼される職員のあり方を自覚

する。 

 

 

○実務専門力  

○計画力 

○情報収集・活用力 

○自学力 

○傾聴力  

○説明力 

○折衝・交渉力 

○協調性  

○柔軟性 

○状況把握力 

○調整力 

○正確性、迅速性 
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（３）職員研修の種類・内容 

 

  
 
基本研修 

 入所時の新人研修 

  基礎編と実務編 

 
 
指定研修 

 新人社員研修 

    

   

職
員
研
修 

 
   

  

選択研修 

 兵庫県商工会議所連合会 

  小規模事業者支援研修 

  人材育成事業 

  職員研修 

  県外視察研修 

 日本商工会議所各種研修 

 関西商工会議所連合会各種研修

 中小企業基盤整備機構各種研修

 
    
 

  
派遣研修 

  中小企業大学校  

  基礎研修Ⅰ、Ⅱ 

  専門研修 

 

  

  
 

  

 
 

 

職場研修 

 毎月課内会議を実施 

 毎月「所内勉強会」を開催 

 ＯＪＴにより伴走型の支援能力 

の向上 

 個人としての中期の目標設定 

 研修計画 

 

  

 
 

 

 

  

  

  自主研修 

   

 資格取得 

大学院修学     
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（４）主な研修・ＯＪＴ等 

 

①日本商工会議所、関西商工会議所連合会、中小企業基盤整備機構が主催する研修に

参加する。 

 

②兵庫県商工会議所連合会が主催する経営指導員等向け小規模事業者支援研修、人材

育成事業、職員研修、県外視察研修等に参加する。 

 

③新たに経営指導員等に登用された者については、中小企業大学校の主催する基礎研

修Ⅰ（４週間）及び基礎研修Ⅱ（４週間）に参加するほか、専門研修（3 日間）に

参加することで、売上げや利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。

 

④キャリア・デベロップメント・プログラムに基づき、個人としての中期の目標設定

を行っている。経営指導力のスキルアップについては、個人別に研修分野の設定を

行った上で、研修を行っていく。研修計画表は次ページのとおり。 

 

⑤外部機関との勉強会 

日本政策金融公庫、兵庫県信用保証協会、市内金融機関、士業団体等と随時勉強会・

情報交換会を実施しているが、今後も継続していく。 

 

（５）経営指導員等が習得した支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等

を組織内で共有する体制の構築について 

 

①「所内勉強会」を月に 1 回開催し、各自が持っている知識・技術の共有を図り、成

果の上がった経営支援事例のノウハウを共有する。 

 

②若手経営指導員等については、巡回指導、窓口相談、特別専門相談、専門家派遣等

において、ベテラン経営指導員等同席のもとで小規模事業者を支援すること等を通

じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力

の向上を図る。 

 

③毎月課内会議を実施し、下記の項目について各自が、前月活動報告と今月活動目標

 を発表し、活動内容の共有化を図る。 

  １、巡回件数、２、重点支援先（事業所、支援内容、目標）、３、重点訪問先（未 

訪問先）、４、新規会員獲得状況、５、地区会員数推移状況、６、一般事業の進捗状

況、７、共済推進状況、８、全体取り組み事項 
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（６）職員中期研修計画 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

経営発達支援計画の取り組みを進めるにあたっては、関連する諸機関・団体が適切に

連携・役割分担しながら、事業者による主体的な活動を支援していくことが必要である。

そのため、西宮商工会議所と国・県・市等の関係機関が十分に連携をとりながら、本計

画に示された施策・事業を着実かつ効率的・効果的に実行していくとともに、社会環境

や企業ニーズの変化等に対応しながら、適宜、改善・見直しを図っていく必要がある。

 

（１） 本計画の施策・事業を、着実かつ、効率的・効果的に推進していくため、Plan

（計画立案）→Do（執行）→Check（進捗評価・成果検証）→Action（改善・見直し）

からなるＰＤＣＡマネジメントサイクルを実践する。施策・事業の進捗状況や成果等を

評価・検証しながら、必要に応じて、随時、改善・見直しを図る。 

（２）本計画の進捗管理や成果の検証に加え、関連する諸機関・団体が連携しながら施

策・事業の検討・実現化等を推進するため、県・市や関係団体等の外部有識者が参画・

連携するための協議の場を設置するとともに、今後、本計画をコーディネートする仕組

みづくりについて検討する。 

 

（３）市内の資源だけでは解決が難しく、市外を含めた広域的な取り組みが効果的であ

る。課題については、必要に応じて県や周辺市、あるいは市外の企業や大学・研究機関

とも連携しながら、施策・事業の立案や実施を推進する。 

 

・毎年度末に、次年度の「経営発達支援事業計画」を作成し、西宮商工会議所・企業力

強化委員会に諮った上で、西宮商工会議所議員総会で承認を受ける。 

 

・年度終了後、前年度の「経営発達支援事業」については、西宮商工会議所・企業力強

化委員会に報告した上で、事業の評価・見直しを実施する。これを受けて、西宮商工会

議所議員総会で報告を行う。 

 

・次年度の「経営発達支援事業計画」及び前年度の「経営発達支援事業報告」について

は、西宮商工会議所の月報誌「レポルト」に掲載するほか、西宮商工会議所のホームペ

ージでも公表する。このことにより、地域の小規模事業者に広く周知を行う。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 27 年 9 月現在）

（１） 組織体制 

① 全体組織 
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会員数は、平成 27 年 8 月 31 日現在、2,736 である。 

 

全職員数は、22 名であり、内訳は下記のとおりである。 

  専務理事：1名 

  常務理事・事務局長：1名 

  中小企業相談所：15 名 

   うち経営指導員：12 名 

     補助員：3名 

  総務部：5名 

 

 

② 経営発達支援事業を実際に実施する組織 
 

経営発達支援事業を実際に実施する組織体制については、経営指導員 12 名と補助員 3

名を中小企業相談所に所属させ、経営支援課、地域振興課、業務推進課の 3課に配置し、

経営発達支援事業を主に担当する。また、中小企業相談所においては、地区担当制を敷

きそれぞれの地区の小規模事業者に対応する。 

なお総務部は、経営発達支援事業を実施するに当たり、スタッフ業務を担当する。 

 

 事務局の組織図は下記のとおり。 

 

 
 

  常務理事・事務局長：1名 

  中小企業相談所：15 名 

   うち経営指導員：12 名 

     補助員：3名 

  総務部：5名 
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（２）事務分掌 
 下記の事務分掌は、平成 27年度のものであるが、ここ数年小規模事業者に対する伴走型
支援ができるよう、また地域経済の活性化に資するよう、組織と担当の拡充を行ってきて

いる。今後は、経営発達支援計画を達成できるようさらに組織を強化していく。 
※下線部は、経営発達支援事業に関係の深いもの

①事務局                                
事務局長 
  

◇事務局の諸事業の統括 

１.組織強化運動 

２.役員議員選挙･選任 

３.建議・要望活動 

４.事業の企画・実施管理 

５.人事･労務・理財 

６.事務局諸事業の統括（会員サービス事業は実施管理） 

７.部会・委員会活動の統括 

 ［部会］ 

食品産業部会、工業部会、建設業部会、不動産業部会、小売業

部会、卸売業部会、専門サービス業部会、情報・生活サービス業

部会、金融保険業部会、交通運輸業部会 

 [委員会] 

 総務企画委員会、企業力強化委員会、地域力強化委員会、組織

力強化委員会、エコタウンづくり推進特別委員会 

８.重要文書・公印管理 

９.現金・預金の出納並びに管理、小口現金の管理 

10.事業計画・予算編成、決算報告、事業報告、監査の統括 

11.定款･諸規定の管理・改定 

12.役議員受賞・表彰、儀礼・慶弔、会員事業所等渉外 

13.県・市・関係諸団体との連携(諸会合参加、後援・協賛への協

力) 

事務局次長 
   

◇事務局長の補佐業務 

１.組織強化運動 

２.事業の企画・実施管理 

３.人事･労務 

４.専務理事・常務理事が命じる特命事項に関する件 

５.部会・委員会活動の総括 

 ［部会］ 

 食品産業部会、工業部会、建設業部会、不動産業部会、小売業

部会、卸売業部会、専門サービス業部会、情報・生活サービス業

部会、金融保険業部会、交通運輸業部会 

 [委員会] 

 総務企画委員会、企業力強化委員会、地域力強化委員会、組織

力強化委員会、エコタウンづくり推進特別委員会 

６.事業計画・予算編成、決算報告、事業報告、監査の総括 

７.役議員受賞・表彰、儀礼・慶弔、会員事業所等渉外 

８.人材育成方針・計画及び職員教育・研修に関する件 
 



５８ 
 

② 中小企業相談所 
 ◇中小企業相談所共通項目 

１.小規模企業の経営改善普及事業の巡回及び窓口指導に関する

業務 

２.経営・金融・税務・労働・経理相談等の指導に関する業務 

2-2.経営発達支援計画に関する業務 

◇中小企業相談所長 

   

 

◇中小企業相談所業務の統括  

３.会員増強推進(推進企画、入会管理) 

４.受賞・表彰等(西宮市優良事業所顕彰、県功労賞ほか) 

５.日商・公的機関等からのアンケート調査対応 

６.経営発達支援計画の総括 

７.西宮市産業振興審議会に関する件 

８.その他庶務に関すること（認定経営革新支援機関等） 

◇経営支援課 

課長(経営指導員) 

   

他に経営指導員３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（経営支援課長） 

◇企業力強化に関する業務の統括 

３.第 2次西宮市産業振興計画の事業連携 

４.知的資源の発掘及び．販路開拓（見西宮市出展・取引先紹介

等）の統括 

５.企業立地促進（三産業団地事務局会議） 

６.産学官民連携交流事業(技術～マッチング)  

７.学生ビジネスアイデアコンテストに関する件 

８.阪神南リーディングテクノロジー実用化支援事業 

９.事務管理システム企画・管理 

10.地域プラットホームに関する件 

11.阪神間四商工会議所交流事業 

12.建設業部会 

13.企業力強化委員会 

14.エコタウンづくり推進特別委員会 

 

（経営指導員） 

３.雇用対策事業 

  ・西宮地区雇用対策協議会(新入社員研修） 

  ・労働個別相談会 

４.「介護離職」を防ぐ事業[兵商連] 

５.快適な職場づくり事業［兵商連］ 

６.「阪神間おいしいセレクション」販売促進事業[兵商連]（副

担当） 

７.商工会議所青年部に関する業務 

８.情報・生活サービス業部会 

 

（経営指導員） 

３.西宮元気産業支援事業[市委託]  

４.技能継承と専門的技能人材の活用 

５.中小企業のためのＢＣＰ策定支援事業[市委託](副担当)  

６.中小企業経営者・後継者のための事業承継対策支援事業 
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[市委託](副担当) 

７.「阪神間おいしいセレクション」販売促進事業[兵商連] 

８.商工会議所青年部に関する業務（副担当） 

９.工業部会 

 

（経営指導員） 

３.地球温暖化対策推進によるエコタウンづくり 

  ・環境経営支援事業[市委託] 

４.中小企業のためのＢＣＰ策定支援事業[市委託]  

５.中小企業経営者・後継者のための事業承継対策支援事業[市委

託] 

６.国際交流事業の推進 

 ・西宮貿易協会 

 ・姉妹都市・友好都市との連携事業 

７.雇用対策事業（副担当） 

  ・西宮地区雇用対策協議会(新入社員研修） 

  ・労働個別相談会 

８.「介護離職」を防ぐ事業[兵商連](副担当) 

９.快適な職場づくり事業［兵商連］(副担当) 

10.食品産業部会 

 

◇地域振興課 

課長(経営指導員) 

  

他に経営指導員３名 

 

 

 

 

 

 

（地域振興課長） 

◇地域力強化に関する業務の統括 

３.商店街・地域商業活性化 

４.商市連による「市内小売業逸品活動事業」の支援 

５.「西宮の日本酒振興プロジェクト」事業及び関連事業 

６.異業種交流活性化支援事業（商業活性化研究事業）［兵商連］

（副担当） 

７.起業塾・起業家支援セミナー・経営者塾 [市委託]（副担当）

８.西宮酒ぐらルネサンスと食フェア[実行委員会] 

９.「酒のまち 西宮の日本酒振興イベント開催」事業[兵商連] 

10.西宮市商業近代化協会 

11.「西宮ビジネスイノベーションサポーターズネット」に関す

る件 

12.プレミアム付商品券に関する件 

13.地域力強化委員会 

 

（経営指導員） 

３.中小企業ＩＴ経営の普及・推進（副担当） 

 ・ＩＴ活用支援事業[市委託] 

・ザ・ビジネスモールの新規加入促進 

４.西宮ブランドインキュベーション事業[実行委員会]（和菓子）

５.西宮ブランドインキュベーション事業[実行委員会]（洋菓子）

６.西宮洋菓子研究会 

７.異業種交流活性化支援事業（西宮洋菓子ブランド開発等事業）
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［兵商連］ 

８.西宮酒ぐらルネサンスと食フェア[実行委員会]（副担当） 

９.コミュニティ・ツーリズム（観光振興）の推進 

 ・さくら祭り 他 

10.会議所事業の情報発信力の強化 （副担当）  

 ・会議所所報編集・日商ＬＯＢＯ調査 

 ・所報(新入会員紹介、行事予定、広告料請求) 

11.会議所 HP の企画・保守、フェイスブック 

12.卸売業部会 

 

（経営指導員） 

３.中小企業ＩＴ経営の普及・推進 

 ・ＩＴ活用支援事業[市委託]  

４.西宮酒ぐらルネサンスと食フェア[実行委員会]（副担当） 

５.西宮ブランドインキュベーション事業[実行委員会]（洋菓子）

（副担当）                   

６.西宮洋菓子研究会（副担当） 

７.異業種交流活性化支援事業（西宮洋菓子ブランド開発等事業）

［兵商連］ 

 （副担当） 

８.中小企業とクリエーターを繋ぐ「西宮クリエーターマッチン

グ」事業[兵

商連] 

９.バルに関する件 

10.交通運輸業部会 

 

（経営指導員） 

３.起業塾・起業家支援セミナー・経営者塾 [市委託]  

４.会議所事業の情報発信力の強化  

 ・会議所所報編集・日商ＬＯＢＯ調査 

 ・所報(新入会員紹介、行事予定、広告料請求) 

５.大学と地域との連携事業 

６.商市連による「市内小売業逸品活動事業」の支援（担当） 

７.異業種交流活性化支援事業（商業活性化研究事業）［兵商連］

（担当） 

８.中小企業とクリエーターを繋ぐ「西宮クリエーターマッチン

グ」事業[兵商連](副担当)

９.西宮酒ぐらルネサンスと食フェア[実行委員会]（副担当） 

10.会議所 HP の企画・保守、フェイスブック（副担当） 

11.小売業部会 
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◇業務推進課 

課長(経営指導員) 

 

他に経営指導員２名 

 

補助員３名 

 

 

 

 

（業務推進課長） 

◇組織力強化に関する業務の統括 

３.各種共済推進、会員サービス推進 統括 

４.会館運営(会館利用、窓口対応マネジメント、環境整備)統括 

５.会員増強の推進 

  ・推進企画 

６.検定業務の推進 

７.小規模経営改善資金融資 

８.国・県等補助金制度関係業務（周知等） 

９.商工会議所女性会に関する業務（副担当） 

10.組織力強化委員会 

11.金融保険業部会・金融機関対応 

 

（経営指導員） 

３.会員増強の推進 ・入会管理 

４.各種共済制度の加入管理 

５.小規模事業施策普及 

６.消費税転嫁対策窓口相談等事業 

７.記帳継続指導、講習会・セミナー   

８.相談所事業費補助金事務 

９.経営技術・経営革新支援事業[市委託] 

10.特別専門相談 

11.専門家団体 

12.新入会員交流会 

13.確定申告相談  

14.不動産業部会 

 

（経営指導員） 

３.雇用委託訓練、ＩＴセミナー室運営 

４.緊急経済雇用対策 

 ・中小・小規模事業者の金融対策・資金繰り安定化支援(緊急

融資相談) 

５.商工会議所女性会に関する業務  

６.金融合同説明会に関する件 

７.専門サービス業部会 

 

（補助員） 

３.環境社会検定、販売士、福祉住環境検定、カラーコーディネ

ーター、ビジネス実務法務、ＤＣプランナー(問合せ対応)、ビジ

ネスマネージャー検定 

４.容器包装リサイクル、汚染負荷量賦課金申請 

５.貿易証明(発給チェック) 

６.会館利用管理（副担当） 
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（補助員） 

３.各種共済制度事務 

  ・生命共済・総合保険、特定退職金共済、火災共済、自動車

共済 

  ・小規模企業共済、倒産防止共済 

４.各種保険事務 

  ・がん保険、個人情報漏えい賠償責任保険、ＰＬ保険、 

休業補償プラン 

５.会館利用管理 

６.珠算検定及び西宮珠算振興会 

 

（補助員） 

３.簿記、国際会計、日商ＰＣ 

４.各種共済制度事務（副担当） 

  ・生命共済・総合保険、特定退職金共済、火災共済、自動車

共済 

   小規模企業共済（高見補助員）、倒産防止共済 

５.各種保険事務（副担当） 

  ・がん保険、個人情報漏えい賠償責任保険、 

  ・ＰＬ保険、休業補償プラン 

６.ビデオ貸出し、健康診断利用券発行・精算、得々チケット発

行、 

  町名の話販売、ＪＡＮコード、電子認証サービス 

７.検定補助(検定事前・事後処理) 

８.貿易証明(発給チェック) 

９.会館利用管理（副担当） 

10.車両管理 

11.所長の管理業務補佐 
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③ 総務部 
総務部長 

 

１.事務管理システム企画・管理 

２.予算編成、決算報告、監査 

３.定款･諸規定の管理・改定 

４.役員議員選挙･選任 

５.役員･議員の履歴等の管理 

６.人事・労務 

７.地域経済活性化支援費補助金・相談所会計 

８.市補助金(一般)交付申請 

９.会費請求・特商負担金請求等 

10.コンプライアンスの徹底、情報セキュリティ対策の徹底 

11.ＢＣＰ計画及び災害保管物資の管理 

12.西宮市商業近代化協会の資産運用に関する件 

13.総務企画委員会 

14.会員増強等基盤強化、特命事項 

 

総務チーム 

 チームリーダー 

   

 

１.正副会頭会議、常議員会、議員総会 

２.会議所日程管理並びに連絡等に関すること(友好都市を含

む。) 

３.受賞･表彰等に関すること（日商及び日商に関わる西宮商工会

議所顕彰等） 

４.儀礼・慶弔、会員事業所等渉外 

５.施設・財産・物品等管理、契約(賃貸借、保険、リース、工事)

６.商工名鑑の刊行、事業所の管理(入退会変更管理)（副担当）

７.貿易証明(更新・請求・統計・発給チェック)  

８.賀詞交歓会(副担当)   

９.事業計画書・事業報告書冊子の作成  

10.議員クラブ  

11.市民に開かれた会議所事業  

・青少年の音楽・芸術・スポーツ振興事業支援 

・パソコン教室、市民向け講演会等 

12.建議、要望活動(事務手続き) 

13.会員増強等基盤強化、特命事項 

 

主事 

 

  

１.西宮興親会、西宮更生保護協会、日本商工連盟  

２.職員の健康診断、名札･身分証の発行管理 

３.郵便物等書簡の管理、受信文書管理 

４.文書管理(所内ファイリング) 

５.事業所の管理(入退会変更管理) 

６.貿易証明 

・発給チェック 

・更新・請求・統計（副担当） 

７.賀詞交歓会 

８.備品･消耗品及び受領物品の管理  

９.会員証明発行  
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10.出勤簿等の管理 

11.一斉同報ＦＡＸ、郵便切手の管理 

12.庶務関係 

13.来客への湯茶応対 

14.会員増強等基盤強化、特命事項 

 

◇会計・庶務チーム 

 チームリーダー 

   

 

１.予算管理、決算、内部監査 

２.決算等に関わる税務  

３.有価証券等財産管理  

４.現金・預金の出納並びに管理、小口現金の管理 

５.会計伝票の入力、総合振込み 

６.一般・特別会計(資金繰り作成) 

７.事務受託団体決算監査  

８.労働保険事務組合推進 (副担当） 

９.庶務関係 

10.会員増強等基盤強化、特命事項 

 

主事 

 

  

１.給与・税務に関すること  

２.労働保険事務組合推進 

３.職員の異動・採用・退職等に関する届出関係(社会保険、福祉

共済)   

４.貿易証明(発給チェック) 

５.会計伝票の入力、総合振込み(副担当)  

６.加入団体等の会費・分担金・公課等の予算・支払い管理 

７.一般・特別会計以外の通帳管理及び現金の入出金・振り込み

事務 

８.庶務関係 

９.来客への湯茶応対(副担当) 

10.会員増強等基盤強化、特命事項 
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（平成 27 年 9 月現在）

 

（４）連絡先 

 連絡先については、西宮商工会議所の会員・非会員を問わず、西宮市内の小規模事業

者に対し、広く印刷物等を配布しており、その中に部署等の連絡先を示している。また、

相対した小規模事業者に対しては、名刺を渡すことで、誰に相談等を行えばよいかを明

確にしている。 

 西宮商工会議所の会員である小規模事業者に対しては、地区担当経営指導員等が部署

等を明確にした上で対応しており、非会員の小規模事業者からの連絡に対しては、その

小規模事業者の所在地を担当する経営指導員等が部署等を明確にした上で対応してい

る。 

 

住所  ：〒662-0854 兵庫県西宮市櫨塚町 2-20 

電話番号 ：0798-33-1131 

FAX 番号 ：0798-33-3288 

WEB サイト ：http://n-cci.or.jp/ 

代表 e-mail ：info@n-cci.or.jp 
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（別表３）

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

（単位　千円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

( 4月以降)

必要な資金の額 141,888 141,966 142,934 143,038 143,142

①中小企業相談所事業 107,757 107,835 108,803 108,907 109,011

経営改善普及事業費 8,158 8,160 8,240 8,248 8,256

経営指導員等人件費 95,227 95,300 96,180 96,276 96,372

旅費交通費 200 200 202 202 202

事務費 862 865 871 871 871

福利環境整備費 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310

②一般事業 34,131 34,131 34,131 34,131 34,131

地域振興開発費 995 995 995 995 995

産業振興支援事業費 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600

地域活力増進事業費 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220

洋菓子等支援事業費 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910

5,546 5,546 5,546 5,546 5,546

労働環境対策事業費 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

2,223 2,223 2,223 2,223 2,223

受託事業費 10,437 10,437 10,437 10,437 10,437

起業家支援 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386

起業塾 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967

環境経営等支援 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

元気産業経営等支援 1,474 1,474 1,474 1,474 1,474

ＩＴ活用支援 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470

経営技術等支援 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記入すること。

調達方法

県補助金 83,471 千円

市補助金 5,720 千円

市委託料 10,065 千円

上記以外では、会費収入、各種事業収入、中小企業基盤整備機構からの共済等の手数料

収入、各種事業からの収入で事業費を調達する。

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。

ひょうごまちおこし
支援事業費

異業種交流活性化
支援事業費
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

西宮酒ぐらルネサンスと食フェアは、西宮の清酒と食産業の発展、西宮ブランドの構

築、集客機能の強化、観光振興及び地域経済の活性化を図ることを目的に西宮商工会議

所、西宮市、西宮酒造家十日会、会議所会員企業などが連携して取り組んでいる。 

阪神淡路大震災後の平成 9年度に始まり、昨年度で 18 回目を迎えた。日本酒の仕込み

が始まる 10 月１日の「日本酒の日」にちなんで、毎年、10 月の第 1土曜日・日曜日の 2

日間開催されている。例年、2日間で 12～13 万人の人出があり、市内有数のイベントに

なっている。 

出店する酒造業者の中にも小規模事業者がいるほか、市内の飲食店や菓子店などの出

店者は大半が小規模事業者である。当日の売上獲得だけでなく、新規顧客の獲得にも大

いに貢献している事業である。 

連携者及びその役割 

西宮商工会議所：実行委員会の構成メンバーであり、事務局である。すべての面で主導

的役割を果たしている。 

西宮市：実行委員会の構成メンバーである。日本酒振興プロジェクトとの連携や西宮ま

ちたび博との連携において中心的役割を果たしている。 

西宮酒造家十日会：実行委員会の構成メンバーである。乾杯用の日本酒の協賛や当日の

運営など、物的・人的面で協力をしている。また、酒蔵地帯の産業・歴史・文化を周知

するために、サテライト会場である「白鹿クラシックス・酒ミュージアム」、「白鷹禄水

苑」、「日本盛酒蔵通り煉瓦館」、「大関甘辛の関寿庵」などを巡る無料のループバス「酒

文化巡り号」を運行し、これらのサテライト会場でも、趣向をこらしたイベントをそれ

ぞれ開催し、イベント当日は終日賑わっている。 

関西学院大学：若い世代にも日本酒の魅力、文化などを知ってもらおうと立ち上げた「日

本酒振興プロジェクト」によるブースを出店し、独自商品の「宮モヒート」の販売を行

うことで、若い世代への日本酒の振興と西宮ブランドのイメージアップも図った。 

武庫川女子大学：武庫川女子大学ダンス部の学生などが踊りながら近隣商店街などをめ

ぐる「新酒番船パレード」を実施している。 

ＮＰＯ法人コミュニティ事業支援ネット：実行委員会の事務、西宮酒ぐらルネサンスと

食フェアのイベント企画・運営の事務受託を行っている。 

※連携者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

西宮商工会議所：兵庫県西宮市櫨塚町 2-20、会頭 辰馬 章夫 

西宮市：兵庫県西宮市六湛寺町 10-3、市長 今村 岳司 

西宮酒造家十日会：兵庫県西宮市久保町 4-6、幹事社 辰馬本家酒造（株）代表取締役社

長 辰馬健仁、白鷹（株）代表取締役 澤田朗、大関（株）代表取締役社長 西川定良、

日本盛（株）代表取締役社長 森本直樹 

学校法人関西学院：兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155、理事長 宮原 明 

学校法人武庫川学院：兵庫県西宮市池開町 6-46、理事長 大河原 量 

ＮＰＯ法人コミュニティ事業支援ネット：兵庫県西宮市櫨塚町 2-20、理事長 東 朋子
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連携体制図等 

 

西宮酒ぐらルネサンスと食フェア実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：地域酒造業の販路拡大、地域経済活性化 

西宮市経済部 

◆日本酒振興プロジェクトとの連携 

◆西宮まちたび博との連携 

◆実行委員会への参加 

武庫川女子大学ダンス部 

◆「新酒番船パレード」への参加 

ＮＰＯ法人コミュニティ

事業支援ネット 

◆フェアの準備 

◆フェアの当日運営 

西宮商工会議所 

◆実行委員会の運営 

◆フェアの企画・運営 

◆出展者の募集 

関西学院大学 

◆日本酒振興プロジェクトに

よる「宮モヒート」の販売 

西宮酒造家十日会 

◆西宮市内の酒造会社 

◆サテライト会場の企画・運営 

◆実行委員会への参加 
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連携する内容 

西宮市の食分野における観光資源を「西宮ブランド」として広く内外に発信し、「食の

まち」である西宮市の都市型観光の推進、地域の活性化及び産業の振興を図ることを目

的に、「西宮洋菓子園遊会」に取り組んでいる。洋菓子の関係者が中心となり、西宮ブラ

ンドを業界全体で構築しようという気運と団結力が年々高まってきている。マスメディ

アの取り上げ効果もあり、阪神間での集客効果が高まっている。 

平成 12 年度に始まり、今年度で 16 回目を迎える。 

連携者及びその役割 

西宮商工会議所：実行委員会の構成メンバーであり、事務局である。すべての面で主導

的役割を果たしている。 

西宮洋菓子研究会（西宮市内洋菓子店等）：市内洋菓子店と製造業、広告業等の異業種が

連携し、西宮洋菓子ブランド開発やイベントの開催事業に取り組む。 

西宮市内の洋菓子店のブランドイメージを確立させるため、情報発信手法や新たな食材

に関しての勉強会、イースターイベントの企画、イベントにおける商品開発などを行う。

（参加グループメンバー：21 名） 

①事業企画の立案 

 ・イベント運営体制の構築 

 ・参加店の募集（当日参加店、焼菓子参加店） 

 ・提供内容の決定（コース企画を継続するか、他の形式にするかの決定） 

   ⇒コース内容の決定（皿数、メニュー、担当者、当日のオペレーションなど） 

 ・当日の演出（パティシエ代表挨拶、バックヤード中継、焼き菓子プレゼントなど）

②協賛依頼 

 ・協賛先の選定 

 ・協賛先への声掛け（協賛依頼） 

③広報 

 ・マスコミ記者への発表 

④応募・抽選 

 ・各店舗での応募ハガキ受付⇒当選者確定 

 ・店舗落選、事務局応募ハガキの抽選会（パティシエによる抽選） 

西宮市：実行委員会の構成メンバーである。西宮まちたび博との連携において中心的役

割を果たしている。 

 

※連携者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

西宮商工会議所：兵庫県西宮市櫨塚町 2-20、会頭 辰馬 章夫 

西宮洋菓子研究会：兵庫県西宮市櫨塚町 2-20、代表幹事 福原良樹、新田英資 

西宮市：兵庫県西宮市六湛寺町 10-3、市長 今村 岳司 
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連携体制図等 

西宮洋菓子園遊会実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：西宮洋菓子ブランドの発信 

西宮市経済部 

◆西宮洋菓子ブランド発信事業

としての事業費補助 

◆実行委員会への参加 

西宮商工会議所 

◆実行委員会の運営 

◆園遊会の企画・運営 

◆出展者の募集 

◆参加者の募集

西宮洋菓子研究会 

◆市内洋菓子店を中心に異業種での研究会 

◆情報発信手法や新たな食材に関しての勉強会 

◆イースターイベントの企画 

西宮市内洋菓子店 

◆当日の洋菓子コースの企画

◆イベントの告知 

◆参加者の募集 


