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０．ガイドラインの位置付けと主な変更点 

 

≪位置付け≫ 

 

このガイドラインは、経営発達支援計画の認定を受けようとする商工会又は商工会議

所及び関係市町村（特別区を含む）が、同計画を作成する際の拠り所とするため、記載す

る事項、留意する点、審査の着眼点などを整理したものです。 

 同計画の作成にあたっては、まずはこのガイドラインをよく読んだうえで、商工会又

は商工会議所及び関係市町村の実施体制や管轄地域の状況に則したものとしてください。 

 

 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」（平成 5年法律第 51

号、最終改正：令和元年法律第●号、以下「小規模事業者支援法」という。）について、

令和元年５月２９日の第 198回通常国会にて、改正法が成立したところです。 

 

 成立間もないですが、商工会又は商工会議所及び関係市町村における十分な検討時間

の確保と事務手続きの効率化等のため、改正法の施行前ですが「Ｖｅｒ７．０」を公表す

るものです。 

 

 なお、既に認定を受けた経営発達支援計画の実施期間中であっても、このガイドライ

ンに基づき、新たな経営発達支援計画を作成し、認定を受けることは可能です。仮に新た

な計画の認定を受けた場合でも、既に認定を受けた計画は効力を有します。 

  

他方、新たに認定を受けた計画に一元化したい等の場合には、既に認定を受けた計画

の実施期間の短縮に係る変更認定を受けていただくことで、既に認定を受けた計画を前

倒しで終了することも可能です。その場合、変更に係る手続きは、できるだけ簡略化する

予定です。 
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≪主な変更点≫ 

（１）市町村との連携 

これまでの経営発達支援計画は、商工会又は商工会議所が単独又は共同で作成する

仕組みでしたが、今後は、関係市町村と共同で計画を作成し申請することとなります。 

したがって、このガイドラインに基づく認定申請を行う場合には、すみやかに、関係

市町村と検討を開始いただく必要があります。 

 

（２）法定経営指導員の関与 

   経営発達支援計画の記載事項のうち、「実施体制」については、従来、経営発達支援

事業の実施に携わる体制を記載することとしていましたが、今後は、いわゆる「法定

経営指導員」が計画の作成から実施段階に至るまで、きちんと関与することが必須と

なります。 

 

  ◆「法定経営指導員」とは 

小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、効果的かつ適切な指導を行 

うために必要な知識及び経験を有する経営指導員をいいます。 

（詳細は経済産業省令で規定する予定） 

   

※「法定経営指導員」ではない経営指導員においても、従来どおり、「経営指導員」と

して経営発達支援事業を行ってください。 

 

（３）フォローアップ項目の記載事項の追加 

   経営発達支援計画の記載事項のうち、「事業計画策定後の実施支援（いわゆる「フォ

ローアップ」）」については、従来、フォローアップを行う「対象事業者数」及び「そ

の頻度」を目標として掲げることとしていましたが、今後は、それらに加え、支援し

た事業者の売上や利益率の増加等を目標に掲げていただきます。 

（Ｐ.２８、２９参照） 

 

（４）経営発達支援事業の実施状況報告 

   経営発達支援事業により支援した事業者の支援履歴、国等の施策の利用状況、売上

や利益率等の財務情報等について、クラウド型経営支援ツール等を活用して定期的に

国に報告（Ｐ．３参照）していただくことが必須となります。 

 

（５）「評価の固定」の廃止 

   第６回認定まで実施しておりました「評価の固定※」については、今後は、計画内

容や審査項目が変更となることなどから、第７回認定においては、同制度の適用はで

きません。 

   ※直前の認定申請で不認定となったものの、「○」と評価された審査項目であって、

次回の再申請時に、その記載内容を変更しない項目については、申請者の選択に

より、審査を行うことなく無条件で「○」とすることができる制度です。 
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≪報告すべき項目（以下のうち、当該支援によって入手可能なデータのみ）≫ 

 

（１）事業者基本情報 

○所在地（市町村レベル）、業種、資本金（法人のみ）、従業員数 

 

（２）事業者財務情報 

○売上高、売上総利益、経常利益（個人事業主は税引き前所得） 

 

（３）事業者に関する経営指導情報 

   ①計画策定支援情報 

経営計画（ローカルベンチマーク活用推奨）、経営力向上計画、経営革新計画、事業

承継計画、創業計画、働き方改革実行計画、都道府県あるいは市町村が定める小規模

事業者（又は中小企業者）を対象とした各種計画（各種計画の名称・内容が変更され

た際は、変更後の同趣旨の計画を含む） 

②補助金申請支援情報 

小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、Ｉ

Ｔ導入補助金、事業承継補助金、創業補助金、都道府県あるいは市町村による小規模

事業者（又は中小企業者）を対象とした補助金（各種補助金の名称・内容が変更され

た際は、変更後の同趣旨の補助金を含む） 

③資金調達支援情報 

マル経融資、都道府県・市町村による小規模事業者（又は中小企業者）を対象とした

金融制度（各種金融制度の名称・内容が変更さた際は、変更後の同趣旨の金融制度を

含む）、制度融資以外の民間金融機関融資、直接金融（出資、クラウドファンディン

グ等） 

④その他施策支援情報 

セミナー参加、展示会出展、専門家派遣 

※セミナー、専門家派遣は内容（ＩＴ、経営革新 等）まで報告 

※展示会（ＢtoＢ）兼商談会、展示会（ＢtoＣ）兼即売会、行事その他で分類 

⑤経営指導件数 

上記①～④の経営支援・経営分析件数、フォローアップ件数（のべ件数） 

 

上記（２）及び（３）の情報は、（１）の事業者基本情報と紐ついた形式での情報 
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 １．経営発達支援事業の概要 

 

（１）経緯 

    地域の経済や雇用を支える小規模事業者は、人口減少、経営者の高齢

化等の我が国経済社会の構造変化により、需要の低下、売上の減少など

厳しい経営環境に直面しております。 

そのような経営環境において、小規模事業者が持続的に事業を発展さ

せるためには、国内外の需要の動向や自らの強み等を分析し、新たな需

要を獲得するために事業を再構築することが必要です。 

これらを踏まえ、平成２６年６月に「商工会及び商工会議所による小

規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律」（平成 26 年法律

第 95号）が成立し、同年９月２６日に施行されたところです。 

具体的には、商工会又は商工会議所がこれまで行ってきた経営改善普

及事業の中に、小規模事業者の経営の発達に特に資するものとして「経

営発達支援事業」を新たに位置付けることで、小規模事業者の経営戦略

に踏み込んだ支援を実施することになりました。 

 

（２）小規模事業者支援法改正案の概要 

小規模事業者支援法については、令和元年５月２９日の第 198 回通常

国会にて、改正法が成立したところです。 

   改正法における具体的な変更点は、 

①商工会又は商工会議所は市町村と共同で計画を作成する 

②経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く 

③一定の知識を有する経営指導員が計画へ関与する 

といった内容が盛り込まれています。 
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（３）経営発達支援事業の内容 

    経営発達支援事業の内容は、改正前の小規模事業者支援法第５条第１

項各号の規定に基づき、「小規模事業者の経営の改善発達を支援するた

めの商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に

対する基本指針」（平成 26年経済産業省告示第 200号。以下「基本指針」

という。）第二 ３．において規定されています。 

    今回の小規模事業者支援法の改正に伴い、同基本指針も改正する予

定で、「経営発達支援事業の内容」に係る部分についても、以下のとおり

とする予定です。 

 

    経営発達支援事業は、主として以下の各項目に掲げる、商工会又は 

商工会議所が実施する事業であって、小規模事業者の技術の向上、 

新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に 

資するものとする。 

   （１）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 

   （２）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、当該事業計画に従って行う事業の実効性 

向上に必要な指導及び助言 

   （３）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 

種調査を活用した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分 

析及び提供 

   （４）小規模事業者が事業計画に従って行う需要の開拓に寄与するこ 

とを目的としたソーシャルメディアやプレスリリース等の広報手 

法、商談会や展示会等を用いたブランド形成・マーケティング、 

電子商取引等の活用手法の教授 
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２．小規模事業者支援法の改正後の支援イメージ 

 

【地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
記帳、税務、金融指導等 
各種制度等の情報収集・提供等 

商工会又は商工会議所 
関係市町村 

経営発達支援事業 

経営改善普及事業 

・ 小規模事業者の経営状況の

分析 

・ 需要を見据えた事業計画の

策定・実施に係る伴走型の指

導・助言 

・ 小規模事業者の提供する商

品、サービスの需要動向及び

地域の経済動向に関する情

報の収集、提供等 

・ 広報、商談会・展示会等の開

催又は参加、需要の開拓に

寄与する事業 

関係機関 
－地銀・信金・信組 

－他の支援機関 

－大学 

－農協 

－ＮＰＯ 

－大企業・中規模企業 

等 

連携 支援 

 経済産業大臣 

申 

請 

認 

定 

商工会又は商工会議所、 
関係市町村の 

経営発達支援計画を認定 

小規模事業者 

経営の発達 

潜在的な顧客層に向

けた商品の販売方法

の変更等、ビジネスモ

デルの再構築 

経営の改善 
記帳、税務、金融

指導等 

地域経済の活性化 

 

商工会・商工会議所は、ビ

ジネスプラン等に基づく経

営の推進、需要開拓に向

けた支援、新事業展開や

高付加価値化の支援等、

売上げや利益を確保し、

「経営の発達」に資する支

援を行うことが求められて

います （基本指針 第一） 

都道府県 意見 
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３．経営発達支援計画の申請手続き 

（１）手続きの流れとスケジュール 

   経営発達支援計画の認定申請を行う商工会又は商工会議所は、以下の

流れにより、申請手続きを行ってください。 

 

 
 

  

① まずはじめに、共同作成主体である関係市町村との調整を行う

必要があります。支援の方向性や支援事業者のイメージの共有な

ど、早い段階で関係市町村との協議を開始してください。 

↓ 

② 関係市町村の合意が得られたら、総会又は議員総会等における

議決など必要な手続きを経たうえで、主たる事務所の所在地を管

轄する経済産業局（沖縄県は沖縄総合事務局）に提出してくださ

い。 

【提出期間：１１/１～１１/８（予定）】 

↓ 

③ 申請された経営発達支援計画については、経済産業局等から所

在の都道府県に対し、意見照会を行います。 

  【１１月末～１２月末】 

↓ 

④ 外部専門家による書面審査を行います。 

  【１１月末～翌年２月上旬】 

↓ 

⑤ 書面審査結果を踏まえ、外部有識者で構成する審査会を開催

し、最終的な評価を行います。 

【翌年２月中旬】 

↓ 

⑥ 同審査会の評価を踏まえ、経済産業大臣が認定の可否を決定

し、その結果を申請者あて通知するとともに、認定計画は中小企

業庁のホームページ等で公表します。 

【翌年３月中】 
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（２）申請のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都道府県 

経済産業省（中小企業庁） 

共同申請 

審査会の 

開催 

審査会 

商工会 又は 商工会議所 

経済産業局等 

総会又は議員総会

等における議決 

認定の可否の 

決定を通知 

共同作成 

書面審査 

市町村 

意見照会 
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（３）申請時に必要な書類と提出方法 

 

 ○申請時に提出する【紙媒体】は、以下のとおりです。 

 

書 類 名 注意事項 部数 

①認定申請書（様式第１) 

別表１～４ 

（P.１６～P.５４） 

記名押印については、氏名を自

署する場合、押印省略可。 

 

 

 

 

 

 

正本１部 

副本１部 

 

②経営発達支援計画の概要 

 （P.５５） 

 

必ずＡ４用紙１枚とすること。 

 

 
  

 

添 

付 

書 

類 

③・事業報告書 

 ・貸借対照表 

 ・収支決算書 

 ・事業計画書 

いずれも直近のもの。 

 

④総会又は議員総会

その他これに準ず

るものの議事録の

写し 

該当部分を抜粋した抄本を提出

する場合は、原本証明が必要。 

※提出書類は、【クリップ留め】にして提出してください。 

（ホッチキス留めはしないようにお願いします。） 
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 ○申請時に提出する【電子媒体】は、以下のとおりです。 

 

電子媒体 ファイル形式 注意事項 

①認定申請書（様式第１） 

別表１～４ 

ワードファイル 

及び 

ＰＤＦファイル 

ワードファイルからＰＤＦ

ファイルに直接変換のこ

と。 

 

②経営発達支援計画の概要

（一枚紙） 

ワードファイル 

及び 

ＰＤＦファイル 

 

※電子媒体は、容量ができる限り小さくなるように作成してください。 

 ２ＭＢ程度。 

※電子媒体は、「ＤＶＤ－Ｒ」、「ＣＤ－Ｒ」等で提出してください。 

ＵＳＢでの提出は不可とします。 

 

【ファイルの名称】 

   ○認定申請書  ⇒【○○商工会 or ○○商工会議所】申請書 

   ○別表１～４  ⇒【○○商工会 or ○○商工会議所】別表１～４ 

   ○概要（一枚紙）⇒【○○商工会 or ○○商工会議所】計画概要 

   

※共同申請の場合は、代表となる商工会名又は商工会議所名 

   ○認定申請書   

⇒【○○商工会 or ○○商工会議所（共同）ほか○単会】申請書 

   ○別表１～４ 

  ⇒【○○商工会 or ○○商工会議所（共同）ほか○単会】別表１～４ 

   ○概要（一枚紙） 

⇒【○○商工会 or ○○商工会議所（共同）ほか○単会】計画概要 
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（４）申請書の提出先及び問合せ先 

   申請書の提出先は、商工会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を

管轄する経済産業局（沖縄県は沖縄総合事務局）です。 

  

提出先 住所 電話番号  管轄 
都道府県 

北海道経済産業局 
中小企業課 

〒060-0808 
札幌市北区北 8 条西 2 丁目   
札幌第１合同庁舎 011-709-3140 北海道 

東北経済産業局 
経営支援課 

〒980-8403 
仙台市青葉区本町 3-3-1  
仙台合同庁舎 B 棟 022-221-4806 

青森,岩手,秋田,宮城, 
山形,福島 

関東経済産業局 
経営支援課 

〒330-9715  
さいたま市中央区新都心 1-1 
さいたま新都心合同庁舎 1 号館 

048-600-0428 
茨城,栃木,群馬,埼玉, 
千葉,東京,神奈川, 
新潟, ,山梨,長野,静岡 

中部経済産業局 
中小企業課 

〒460-8510  
名古屋市中区三の丸 2-5-2 052-951-2748 

富山,石川,岐阜,愛知, 
三重, 

近畿経済産業局 
中小企業課 

〒540-8535  
大阪市中央区大手前 1-5-44 
大阪合同庁舎 1 号館 

06-6966-6023 
福井,滋賀,京都,大阪, 
兵庫,奈良,和歌山 

中国経済産業局 
中小企業課 

〒730-8531 
広島市中区上八丁堀 6-30  
広島合同庁舎 2 号館 082-224-5661 

鳥取,島根,岡山,広島, 
山口 

四国経済産業局 
中小企業課 

〒760-8512  
高松市サンポート 3-33  
高松サンポート合同庁舎 087-883-6423 徳島,香川,愛媛,高知 

九州経済産業局 
中小企業課  

〒812-8546 
福岡市博多区博多駅東 2-11-1 
福岡合同庁舎 

092-482-5449 
福岡,佐賀,長崎,熊本, 
大分,宮崎,鹿児島 

内閣府 
沖縄総合事務局 
中小企業課 

〒900-0006 
那覇市おもろまち 2-1-1  
那覇第２地方合同庁舎 2 号館 098-866-1755 沖縄 

中小企業庁 
小規模企業振興課 

〒100-8912  
東京都千代田区霞が関 1-3-1 03-3501-2036 － 
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４．経営発達支援計画作成の前提事項 

   計画の作成にあたっては、以下の点を踏まえてください。 

 

（１）経営発達支援事業は、小規模事業者の経営の発達に特に資するものと

して重点的に取り組む事業であり、会員・非会員の別を問わず、管内の

小規模事業者を広く対象としなければなりません。 

 

（２）事業ごとに設定する「目標値」は、管内の小規模事業者数、組織・人

員体制と比較して、明らかに過少値とならないよう、また、逆に過大値

とならないよう、十分検討した上で設定してください。 

なお、「基本指針」第四 ２．（３）に記載する「経営指導員一人当た

りで継続的に指導及び助言を行うことができる小規模事業者は二十社程

度と想定される（抄）」旨が一つの目安になろうかと思います。 

 

（３）「創業」支援については、市町村の総合振興計画等で重点事項として定

められている場合もあり、経営発達支援計画に盛り込んでいただくこと

は問題ありません。ただ、経営発達支援事業は、「小規模事業者の経営の

発達」を目的としていますので、あくまでも、既存の事業者支援を主眼

に置いたものとしてください。 

 

（４）小規模事業者や住民など読み手から見て、読みづらい計画、わかりづ

らい計画とならないよう、明瞭で簡潔な記載ぶりに心がけ、記載事項

に見出し（「Ⅰ．」「１．」「(1)」「①」等）を付けたり、適宜、図やグラ

フを用いるなど、工夫してください。 

 

（５）認定を受けた場合、計画の全文を公表しますので、そのことを前提に

作成してください。 
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５．認定における審査事項 

   経営発達支援計画の認定審査にあたっては、以下の１３事項（１．

２．・・・１３．）における、２３項目（①、②、・・・㉓）について審査

を行います。 

 

 経営発達支援事業の目標 （別表１） 

 

  １．目標 

   ①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て

いるか 

   ②地域の現状と課題を踏まえているか、また、目標の達成に向けてど

のような方針で事業を実施するのか 

 

 

 経営発達支援事業の内容及び実施期間 （別表１） 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

  ２．地域の経済動向調査 

   ③「目標」及び「情報収集・整理、分析を行う項目」は妥当か 

   ④「手段・手法」及び「成果の活用方法」は妥当か 

 

  ３．経営状況の分析 

   ⑤「目標」及び「分析を行う項目」は妥当か 

   ⑥「手段・手法」及び「成果の活用方法」は妥当か 
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  ４．事業計画策定支援 

   ⑦「支援に対する考え方」、「目標」は妥当か 

⑧「支援対象」、「手段・手法」は妥当か 

 

  ５．事業計画策定後の実施支援 

   ⑨「支援に対する考え方」、「目標」は妥当か 

⑩「支援内容」、「頻度」、「手段・手法」は妥当か 

 

  ６．需要動向調査 

   ⑪「目標」及び「調査等を行う項目」は妥当か 

   ⑫「手段・手法」及び「成果の活用方法」は妥当か 

 

  ７．新たな需要の開拓に寄与する事業 

   ⑬「支援に対する考え方」、「目標」、「支援対象」は妥当か 

   ⑭新たな需要の開拓に寄与する効果的な取組であると認められるか 

 

 Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 

  ８．地域経済活性化に資する取組 

   ⑮今後の地域の方向性を関係者間で共有した上で事業展開が図られる

ものであるか 

 

 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 

 

  ９．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 

   ⑯他の支援機関との支援ノウハウの交換により新たな需要の開拓を進

める仕組みとなっているか 
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  １０．経営指導員等の資質向上等 

   ⑰小規模事業者の利益の増加に資する支援ノウハウの習得が見込まれ

るか 

   ⑱経営指導員等が習得した支援ノウハウ等を組織内で共有する体制と

なっているか 

 

  １１．事業の成果、評価及び見直しの実施 

   ⑲毎年度、事業の評価・見直しを実施し公表する体制となっているか 

   ⑳外部有識者、法定経営指導員の活用による評価・見直しなど効果的

なＰＤＣＡサイクルが構築されているか 

 

 １２．事業の整合性・連動性 

   ㉑「１．」で設定した目標と、「２．」～「７．」の各事業とは整合性・

連動性があるか 

 

実施体制（別表２） 

 

  １３．実施体制 

㉒関係市町村を含めた事業の実施体制、法定経営指導員等を具体的に

記載しているか 

   ㉓小規模事業者が相談等を行うことができる連絡先を記載しているか 
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６．経営発達支援計画の記載上の留意点 

（１）様式第１ 
様式第３（第７条関係） 

 

経営発達支援計画に係る認定申請書 

 

令和○年○○月○○日  

 

経済産業大臣 殿 

○○県○○市○○町○丁目○番○号  

○○商工会、○○商工会議所 

会長、会頭 ○○ ○○  印 

 

○○県○○市○○町○丁目○番○号  

                                                       ○○商工会、○○商工会議所 

会長、会頭 ○○ ○○ 

 

○○県○○市○○町○丁目○番○号  

○○市（町・村）長 ○○ ○○ 印 

 

 

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第１項の規定に基づき、別紙の

計画について認定を受けたいので申請します。 

 

（備考） 

１ 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。 

２ 申請者名は、経営発達支援計画を共同して作成する全ての商工会又は商工会議所及び関係市町村の

住所、名称及び代表者の氏名を記載すること。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

   

※二以上の商工会又は商工会議所が 

共同で申請する場合 

【連絡先】 

 ○商工会、商工会議所名 部署名 担当者氏名 

  郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス 

○市町村名 部署名 担当者氏名 

  郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス 

 

※経済産業局等から連絡する際の連絡

先を記載のこと。（共同申請の場合は、

代表となる商工会等） 

【経営指導員】 

 氏名 ○○ ○○ 

  

※「小規模事業者支援法」第７条第５項 

 に規定する経営指導員の氏名を記載

のこと（複数記載可、後述の Q&A＿Q6

参照）。 
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（別表１） 

 

経営発達支援事業の目標 

 １．目標 

 

＜ポイント＞ 

○経営発達支援事業の目標（３～５年間）を設定するにあたっては、以下の２つの点を踏まえてく

ださい。 

 

○一つは、「地域の現状及び課題」を踏まえた上で、またもう一つは、１０年程度の小規模事業者に対

する「中長期的な振興のあり方」を俯瞰した上で、設定してください。 

 

○その上で、「目標の達成に向けた方針」を示してください。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載し

てください。（P.46～P.48 参照。） 

 

＜審査基準＞ 

■審査基準①（「目標」の適切性(1)） 

○設定された「目標」が、 

・「中長期的な振興のあり方」を踏まえたものであり明確なもの     ⇒【４点】 

・「中長期的な振興のあり方」を踏まえたものと認められるもの     ⇒【３点】 

・「中長期的な振興のあり方」を踏まえているか疑問があるもの     ⇒【２点】 

・「中長期的な振興のあり方」を踏まえていると認められないもの    ⇒【１点】 

・そもそも「中長期的な振興のあり方」が示されていないもの      ⇒【０点】 

 

■審査基準②（「目標」の適切性(2)） 

○設定された「目標」が、 

・「地域の現状及び課題」を踏まえたものであり、 

「目標の達成に向けた方針」が読み取れ、明確なもの       ⇒【４点】 

「目標の達成に向けた方針」が読み取れるが、明確さに欠けるもの ⇒【３点】 

一方「目標の達成に向けた方針」について記載がないもの     ⇒【２点】 

・「地域の現状及び課題」を踏まえたものと認められないもの        ⇒【１点】 

・そもそも「地域の現状及び課題」が示されていなもの         ⇒【０点】 

  

この項目では、中長期的な視野に立った、管内「小規模事業者の振興のあり方」と、経営発達

支援計画の各事業を実施することで達成すべき「目標」などについて記載します。 

いわば、本計画全体の目標になります。 
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【記載例】 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

①現状 

・立地（地図上の位置、面積など適宜、図説等を用いて）、人口（推移）、産業（業種別の景

況感、業種別の商工業者数（うち、小規模事業者数）の推移、特産品など）、交通 等 

・○○市総合計画の引用（商工・観光部分） 

②課題 

・地域や管内における産業別の状況、強み・弱み等を踏まえた課題 等 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

①10年程度の期間を見据えて 

②○○市総合計画との連動性・整合性 

③商工会又は商工会議所としての役割 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

上記（１）及び（２）を踏まえて記載のこと 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

上記（３）で設定した目標ごとに記載のこと 

 

 

  
-1- ※別表１～４には通しページ番号を付してください。 

＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○「現状」における各種データは、市町村全体のデータではなく、商工会又は商工会議所の

管轄区域内のデータとしてください。 

 

○「課題」は、単に日本社会が抱える構造的な問題（少子・高齢化、人口減少等）を概略的

にとらえたものではなく、当該地域としての現状を踏まえた上で記載してください。 

 

○「小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方」については、単に市町村の総合計画を

引用し、「それに沿って実施していく」といった安易なものではなく、商工会又は商工会議

所としてのビジョンとして記載してください。 

 

○「経営発達支援事業の目標」においてよく見られる不適切な例です。 

・「伴走型支援を通じて地域の小規模事業者の持続的発展を目指す」といったように、総論的

なものとなっている 

 ・商工会又は商工会議所としての組織目標となっている 
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経営発達支援事業の実施期間 

 

＜ポイント＞ 

 

 ○実施期間は、３年～５年の間で定めるとし、経営発達支援計画の始期と終期を日単位で記載して

ください。 

 

  ※「小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所

及び日本商工会議所に対する基本指針」（令和元年●月●日、経済産業省告示第●号）第四 

３．（２）参照（※現在、調整中です。） 

 

 ○計画の始期は、原則、令和２年４月１日としてください。 

   

  

ここでは、経営発達支援計画の実施期間を記載します。 
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【記載例】 

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（令和２年４月１日 ～ 令和７年３月３１日） 

 

 

 
 

（２）経営発達支援事業の内容 

 
 

  
-2- 

＜記載にあたり留意すべき点＞ 

 

○項目には見出し番号（「Ⅰ．」「１．」「(1)」、、、）を付す、項目と項目の間は一行あける、図表

を活用するなど、読み手が見やすくなるような工夫をしてください。 

 

 ○以下、審査項目ごとに【記載例】を参照してください。 
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

 ２．地域の経済動向調査に関すること 

＜ポイント＞ 

○地域経済動向の調査結果は、管内小規模事業者等に対し広く提供することがポイントですので、目

標には成果の活用（周知）方法と公表回数を設定してください。 

 

○いわゆる「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）は、この項目で求める有効な情報収集・分析が可

能ですので、積極的な活用をお薦めします。なお、自治体、金融機関、シンクタンク等が公表して

いる資料をもとに分析等を行うことでも結構です。 

 

○「目標」、「情報収集・整理、分析を行う項目」、「調査手段・手法」、「成果の活用方法」の４つにつ

いて記載してください。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載して

ください。（P.46～P.48参照。） 

 

＜審査基準＞ 

  ■審査基準①（「目標」・「情報収集・整理、分析を行う項目」の適切性） 

○「目標」が定量的に示されており、内容も妥当で、かつ「情報収集・整理、分析を行う項目」

も十分なもの                             ⇒【４点】 

○「目標」及び「情報収集等を行う項目」の双方とも、概ね妥当なもの    ⇒【３点】 

○「目標」及び「情報収集等を行う項目」のいずれか一方は妥当だが、もう一方が不十分なもの                                  

⇒【２点】 

○「目標」及び「情報収集等を行う項目」の双方とも、曖昧でわかりづらいもの⇒【１点】 

○「目標」が不明確で、「情報収集等を行う項目」も不十分なもの       ⇒【０点】 

 

■審査基準②（「手段・手法」・「成果の活用方法」の適切性） 

○目標達成が見込まれる「手段・手法」であり、 

・かつ「成果の活用方法」についての記載が明確で、妥当なもの       ⇒【４点】 

・かつ「成果の活用方法」についての記載が、概ね妥当なもの        ⇒【３点】 

・一方で「成果の活用方法」について不明確なもの            ⇒【２点】 

○目標達成が困難であると考えられる「手段・手法」であるもの 

・「成果の活用方法」の内容如何にかかわらず               ⇒【１点】 

○目標達成が不可能であると考えられる「手段・手法」であるもの 

    ・「成果の活用方法」の内容如何にかかわらず               ⇒【０点】 

この項目では、小規模事業者に対して的確な支援を行うため、地域の経済・消費動向等を把握

しておく必要があり、そのための情報収集・分析、成果の提供等について記載します。 
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【記載例】 
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

 ２．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状]これまで実施していない。等 

 [課題]これまで実施しているものの、ビッグデータ等を活用した専門的な分析が出来ていなか 

ったため、改善した上で実施する。等 

 

（２）事業内容 

  ①国が提供するビッグデータの活用 

    当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投

下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析シス

テム）を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、公表する。 

    【分析手法】・「地域経済循環マップ・生産分析」 →何で稼いでいるか等を分析 

          ・「まちづくりマップ・From-to分析」→人の動き等を分析 

          ・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

           ⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

  ②管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行う「小規

模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動向等につい

て、年４回調査・分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者 100社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業か

ら 20社ずつ） 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

【調査手法】調査票を郵送し返信用封筒で回収する 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う 

 

（３）成果の活用 

  ○情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。 

○経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。等 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①公表回数 － １回 １回 １回 １回 １回 

②公表回数 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
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＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○なぜそのような調査を行うのか、事業ごとに目的やねらいを簡潔に記載してください。 

 

○（３）成果の活用では、「会報への掲載」など、会員のみへの提供は不適切です。 
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３．経営状況の分析に関すること 

 

＜ポイント＞ 

 

○目標には「経営分析件数」を設定してください。 

 

○「目標」、「分析を行う項目」、「分析手段・手法」、「成果の活用方法」の４つについて記載してくだ

さい。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載して

ください。（P.46～P.48参照。） 

 

 

＜審査基準＞ 

■審査基準①（「目標」・「分析を行う項目」の適切性） 

○「目標」が定量的に示されており内容も妥当で、かつ「分析を行う項目」も十分なもの 

                                          ⇒【４点】 

○「目標」及び「分析を行う項目」の双方について、概ね妥当なもの   ⇒【３点】 

○「目標」及び「分析を行う項目」のいずれか一方は妥当だが、もう一方が不十分なもの 

                                  ⇒【２点】 

○「目標」及び「分析を行う項目」の双方とも、曖昧でわかりづらいもの ⇒【１点】 

○「目標」が不明確で、「分析を行う項目」も不十分なもの        ⇒【０点】 

 

■審査基準②（「手段・手法」・「成果の活用方法」の適切性） 

○目標達成が見込まれる「手段・手法」であり、 

・かつ「成果の活用方法」についての記載が明確で、妥当なもの    ⇒【４点】 

・かつ「成果の活用方法」についての記載が、概ね妥当なもの     ⇒【３点】 

・一方で「成果の活用方法」について不明確なもの          ⇒【２点】 

○目標達成が困難であると考えられる「手段・手法」であるもの 

・「成果の活用方法」の内容如何にかかわらず             ⇒【１点】 

○目標達成が不可能であると考えられる「手段・手法」であるもの 

・「成果の活用方法」の内容如何にかかわらず             ⇒【０点】 

  

この項目では、事業計画の策定に結び付け、策定後の実施支援（フォローアップ）を適切に実

施するため、事業者の財務状況、強み・弱みなど、当該事業者の状況をしっかりと把握する必要

があり、そのための分析、分析結果の提供等について記載します。 
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【記載例】 

 

 ３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状]これまで実施していない。等 

  [課題]これまで実施しているものの、高度・専門的な知識が不足しているため、外部専門家等

と連携するなど、改善した上で実施する。等 

 

（２）事業内容 

  ①経営分析を行う事業者の発掘のため、「経営分析セミナーの開催」や「巡回・窓口相談を介

した掘り起こし」などが代表例です。「セミナー開催」では、募集方法、開催回数、参加者

数等を記載してください。 

 

  ②経営分析の内容 

【対象者】セミナー参加者の中から、意欲的で販路拡大の可能性の高い１０社を選定 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を行う 

         ≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

≪SWOT 分析≫強み、弱み、脅威、機会 等 

【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の「経営計画つくるくん」

等のソフトを活用し、経営指導員が分析を行う。等 

 

（３）成果の活用 

  ○分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

○分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用す

る。等 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①開催件数 ２回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 

②分析件数 － ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 
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＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○目標には、「経営分析支援件数」ではなく、「経営分析件数」を設定してください。 
○「経営分析件数」の標準的な数値基準は設けませんが、管内小規模事業者数、経営指導員

の数などを勘案し、過度に高い数値とせず、逆に低すぎることのないようにしてくださ

い。なお、「法定経営指導員一人当たりで継続的に指導及び助言を実施することができる小

規模事業者は２０者程度（「基本指針」を改正し、記載予定）」との考え方も一つの目安と

なります。 
 ○分析を行う項目は、「財務分析」のみではなく、非財務分析（ＳＷＯＴ分析等）についても

必ず行ってください。 
○経営状況の分析結果は、当該事業者にフィードバックすればよく、ホームページ等で広く公

表することは適当ではありません。 
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４．事業計画策定支援に関すること 

 

＜ポイント＞ 

 

○目標には「事業計画策定件数」を設定してください。 

 

○「支援に対する考え方」、「目標」、「支援対象」、「手段・手法」の４つについて記載してください。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載して

ください。（P.46～P.48参照。） 

 

 

＜審査基準＞ 

■審査基準①（「支援に対する考え方」・「目標」の適切性） 

   ○「支援に対する考え方」、「目標」について、 

・いずれも明確で妥当なもの                      ⇒【４点】 

・いずれも概ね妥当なもの                       ⇒【３点】 

・いずれか一方は妥当だが、もう一方が不十分なもの           ⇒【２点】 

・いずれも曖昧でわかりづらいもの                   ⇒【１点】 

・いずれも記載がない若しくは不十分なもの               ⇒【０点】 

 

■審査基準②（「支援対象」・「手段・手法」の適切性） 

   ○「支援対象」、「手段・手法」について、 

・いずれも明確で妥当なもの                      ⇒【４点】 

・いずれも概ね妥当なもの                       ⇒【３点】 

・いずれか一方は妥当だが、もう一方が不十分なもの           ⇒【２点】 

・いずれも曖昧でわかりづらいもの                   ⇒【１点】 

・いずれも記載がない若しくは不十分なもの               ⇒【０点】 

 

  

この項目では、「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」結果を踏

まえ、需要を見据えた事業計画の策定を支援するため、支援に対する考え方、支援対象、手段・

手法等について記載します。 
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【記載例】 

 

 ４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状]これまで実施していない。等 

  [課題]これまで実施しているものの、事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していないた

め、セミナー開催方法を見直すなど、改善した上で実施する。等 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識

変化を促せる訳ではないため、「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫するなどによ

り、２．で経営分析を行った事業者の○割程度／年の事業計画策定を目指す。 

併せて、持続化補助金の申請を契機として経営計画の策定を目指す事業者の中から、実現可

能性の高いものを選定し、事業計画の策定につなげていく。等 

 

（３）事業内容 

  ①経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

（募集方法、回数、カリキュラム、参加者数等） 

 

  ②事業計画の策定 

   【支援対象】経営分析を行った事業者を対象とする 

【手段・手法】事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員が担当制で張り付き、外

部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく。等 

 

（４）目標 
 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画策定

件数 

－ １５件 １５件 １５件 １５件 １５件 
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＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○「事業計画」と「経営計画」とは異なります。経営発達支援計画では、「事業計画」の策定 

になります。（P.60 Ｑ19参照） 

 

○事業計画の策定にあたっては、経営状況の分析が前提（必須）ですので、原則として、 
「経営分析件数 ≧ 事業計画策定件数」となるはずです（ただし、事業計画策定件数に

創業者を含む場合は、この限りではありません）。 
 
 ○事業計画の策定にあたっては、「地域の経済動向調査」、「経営状況の分析」及び「需要動向

調査」を踏まえることが必要です。 
 
○目標には、「事業計画策定支援件数」ではなく「事業計画策定件数」を設定してください。 
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５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

＜ポイント＞ 

 

○目標には、フォローアップの「対象事業者数」、「頻度」に加え、当該対象事業者のうち「売上額等

の増加率等の目標達成者数」を設定してください。 

 

○「支援に対する考え方」、「目標」、「支援内容」、「手段・手法」の４つについて記載してください。 

 

○支援内容には、「事業計画と進捗状況とがズレている場合の対処方法」を記載してください。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載して

ください。（P.46～P.48参照。） 

 

 

＜審査基準＞ 

■審査基準①（「支援に対する考え方」・「目標」の適切性） 

○「対象事業者数」、「頻度」、「売上額等の増加率等」について、 

・いずれも妥当なもの                        ⇒【４点】 

・いずれも概ね妥当なもの                      ⇒【３点】 

・いずれも曖昧でわかりづらいもの                  ⇒【１点】 

・いずれも記載がないもの                      ⇒【０点】 

 

■審査基準②（「支援内容」・「頻度」・「手段・手法」の適切性） 

○「計画と進捗状況とがズレている場合の対処方法」が、 

・妥当なもの                            ⇒【４点】 

・概ね妥当なもの                          ⇒【３点】 

・曖昧でわかりづらいもの                      ⇒【１点】 

・そもそも記載がないもの                      ⇒【０点】 

  

この項目では、事業計画策定の後、策定した事業計画の進捗状況を確認するとともに、売上、

利益等の経営指標の推移を把握するために必要な支援（いわゆる、「フォローアップ」）を実施す

ること等ついて記載します。 
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【記載例】 

 

 ５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状]これまで実施していない。等 

  [課題]これまで実施しているものの、不定期であったり、そもそも訪問回数が少ないため、改

善した上で実施する。等 

 

（２）事業内容 

（例）事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪問回 

  数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支 

  障ない事業者とを見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。 

具体的には、事業計画策定１５社のうち、５社は毎月１回、５社は四半期に一度、他の５ 

   社については年２回とする。ただし、事業者からの申出等により、臨機応変に対応する。 

    なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合に

は、他地区等の経営指導員や外部専門家など第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要

因及び今後の対応方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 
（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

フォローアップ

対象事業者数 

－ １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

頻度（延数） － ９０回 ９０回 ９０回 ９０回 ９０回 

売上○％以上の 

増加事業者数 

－ ５社 ５社 ７社 ７社 １０社 

利益率○％以上

の増加事業者数 

― ５社 ５社 ７社 ７社 １０社 
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＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○事業計画を策定した事業者の全てを支援対象とする旨、必ず記載ください。そのため、 
目標値は、原則、「事業計画策定事業者数＝フォローアップ対象事業者数」となります。 

 
 ○事業内容に書かれているフォローアップの「頻度」と、「対象事業者数」、「延回数」との整

合性がとれるようにしてください。 
 

○「頻度」については、標準的な数値基準は設けませんが、経過が順調な事業者は頻度を落と

し、密に伴走が必要な事業者については頻度を上げるなど、事業者の進捗状況等に応じて幅

を持たせることでも結構です。なお、頻度を落とす場合には、必ずその理由を記載ください。 
 
○「事業内容」には、「計画と進捗状況とがズレている場合（計画実施が何らかの理由により

遅れている、停滞している等）の対処方法」を必ず記載してください。 
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６．需要動向調査に関すること 

 

＜ポイント＞ 

 

○目標には、需要動向調査を行う「対象事業者数」を設定してください。 

 

○「目標」、「情報収集、整理、分析を行う項目」、「調査分析手段・手法」、「成果の活用方法」の４つ

について記載してください。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載して

ください。（P.46～P.48参照。） 

 

＜審査基準＞ 

■審査基準①（「目標」・「調査等を行う項目」の適切性） 

○「目標」が定量的に示されており内容も妥当で、かつ「調査等を行う項目」も十分なもの 

                                   ⇒【４点】 

○「目標」及び「調査等を行う項目」の双方について、概ね妥当なもの   ⇒【３点】 

○「目標」及び「調査等を行う項目」のいずれか一方は妥当であるが、もう一方が不十分なもの 

                                   ⇒【２点】 

○「目標」及び「調査等を行う項目」の双方とも、曖昧でわかりづらいもの ⇒【１点】 

○「目標」が不明確で、「調査等を行う項目」も不十分なもの        ⇒【０点】 

 

■審査基準②（「手段・手法」・「成果の活用方法」の適切性） 

○目標達成が見込まれる「手段・手法」であり、 

・かつ「成果の活用方法」についての記載が明確で、妥当なもの     ⇒【４点】 

・かつ「成果の活用方法」についての記載が、概ね妥当なもの      ⇒【３点】 

・一方で「成果の活用方法」について不明確なもの           ⇒【２点】 

○目標達成が困難であると考えられる「手段・手法」であるもの 

・「成果の活用方法」の内容如何にかかわらず              ⇒【１点】 

○目標達成が不可能であると考えられる「手段・手法」であるもの 

・「成果の活用方法」の内容如何にかかわらず              ⇒【０点】 

  

この項目では、いわゆるマーケットインの考え方を浸透させるため、事業者の販売する商品

又は提供する役務の需要動向を把握する必要があることから、そのための調査項目、手段・手

法、成果の活用等について記載します。 
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【記載例】 

 

 ６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 
[現状]これまで実施していない。等 

[課題]これまで実施しているものの、調査項目が不足していたり、分析内容が不十分なため、

改善した上で実施する。等 
 
（２）事業内容 
  ①特産品を活用した新商品を開発するため、管内飲食店５店において、特産品の「さつまい

も」を活用した新たなスイーツを開発する。具体的には、「道の駅○○○」において、試食

及び来場者アンケートを実施し、調査結果を分析した上で当該５店にフィードバックするこ

とで、新商品開発に資する。また、当該調査の分析結果を事業計画に反映する。 
    【サンプル数】来場者５０人 
    【調査手段・手法】「道の駅○○○」の来場客が増加する５月、７月（計２回）に、来場

客に開発中のスイーツを店頭で試食してもらい、経営指導員等が聞き

取りのうえ、アンケート票へ記入する。 
    【分析手段・手法】調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聞きつ

つ、経営指導員が分析を行う。 
    【調査項目】①味、②甘さ、③硬さ、④色、⑤大きさ、⑥価格、⑦見た目、⑨パッケージ  
          等 
    【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員が当該飲食店に直接説明する形でフィードバ

ックし、更なる改良等を行う。 
 
  ②地元信用金庫が開催する「ビジネス商談会」や、中小企業基盤整備機構が主催する「中小企

業総合展」において、来場するバイヤーに対し、試食、アンケート調査を実施する。等 
    【サンプル数】などは、上記①参照 
    【調査項目】上記①に加え、取引条件等 
 
（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①調査対象事業

者数 

１社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

②調査対象事業

者数 

－ １０社 １０社 １５社 １５社 １５社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○当然のことながら、「２．経営状況の分析を行う事業者」及び「３．事業計画の策定を行う

事業者」と、需要動向調査を行う事業者とは連動性があるはずです。 
○需要動向調査の結果は、当該事業者にフィードバックすればよく、ホームページ等で広く

公表することは適当ではありません。 
○需要動向調査の実施にあたっては、どのような事業者（商品）を対象とするのか、ある程度

想定したうえで記載してください。 
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≪需要動向調査の考え方≫ 
 
【第５回認定までの考え方】 
 
○経営発達支援計画では、事業者の経営戦略に踏み込んだ伴走型の経営発達支援を求めているた

め、需要動向調査においては、当該事業者の商品等に対する需要動向の調査・分析・提供を求

めていました。 
 
○このため、例えば、以下のようなアンケート項目の場合、言わば「一般的な買物動向調査」の

域を出ず、特定商品等に対する需要動向調査とは言い難い、とのことで、経営発達支援計画の

事業としては、一律に「不適切」と解釈・運用してきました。 
 
  §調査項目：来場目的・手段、好きな食物、好みの味、あったらいいと思うお土産 等 

 
 
 
【第６回認定からの考え方】 
 
 ○上記のような、これまで「不適切」と運用されてきた調査であっても、今後は、地域ブランド

の形成や観光地の知名度等の向上につながる調査など、結果的に、事業者の商品等に対する需

要動向調査に資するものと認められる場合 には、経営発達支援計画の事業として差し支えない

こととします。 
 
  ≪具体例≫ 
   ・化粧ブラシの産地において、ex.訪問目的・手段、家族構成、購入手段、化粧ブラシに求め

ること（肌ざわり、色、形、大きさ等）など、地域ブランドの向上等のための調査を行

う。 ⇒結果的に、個々の事業者の商品の売上げ向上につながる 
 

・観光地において、ex.観光目的、きっかけ、来場手段、家族構成、宿泊、お土産品に求める

ものなど、観光地全体の知名度等の向上のための調査を行う。 
⇒結果的に、個々の事業者のお土産品の売上げや宿泊者数の向上につながる 

 
 ○なお、市区町村単位での「流動人口」、「消費の傾向」等の調査については、ＲＥＳＡＳ（地域

経済分析システム）で把握することができますので、「２．地域の経済動向調査」の項目で記

載してください。 
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７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

＜ポイント＞ 

 

○新たな需要の開拓に寄与する事業は、事業者の販路開拓を支援する項目です。 

そのため、目標は、「支援事業者数」を明確にした上で、例えば、ＢtoＣであれば「売上額」や「売

上増加率」を、また、ＢtoＢであれば「成約件数」や「新規取引先開拓数」等を設定してください。 

 なお、ＢtoＣを目的とした物産展等であっても、そこに来場するバイヤーを対象として「成約件数」

を目標に掲げていただいても結構ですので、その旨、明記してください。 

 

○「支援に対する考え方」、「目標」、「支援対象」の３つについて記載してください。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載して

ください。（P.46～P.48参照。） 

 

 

＜審査基準＞ 

■審査基準①（「支援に対する考え方」・「目標」・「支援対象」の適切性） 

○「支援に対する考え方」、「目標」、「支援対象」について、 

・いずれも明確なもの                        ⇒【４点】 

・いずれも概ね妥当なもの                      ⇒【３点】 

・いずれかが妥当であるが、一部が不十分なもの            ⇒【２点】 

・いずれも曖昧でわかりづらいもの                  ⇒【１点】 

・いずれも記載がない若しくは不十分なもの              ⇒【０点】 

 

■審査基準②（「事業」の有効性） 

○新たな需要の開拓に寄与する「事業」として、 

・非常に効果があると考えられるもの                 ⇒【４点】 

・それなりに効果があると考えられるもの               ⇒【３点】 

・効果があると考えられないもの                   ⇒【２点】 

・そもそも事業の実施が困難であると考えられるもの          ⇒【０点】 

 

  

この項目では、多様な顧客のニーズに合った商品・サービスを提供・発信する機会を増大させ

るため、商談会、展示会、即売会等の開催や出展支援、ネット販売などＩＴの活用等を通じた販

路開拓の支援について記載します。 
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【記載例】 

 

 ７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 
[現状]これまで実施していない。等 

[課題]これまで実施しているものの、展示会出展の事前・事後のフォローが不十分であったた

め、改善した上で実施する。等 
 
（２）事業内容 
  ①・・・展示会出展事業（ＢtoＣ） 
    商工会が「・・・展示会」において３ブースを借り上げ、事業計画を策定した事業者を優

先的に出展し、新たな需要の開拓を支援する。 
【参考】「・・・展示会」は、春と秋の年２回、二日間にわたり、県内外から延約 1,000 名

が来場する恒例イベントで、100 程度の展示ブースがある。 
 
  ②・・・商談会参加事業（ＢtoＢ） 
    ○○県主催の「・・・商談会」に、毎年、管内の主要業種たる建設業者３社と製造業者２

社の計５社を選定し参加させる。参加させるだけではなく、商談会でのプレゼンテーション

が効果的になるよう事前研修を行うとともに、事後には、名刺交換した商談相手へのアプロ

ーチ支援など、商談成立に向けた実効性のある支援を行う。 
 
（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①・・展示会 

出展事業者数 

２社 ６社 ６社 ６社 ６社 ６社 

売上額／社 － 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

②・・商談会 

参加事業者数 

１社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

成約件数／社 － １件 １件 ２件 ２件 ３件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○審査基準①にあるように、どのような考え方で事業を実施するのか、の記載が必要です。 
≪一例≫商工会が自前で展示会等を開催するのは困難なため、首都圏で開催される既存の

展示会への出展を目指す。出展にあたっては、経営指導員が事前・事後の出展支

援を行うとともに、出展期間中には、陳列、接客などきめ細かな伴走支援を行

う。等 
 
 ○誰のために事業を実施するのか、といった「支援対象」を明確に記載してください。 

≪一例≫○○の産地であるが、近年、後継者不足により当該事業者の廃業が増加している

という地域の実情と課題を踏まえ、計画期間中、○○業を重点支援する。 
    管内の意欲ある飲食店を中心に、ＥＣサイトへの掲載を推進する。等 

↓ 
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↓ 
○展示会へ参加することや開催すること自体が目的とならないよう、当該事業を行うこと

で、新たな販路開拓等に寄与することが期待できる事業内容としてください。 
 
○審査基準②にあるように、新たな需要の開拓に寄与する事業であるかを判断するため、展

示会等へ出展する場合には、①展示会等の具体的名称（想定でも可）、②展示会等の概要

（簡潔に）、③来場者数（実績 or 予定）、④出展者数（実績 or 予定）を記載してくださ

い。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 ８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

＜ポイント＞ 

 

○地域経済の活性化に資する取組は、いわゆる「基本指針」により記載が義務付けられている４つの

項目（P.5 参照）ではありませんが、小規模事業者の事業活動は地域の経済環境と密接な関連を有

することから、その記載を求めています。 

 

○事業実施にあたり、他の支援機関等関係者の間で今後の地域経済活性化の方向性を共有できる「仕

組み」が構築されているか（年１回以上、定期的に開催されているか）という点がポイントです。

この項目では、この点について記載してください。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載して

ください。（P.46～P.48参照。） 

 

 

＜審査基準＞ 

 

■審査基準（「取り組み」の有効性） 

○関係者間で意識の共有が図られる「仕組み」が構築されており、 

・取組内容もその方向性を踏まえていると認められるもの       ⇒【４点】 

・取組内容もその方向性を概ね踏まえていると認められるもの     ⇒【３点】 

・一方、取組内容がその方向性を踏まえていると言い難いもの     ⇒【２点】 

・一方、取組内容がその方向性を踏まえていないもの         ⇒【１点】 

○関係者間で意識の共有が図られる「仕組み」が構築されていないもの 

 又は読み取れないもの                       ⇒【０点】 

 

  

この項目では、小規模事業者の経営の改善発達は地域経済の活性化と不可分であること等に

鑑み、地域の総合的経済団体としての商工会又は商工会議所が行う、地域経済の活性化に資す

る幅広い活動について記載します。 
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【記載例】 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 ８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

  [現状] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

  [課題] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（２）事業内容 

  ①「○○市地域活性化協議会」の開催 

    観光客の誘致による観光産業の活性化、地域資源の活用による６次産業化など、○○市の

活性化等を協議するため、○○市役所、○○市観光協会、ＪＡ○○、○○信用金庫、○○鉄

道などの関係者が一同に参画する協議会を定期的に年３回開催する。 

    商工会は、協議会の事務局を担うとともに、「６次産業化部会」の中心的な役割を果たし

ていく。 

 

  ②○○ブランド確立のための認定事業 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

  ③魅力ある商店の育成の駅前商店街の賑わい創出事業 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

  ④若者の地元就職のためのＪ・Ｉ・Ｕターン事業 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。等 
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＜記載にあたり留意すべき点＞ 

 

○この項目では、「目標」を設定する必要はありません。 

 

○他の支援機関等関係者との間で、定期的な会合の開催等により今後の地域経済活性化の方

向性を共有できる具体的な「仕組み」が構築されているか否か、が審査の観点であり、取

組内容自体が地域経済の活性化に資するものかどうか、といった本質的な観点での検討は

必要ありません。 

 

○関係者については具体名を記載してください。 
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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 

 

 ９．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 

 

＜ポイント＞ 

 

○この項目は、いわゆる「基本指針」により記載が義務付けられている４つの項目（P.5 参照）では

ありませんが、他の支援機関等と不断の情報交換に努める必要があることから、その記載を求めて

います。 

 

○情報交換を行う「相手先」、「頻度」、「方法」の３つについて記載してください。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載して

ください。（P.46～P.48参照。） 

 

 

＜審査基準＞ 

■審査基準（「事業」の有効性） 

○情報交換を行う「相手先」が明示され、 

・その「頻度」や「方法」も明確で、効果が十分に期待されるもの    ⇒【４点】 

・効果がそれなりに期待されるもの                  ⇒【３点】 

○情報交換を行う「相手先」が曖昧だが、ある程度の効果が見込まれるもの ⇒【２点】 

○情報交換を行う「相手先」の具体的な記載がなく、 

・その「頻度」や「方法」も不明確なもの               ⇒【１点】 

・その「頻度」や「方法」の記載がないもの              ⇒【０点】 

 

  

この項目では、経営発達支援事業を効率的かつ円滑に実施するため、他の支援機関や専門家

等との間で、支援ノウハウ等の情報交換を行うこと等について記載します。 
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【記載例】 

 

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 

 

 ９．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 

 

（１）現状と課題 

  [現状] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

  [課題] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（２）事業内容 

  ①地域経済支援対策会議への出席（年４回） 

    ○○市、○○商工会議所、○○信用金庫、○○観光協会等の関係者が参画する「地域経済

支援対策会議」に出席し、○○市の最新の経済動向等を把握するとともに、参加者相互の支

援ノウハウの交換を行うことで、支援ノウハウの一層の向上に努める。 

    当会では、ＰＤＣＡ評価委員会において、事業計画の策定件数の増加と、そのための支援

能力の向上が指摘されているため、経営指導員を本会議に順番で参加させ、事業計画策定支

援ノウハウの向上のため、特に、○○信用金庫の職員との情報交換に主眼を置いている。 

 

  ②○○郡下４商工会定期連絡会の開催（年２回） 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

  ③○○県商工会連合会主催の県内商工会情報交換会への出席（年２回） 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

  ④○○県中小企業支援ネットワーク会議への出席（年１回） 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
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＜記載にあたり留意すべき点＞ 

 

○この項目では、「目標」を設定する必要はありません。 

 

 ○情報交換を行う「相手先」は、必ず具体名を記載してください。 

 

○「相手先」には、何らかの特定の機関が必ず含まれていなければならない、というものでは

ありません。 

 

○単に、情報交換を行う「相手先」を並べるだけではなく、なぜその機関と情報交換するのか、

どのような効果を狙っているのか、といった点まで記載してください。 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

＜ポイント＞ 

 ○この項目で言う「経営指導員」とは「法定経営指導員」も含めた広義の「経営指導員」です。 

 

○この項目は、いわゆる「基本指針」により記載が義務付けられている４つの項目（P.5 参照）では

ありませんが、経営指導員をはじめとする職員の支援能力の向上と、支援ノウハウの共有による組

織全体としての支援能力の向上を図る必要があることから、その記載を求めています。 

 

 ○「経営指導員のみならず、一般職員をも含めた支援能力の向上に向けた取組」と、「個人に帰属しが

ちな支援ノウハウを組織内で共有する仕組み」の２つについて記載してください。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載して

ください。（P.46～P.48参照。） 

 

＜審査基準＞ 

 

■審査基準①（支援能力向上の「仕組み」の有効性） 

○経営指導員のみならず他の職員も含めた組織全体としての支援能力向上に向けた取組となっ

ており、効果が見込まれるもの                      ⇒【４点】 

○研修参加者を経営指導員に限定するなど、組織全体としての支援能力向上に向けた取組として

は不十分なもの                             ⇒【２点】 

○上部組織が主催する義務的研修への派遣など、従来の取組の域を出ないもの ⇒【０点】 

 

■審査基準②（組織内で共有する「仕組み」の有効性） 

○取組内容が具体的で、組織としての共有が図られると考えられるもの    ⇒【４点】 

○組織として共有する姿勢は見られるが、効果的であるか疑問が残るもの   ⇒【２点】 

○組織として共有する内容になっていないと考えられるもの         ⇒【０点】 

  

この項目では、経営指導員のみならず他の職員をも含めた支援能力の向上と、個人に帰属し

がちな支援ノウハウを如何にして組織として共有するか、といった組織全体としてレベルアッ

プする仕組みについて記載します。 
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【記載例】 

 

 １０．経営指導員等の資質向上等に関すること  

 

（１）現状と課題 

  [現状] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

  [課題] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 
    経営指導員及び一般職員の支援能力の一層の向上のため、中小企業庁が主催する「経営指

導員研修」及び○○県商工会連合会主催の「経営支援能力向上セミナー」に対し、計画的に

経営指導員等を派遣する。 
当会では、ＰＤＣＡ評価委員会において、事業計画の策定件数の増加と、そのための支援

能力の向上が指摘されているため、中小企業大学校○○校が実施する「事業計画策定セミナ

ー」への参加を優先的に実施する。等 

 
②ＯＪＴ制度の導入 
  支援経験の豊富な経営指導員と一般職員とがチームを組成し、巡回指導や窓口相談の機会

を活用したＯＪＴを積極的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 
 

③職員間の定期ミーティングの開催 
  経営指導員研修会等へ出席した経営指導員が順番で講師を務め、経営支援の基礎から話の

引出し術に至るまで、定期的なミーティング（月 2 回、年間 24 回）を開催し意見交換等を

行うことで、職員の支援能力の向上を図る。 
 

④データベース化 
    担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事

業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の職員でも一定レベル

以上の対応ができるようにする。 
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＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○この項目では、「目標」を設定する必要はありません。 
 ○「経営指導員のみならず、一般職員も含めた支援能力の向上に向けた取組」では、その対 

象を経営指導員に限定しないことは当然のことながら、上部団体等が主催する義務研修へ 
の参加など従来から実施している取組の域を出ていないと思われるものは不適切です。 

○また、単に「経営指導員や一般職員を○○研修に派遣する」というだけでなく、例えば、経

営指導員等に不足している能力を特定した上で、それを補うために○○研修への参加が適切

である、といったような点を明確に記載してください。（事業内容①参照） 

○「個人に帰属しがちな支援ノウハウを組織内で共有する仕組み」では、単に「研修会参加

後、研修に参加しなかった職員に対し研修で習得した内容を職員間で共有する」といった

ような概論的な記載ぶりではなく、「共有するための方法」を具体的に記載してください。 
 （事業内容②～④参照） 
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１１．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 

 

＜ポイント＞ 

 

○この項目は、いわゆる「基本指針」により記載が義務付けられている４つの項目（P.5 参照）では

ありませんが、経営発達支援事業の効果的な実施のためのＰＤＣＡサイクルの仕組みについての記

載を求めています。 

 

 ○ＰＤＣＡサイクルを適切に回していくには、一例として関係者及び第三者による「協議会」を設置

することが効果的であるため、「協議会」の設置を推奨しています。なお、「協議会」という形式に

は拘らず、ＰＤＣＡサイクルを適切に回す「仕組み」を構築してください。 

 

 ○「毎年度、評価を実施すること」、「評価・見直し結果を地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状

態とすること」、「協議会には市町村、外部有識者、法定経営指導員が参画すること」の３つについ

て記載してください。 

 

○２期目の申請者は、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについて、必ず記載して

ください。（P.46～P.48参照。） 

 

 

＜審査基準＞ 

■審査基準①（「実施」の記載の有・無） 

○「毎年度実施すること」、「評価・見直し結果を常に閲覧可能な状態とすること」が 

・いずれも記載されているもの                     ⇒【４点】 

・一方は記載されているものの、一方が記載されていないもの       ⇒【２点】 

・記載されていない又は読み取れないもの                ⇒【０点】 

 

■審査基準②（「仕組み」の記載の有・無） 

○「外部有識者」、「法定経営指導員」、「市町村」が、 

・いずれも記載されているもの                     ⇒【４点】 

・いずれか一部は記載されているものの、いずれかが記載されていないもの ⇒【２点】 

・すべて記載されていないもの                     ⇒【０点】 

 

 

  

この項目では、経営発達支援事業の実施に伴い、定期的に事業の評価及び見直し等を行うた

めの仕組みについて記載します。 
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【記載例】 

 

 １１．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 

 

（１）現状と課題 

  [現状] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

  [課題] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（２）事業内容 

  ○当会の理事会と併設して、○○市商工振興課長、法定経営指導員、外部有識者として中小企

業診断士、○○信用金庫支店長等をメンバーとする「協議会」を半期ごとに開催し、経営発

達支援事業の進捗状況等について評価を行う。 
  ○当該協議会の評価結果は、役員会にフィードバックした上で、事業実施方針等に反映させる

とともに、ＨＰ及び会報へ掲載（年２回）することで、地域の小規模事業者等が常に閲覧可

能な状態とする。 
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＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○この項目では、「目標」を設定する必要はありません。 
 
 ○事業の評価・見直しを行う「頻度」は、必ず年１回以上、実施することとしてください。 
 
○評価・見直しを行う仕組みとして必要な者は、以下の者とします。 
（１）外部有識者：中小企業診断士など第三者であることが明確であることが必要です。

したがって、「会員企業」や「○○県商工会連合会等の上部組織」は外部有識者とは見

なされませんのでご注意ください。なお、「会員企業」等を評価委員として任命するこ

と自体は問題ありません。 
（２）法定経営指導員：本計画の実施に関与する経営指導員となります。 
（３）市町村：本計画を共同で作成する市町村の担当者となります。 

 
 ○「評価・見直し結果を地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とすること」を満たす

手段としては、「ホームページへの掲載」や「事務所への常時備え付け」が代表例です。

「会報」や「会員限定サイト」への掲載のみでは、特定の者しか閲覧できないため、不適

切です。 
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≪２期目の認定申請にあたり留意すべき点≫ 

 

【２期目とは】 

 本ガイドラインでは、現行の小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認定を受けた

商工会・商工会議所が、令和２年３月３１日までに計画期間が終了する計画において、改正法案

に基づく経営発達支援計画として「第７回認定」に申請する場合、「２期目」と呼称しています。 

 

２期目の認定申請にあたっては、１期目の事業実施の評価等をどのように反映したのかについ

て必ず記載していただきます。 

 

この部分の記載に力を入れる必要はありませんが、少なくとも、１期目で実施した事業ごとに

その評価を要約して記載するとともに、２期目の事業が当該評価を踏まえ、 

①評価が高かったため継続して実施するのか 

②評価を踏まえて一部改善のうえ実施するのか 

③評価を踏まえて新たに創設するのか 

といったことを簡潔に記載してください。 

 

審査の視点としては、１期目の評価・成果の高・低ということではなく、１期目の評価を踏ま

えた上で２期目の事業や目標を設定しているかという、その検証プロセスが重要です。 

 

■経営発達支援事業の目標 

基本的には１０年程度先を見据えて「中長期的な振興のあり方」を設定されているかと思

いますので、「目標」において大きな変更は無いかと思いますが、地域の現状などに大きな

変化があるなどの場合には、その変化が分かるように記載してください。 

 

「経営発達支援事業の目標」（「達成に向けた方針」も同様）では、１期目の事業実施の評

価等を踏まえ、「継続」、「一部改善」、「新規」などが分かるように記載してください。 

 

■「２．地域の経済動向調査」～「７．新たな需要の開拓に寄与する事業」 

１期目の事業実施の評価等を踏まえた結果として、仮に、ある事業を取りやめる場合、当

該事業を取りやめることとなった理由を簡潔に記載ください。 

なお、事業を取りやめることをもって２期目の申請に対する評価が低くなることはありま

せんが、ＰＤＣＡ評価のプロセスの適切性を確認するために記載を求めています。 
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【記載例】 

 

１．経営発達支援事業の目標 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期の計画期間においては、３つの目標を設定し事業を実施してきたが、①及び③は目

標を達成するなど成果が出ており評価委員会の評価も高いため、継続的に実施することとす

るが、②については、より専門的な知識が求められ外部専門家を積極活用すべきとの指摘を

受けたことから、よろず支援拠点と連携するなど一部改善を加えた上で継続的に実施するこ

ととしたい。 

また、○○市総合振興計画が 10年ぶりに改訂された中で、「農商工連携の促進」が新たに

位置付けられたため、その方向性を踏まえ、本計画においても、④農商工連携の推進を新た

な目標として設定することとする。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）地域の現状と課題 

   ・・・（変更点として○○市総合計画が改定され新たな項目が追加された旨）・・・。 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

   ・・・（特に変更ない旨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

   ①・・・・・事業（継続） 

   ②・・・・・事業（改善・継続） 

   ③・・・・・事業（継続） 

④農商工連携事業（新規） 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

   ①（継続） 

   ②・・・（一部改善することに伴う変更）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

   ③（継続） 

   ④・・・（新規で記載）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期の計画期間においては、３つの事業を実施したところ、評価委員会における各事業

の評価及び第２期の取組方針は、以下のとおりとする。 

 

①管内小規模事業者からの聞き取り調査 

  経営指導員等が巡回訪問により延べ 50 社から聞き取り調査を行うとの計画であった

が、経営指導員等の時間的な制約から、巡回による方法では目標の６割しか回収できな

かったこと等を踏まえ、基本的に郵送による調査手法に変更することとし、未回収につ

いては経営指導員等が電話や巡回等によりフォローすることで回収率を上げる。 

 

②小規模企業景気動向調査 

  地域の経済動向を把握するデータとして大変有効で、調査・分析手法も遺漏なく行わ

れることから、評価委員会でも高い評価を受けた。当会としては、調査項目に「景況感

ＤＩ」を新たに追加した上で、より精度の高いデータとしての活用を図る。 

 

③地域金融機関等の公表資料の活用による分析 

  ○○県産業振興センターの公表する「○○調査」及び、○○信用金庫の「○月次調査」

から、管内の業種ごとの景況等を分析し、巡回指導の際の参考資料としていたが、評価

委員会から、指導現場でほとんど活用されていないとの指摘を受けたこと等を踏まえ、

職員の業務量対効果を考慮し、第２期においては、廃止することとする。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）事業内容 

①管内小規模事業者からの聞き取り調査（改善・継続） 

  ・・・（調査手法を郵送に変更する旨）・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

②小規模企業景気動向調査（拡充・継続） 

  ・・・（調査項目に「景況感ＤＩ」を追加し充実される旨）・・・・・・・・。 

 

【③地域金融機関等の公表資料の活用による分析（廃止）】 

 ※内容は記載の必要なし 
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（別表２） 

 

経営発達支援事業の実施体制 

 

＜ポイント＞ 

 

 ○経営発達支援事業の「実施体制（関係市町村を含む）」、「法定経営指導員」、「連絡先」の３つについ

て記載してください。 

 

 ○「実施体制」においては、法定経営指導員がどのように関与するのかを明確に記載してください。 

 

 

＜審査基準＞ 

 

■審査基準①（「実施体制」の記載の有・無） 

○実施体制、法定経営指導員の関与がいずれも記載されているもの      ⇒【４点】 

○実施体制が記載されていないもの又は不明確なもの            ⇒【０点】 

 

■審査基準②（「連絡先」の記載の有・無） 

○連絡先が記載されているもの                      ⇒【４点】 

○連絡先が記載されていないもの                     ⇒【０点】 

 

  

この項目では、経営発達支援事業を着実に実施するために必要な実施体制と連絡先について

記載します。 
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【記載例】 

（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 

（令和●年●月現在） 

（１）実施体制 

 
            

     

事務局長 

  
○○市 

○○課 

 

            

       
       

本所 

法定経営指導員 

○名 

経営指導員○名 

補助員○名 

一般職員○名 

           

            

           
  

                  

  □□支所 

経営指導員○名 

補助員○名 

一般職員○名 

 △△支所 

経営指導員○名 

補助員○名 

一般職員○名 

 ○○支所 

経営指導員○名 

補助員○名 

一般職員○名 

  

      

            

 

（２）法定経営指導員の関わり 

 

  ①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

   ■氏 名： 山田 花子 

■連絡先： ○○県商工会連合会 TEL.777-777-7777 

        （○○商工会議所   TEL.888-888-8888） 

   

※法定経営指導員については、複数名を記載しても構いません。 

 

  ②法定経営指導員の関わり 

 

    経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評

価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 
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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 

 

（３）連絡先 

 

  〒111-1111 

   ○○県○○市○○町０－０－０ 

    ○○市商工会 経営支援課 

     TEL： 222-222-2222  /  FAX：333-333-3333 

     E-mail：aaaa@aaa.aa.aa 

 

  〒444-4444 

   ○○県○○市○○町０－０－０ 

    ○○市 商工政策課 

     TEL： 555-555-5555  /  FAX：666-666-6666 

      E-mail：bbbb@bbb.bb.bb 
 
 
＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○（１）実施体制は、商工会又は商工会議所と関係市町村との連携体制が分かるように記載し

てください。なお、二以上の商工会又は商工会議所及び関係市町村が共同で申請する場合に

は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村が共同で事業を実施するために必要な検討を

行う組織体制についても記載してください。 

○（２）法定経営指導員の氏名は、「経営発達支援計画に係る認定申請書」（様式第１）に記載

する経営指導員の氏名と同一となります。 

 ○単に、商工会又は商工会議所全体の組織図を記載している例が散見されますが、必ず、経営

発達支援事業の実施に携わる体制が分かるようにしてください。 

 ○（３）連絡先では、部署名と電話番号が記載されていればよく、担当者名を記載する必要は

ありません。なお、二以上の商工会又は商工会議所が共同で申請する場合には、当該商工会

又は商工会議所ごとに連絡先を記載してください。 

  ※特定の部署がない商工会又は商工会議所の場合は、商工会名又は商工会議所名と代表番号

の記載で構いません。 
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【記載例】 

（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） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 ○,○○○ ○,○○○ ○,○○○ ○,○○○ ○,○○○ 

 

○専門家派遣費 

○協議会運営費 

○セミナー開催費 

○チラシ作成費 

  ・ 

  ・ 

 ・ 

・ 

・ 

 

 
 

○○○ 

○○ 

○○○ 

○○○ 

・  

・  

・  

・  

・  
 

○○○ 

－ 

○○ 

○○○ 

・  

・  

・  

・  

・  
 

○○ 

○○ 

○○○ 

－ 

・  

・  

・  

・  

・  
 

○○○ 

－ 

○○○ 

○○ 

・  

・  

・  

・  

・  

 
 

   

○○ 

○○○ 

－ 

○○○ 

・  

・  

・  

・  

・  
 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

 

 

 

調達方法 

会費収入、○○市補助金、○○県補助金 等 

 

 

 

 

（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。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-15- 

＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○小規模事業者支援法第７条第３項に規定する「商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の

者」と連携して事業を実施する場合にのみ記載してください。 

 

 

＜記載にあたり留意すべき点＞ 

 ○「役割」には、連携する事業において連携者がどのような役割を果たすか、また、連携する

ことによりどのような効果が期待できるのか等について具体的に記載してください。 

＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○上記「連携して実施する事業の内容」に記載した事業ごとに、連携体制図を記載してくださ

い。なお、連携体制が複数の事業で共通の場合は、まとめて記載しても結構です。 

○連携体制図は、別紙形式としても結構です。 

 

 

 

＜記載にあたり留意すべき点＞ 

○「経営発達支援事業の内容」に記載する事業ごとに項目建てし、連携して実施する事業の内

容を具体的に記載してください。 
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（３）公表用の概要紙 

以下により、経営発達支援計画の概要紙を作成し、申請書等とともに提

出してください。 

この概要紙は、経営発達支援計画が認定された場合、計画本体とともに

経済産業省のＨＰで公表します。※必ずＡ４用紙 1ページで作成のこと。 

 

経営発達支援計画の概要 

【記載例】 

実施者名 

○○○商工会議所 （法人番号 XXXXXXXXXXXXX ） 

○○市（町・村） （地方公共団体コード XXXXXX ） 

※代表者名は記載不要 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 ※別表１の「実施期間」を記載 

目 標 

経営発達支援事業の目標 

（１）・・・・ 

（２）・・・・ 

※別表１の「経営発達支援事業の目標」を要約して記載 

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 

   ・・・（要約）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  ・・・・（要約）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

※別表１「経営発達支援事業の内容」の「Ⅰ．」「Ⅱ．」を要約して記載、「Ⅲ．」

は、記載する必要はなし 

連絡先 

○○○商工会議所 経営支援課 

〒000-0000 ○○県○○市○○町０－０－０ 

TEL：111-111-1111  FAX：222-222-2222 E-mail：aaaa@aaa.aa.aa 

○○○市 商工政策課 

〒000-0000 ○○県○○市○○町０－０－０ 

TEL：111-111-1111  FAX：222-222-2222 E-mail：aaaa@aaa.aa.aa 

 

mailto:aaaa@aaa.aa.aa
mailto:aaaa@aaa.aa.aa
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７．記載事項チェック項目 

記載しなければならない事項について、そもそも記載がない場合には、

審査は行わず不認定となりますので、以下のチェック項目を満たしている

ことをよく確認の上、申請してください。 

 

１．目標 

①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ているか 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□中長期的な振興のあり方について記載されている 

□中長期的な振興のあり方を踏まえて目標が設定されている 

 

②地域の現状と課題を示し、どのような方針で目標の達成に向けて事業を実施するのか 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□地域の現状と課題について記載されている 

□地域の現状と課題を踏まえて目標が設定されている 

□掲げた目標の達成に向けた方針が示されている 

 

２．地域の経済動向調査 

③目標、情報収集・整理、分析を行う項目は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□目標が記載されている 

□情報収集・整理、分析を行う項目が記載されている 

 

④手段・手段、成果の活用方法は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□調査・分析を行う手段・手法が記載されている 

□成果の活用方法（広く周知周知すること及び公表方法や回数等）について記載され

ている 

 

３．経営状況の分析 

⑤目標、分析を行う項目は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□目標が記載されている 

□分析を行う項目（財務・非財務の双方）が記載されている 

 



 
 

- 57 - 

 

⑥手段・手法、成果の活用方法は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□分析（財務・非財務の双方）を行う手段・手法が記載されている 

□成果の活用方法について記載されている 

 

４．事業計画策定支援 

⑦支援に対する考え方、目標は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□支援に対する考え方が記載されている 

□目標（事業計画策定数）が記載されている 

 ⑧支援対象、手段・手法は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□支援対象が記載されている 

□手段・手法が記載されている 

 

５．事業計画策定後の実施支援 

⑨支援に対する考え方、目標は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□支援に対する考え方が記載されている 

□目標（対象事業者数、頻度、目標達成事業者数）が記載されている 

□事業計画を策定した全ての事業者を対象としている 

⑩支援内容、頻度、手段・手法は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□支援内容が記載されている 

□フォローアップの頻度が記載されている 

□手段・手法が記載されている 

 

６．需要動向調査 

⑪目標、調査等を行う項目は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□目標（調査対象事業者数）が記載されている 

□調査等を行う項目が記載されている 

 

⑫手段・手法、成果の活用方法は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□調査・分析を行う手段・手法が記載されている 

□成果の活用方法について記載されている 
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７．新たな需要開拓 

⑬支援に対する考え方、目標、支援対象は妥当か 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□支援に対する考え方が記載されている 

□目標が記載されている 

□支援対象が記載されている 

 

⑭新たな需要の開拓に寄与する効果的な取組であると認められるか 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□支援メニューを単に羅列するのではなく、事業の内容が具体的に記載されている 

□効果的な取組となるような工夫・改善が施されている 

 

８．地域経済活性化に資する取組 

⑮今後の地域の方向性を関係者間で共有した上で事業展開が図られるものであるか 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□関係者間で意識の共有が図られる仕組みが構築されている 

 

９．他の支援機関との支援ノウハウ等の情報交換 

⑯他の支援機関との支援ノウハウの交換により自らの支援能力の向上が図られるか 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□情報交換を行う相手先が具体名で記載されている 

□情報交換を行う頻度や方法が記載されている 

□どのような狙いを持って実施するのか、その考え方が記載されている 

 

１０．経営指導員等の資質向上 

⑰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が見込まれるか 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□国の経営指導員研修事業への派遣等職員の能力向上に関する取組が記載されている 

  □経営指導員のみならず、他の職員も含めた取組が記載されている 

□なぜ、そのような取組を行うのか、その考え方が記載されている 

 

⑱経営指導員が得た支援ノウハウ等を組織内で共有する体制が構築されているか 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□組織内で共有する取組が具体的に記載されている 
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１１．事業の評価・見直しの実施 

⑲毎年度、事業の評価・見直しを実施し公表する体制となっているか 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□事業の評価・見直しを年１回以上実施すると記載されている 

□評価・見直し結果を公表することが記載されている 

 

⑳外部有識者の活用による評価・見直しなど効果的な PDCAサイクルが構築されているか 

□認定計画の事業実施の評価等について記載がある（※認定計画がある場合のみ） 

□外部有識者が具体的に記載されている 

 

１２．事業の整合性・連動性 

㉑「１．」で設定した目標と、「２．」～「７．」の各事業とは整合性があるか 

 

 

１３．実施体制 

㉒事業の実施体制、法定経営指導員等を具体的に示しているか 

□事業の実施体制、法定経営指導員について記載されている 

 

㉓連絡先を示しているか 

□連絡先が記載されている 
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８．経営発達支援計画に係るＱ＆Ａ 

 

（１）小規模事業者支援法の改正関係 

 

Ｑ１ 改正小規模事業者支援法成立後の経営発達支援計画の申請等に係るスケジュール

は、どうなりますか？ 

 （答） 

   申請受付は令和元年１１月頃を、また、認定公表は令和２年３月中をそれぞれ予定

しています。 

 

Ｑ２ 改正法に基づく経営発達支援計画の作成にあたり、変更点などはありますか？ 

 （答） 

   大まかに言うと、以下の３つの点が変更となりますので、詳細は、本ガイドライン

（Ver.７．０）をよく読んだうえで作成してください。 

（１）市町村と共同作成 

   今後は、所在する市町村と共同で計画を作成し、申請することとなります。 

（２）法定経営指導員の関与 

   今後は、いわゆる「法定経営指導員」が計画の作成から実施段階に至るまで関

与していただくこととなります。（Ｐ．２参照） 

（３）記載すべき事項の追加 

   「５．事業計画策定後の実施支援」における目標設定として、これまでの「対

象事業者数」、「頻度」に加え、当該対象事業者の収益や利益率の増加等を掲げて

いただきます。 

 

Ｑ３ 法改正前に認定を受けた計画の実施期間中ですが、改正法に基づく経営発達支援

計画の申請を行うことはできますか？ 

 （答） 

   改正法に基づき申請することは可能です。 
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Ｑ４ 改正法に基づく認定を受けると、既に認定を受けた計画は無効となるのですか？ 

 （答） 

   改正法には経過措置を設けているため、改正法に基づく認定を受けた場合であって 

も、既に認定を受けた計画の計画期間が残っている間は、既に認定を受けた計画は有効 

となります。 

 他方、改正法に基づき認定を受けた計画に一元化したい等の場合には、既に認定を受 

けた計画の計画期間を短縮する変更認定を受けることで、当該計画期間を前倒しで終 

了する選択肢も認める予定です。 

なお、その場合の変更申請に係る手続きは、極力簡素化する予定です。 

 

Ｑ５ 改正法の成立後は、「市町村と共同で作成する」とのことですが、一の商工会等の 

管轄区域が複数の市町村にまたがる場合、又は一の市町村に複数の商工会等が併存す 

る場合は、どのようにすればよいのですか？ 

 （答） 

例えば、以下のようなケースが考えられます。 

 

【Ａ商工会の管轄区域がＢ市とＣ町にまたがっている場合】 

（１）Ａ商工会がＢ市及びＣ町と共同で一つの計画を作成 

⇒Ａ商工会の管轄区域のすべてが計画の対象区域となる 

（２）Ａ商工会がＢ市と共同で一つの計画を、またＣ町と共同で一つの計画を別々に

作成 

⇒（１）と同様、Ａ商工会の管轄区域のすべてが計画の対象区域となる 

（３）Ａ商工会がＢ市とのみ共同で作成 

⇒Ａ商工会の管轄区域のうちＢ市内のみ計画の対象区域となる 

（４）Ａ商工会がＣ町とのみ共同で作成 

⇒Ａ商工会の管轄区域のうちＣ町内のみ計画の対象区域となる 

 

【X 商工会議所と Y 商工会が Z 市に併存する場合】 

（５）X 商工会議所及び Y 商工会が Z 市と共同で一つの計画を作成 
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  ⇒Z 市内における X 商工会議所及び Y 商工会の管轄区域のすべてが計画の対象 

   区域となる 

（６）X 商工会議所と Y 商工会がそれぞれ Z 市と共同で別々の計画を作成 

  ⇒（５）と同様、Z 市内における X 商工会議所及び Y 商工会の管轄区域のすべ 

   てが計画の対象区域となる 

（７）X 商工会議所は計画を作成せず、Y 商工会と Z 市が共同で計画を作成 

  ⇒Z 市内における Y 商工会の管轄区域のみ計画の対象区域となる 

 

Ｑ６ 改正法の成立後は、「市町村と共同で作成する」とのことですが、計画の作成にあ 

たり、どのような点に気をつければいいですか？ 

（答） 

  商工会等による小規模事業者支援の方向性と関係市町村の総合振興計画等における方 

向性とは調和的である必要があります。また、誰に対して支援を行うか、といった細部 

にわたるまで歩調を合わせることが期待されます。 

いずれにしても、商工会等と関係市町村とで、早い段階から協議を開始していただきた 

いと考えています。 

 

（２）法定経営指導員関係 

 

Ｑ７ 「法定経営指導員」とは、どのような者ですか？ 

 （答） 

   改正法第７条第５項に規定する「経営指導員」を、便宜的に「法定経営指導員」と 

呼んでいます。 

改正法では、「小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、小規模事業者に対

して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産

業省令で定める要件に該当する者（抄）」と規定しています。 
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Ｑ８ 「必要な知識及び経験を有する者」とは、どのような者を想定していますか？ 

 （答） 

   経済産業省令の詳細は現在調整中ですが、以下の一から五の要件をすべて満たす者 

を想定しています。 

一 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商

工会議所を構成員とする団体の役員又は職員である者 

二 直近五年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則（平成十二年通

商産業省令第百九十二号）第四十条各号に規定する科目に係る基礎的知識に関す

る講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者 

三 直近五年以内に地方公共団体の行政事務に係る基礎的知識に関する講習として

中小企業庁長官が指定したものを修了した者 

四 小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する三年以上の実務の経験を有す

る者 

五 次に掲げる者のいずれにも該当しない者 

イ 心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者 

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に

取り扱われている者 

ハ 禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない

者 

ニ 法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から五年を経過しない者 

ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）

第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日

から五年を経過しない者 

 

 

 



 
 

- 64 - 

 

Ｑ９ 「法定経営指導員」は、すべての経営指導員がなるべきものですか？ 

 （答） 

   Ｑ８の回答のとおり、経済産業省令に基づく一定の要件を満たす者を想定していま

すので、すべての経営指導員がなることは想定していません。 

 

Ｑ１０ 「経営発達支援計画に係る認定申請書」に記載する「法定経営指導員」は、申請 

書の提出時点では「候補者」でも差し支えないとのことですが、認定時までに、同候

補者が法定経営指導員の要件をクリアできなかった場合、当該申請計画の扱いはどの

ようになりますか？ 

 （答） 

「法定経営指導員」は、申請書の提出時点では「候補者」でも差し支えありません。 

ただし、ご質問のように、同候補者が認定時までに法定経営指導員の要件をクリアで

きなかった場合には、申請された経営発達支援計画は不認定となります。 

 

Ｑ１１ 「経営発達支援計画に係る認定申請書」に記載する「法定経営指導員」は、最終

的に、同候補者が法定経営指導員の要件をクリアできない場合に備え、複数の候補者

名を記載してもいいのですか？ 

 （答） 

複数の候補者名を記載しても差し支えありません。 

ただし、上記Ｑ１０の回答のとおり、最終的に法定経営指導員の要件をクリアする者

が１名以上必要となります。 

 

Ｑ１２ 「法定経営指導員」が複数の計画に関与することはできますか？ 

 （答） 

   同一人が複数の経営発達支援計画の法定経営指導員となることは問題ありませんが、

法定経営指導員は、経営発達支援計画の作成から実施に至るまでの必要な情報の提供

及び助言等を行うこととなりますので、一人の法定経営指導員が関与できる常識の範

囲を超えないよう留意する必要があります。 
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Ｑ１３ 「法定経営指導員」が人事異動（退職）した場合、手続きは必要ですか？ 

 （答） 

   例えば、Ａ商工会の経営発達支援計画に関与する法定経営指導員Ｘ氏が、他の商工

会に人事異動となった場合、Ｘ氏が引き続きＡ商工会の計画に関与するのであれば、

特段の手続きは不要です。 

   しかしながら、人事異動（退職）を機に、Ａ商工会の計画に関与する法定経営指導

員をＹ氏に変更したい場合には、改正法案第８条に基づく変更認定を受ける必要があ

ります。 

   なお、当該変更認定に係る手続きは極力簡便化する予定です。 

 

（３）経営発達支援事業の内容関係 

 

Ｑ１４ 「経営発達支援計画の目標」における「中長期的な振興のあり方」とは、どのよ 

うなことを記載するのですか？ 

（答） 

  まず、「中長期」とは、10 年程度を想定しています。 

つまり、１０年程度先を見据えたうえで、この地域としてどういう姿を目指すか（どう 

なっていたいか）、そのため、商工会等による振興のあり方はどうあるべきか（どういう

支援を行うべきか）といったことを記載してください。 

 

Ｑ１５ 基本指針（案） 第四 ３．に記載する４つの事業（経営発達支援計画２．～７． 

の事業）は、すべて実施する必要がありますか？ 

（答） 

  ４つの事業はすべて実施する必要があります。なお、４つの事業に限らず、本ガイド

ラインで示した項目はすべて記載しなければなりません。 
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Ｑ１６ 事業内容等を補足するため、チラシ等の資料を添付することは可能ですか？ 

（答） 

  別の資料を添付することはできません。必要と思われる事項は、計画の中に要約する 

などして記載してください。 

 

Ｑ１７ 各事業における「目標」は、単年度で設定するのか、又は計画期間（3～5 年）

全体で設定するのか、どちらですか？ 

（答） 

  目標は、計画期間中、単年度ごとに設定してください。 

 

Ｑ１８ 経営発達支援事業では、「事業計画」の策定を支援することとなっていますが、

「経営計画」とはどう違うのですか？ 

（答） 

「経営計画」は、文字どおり、会社としての存続を見据えた計画である一方、「事業計 

画」は、その経営計画の目標を達成するための一要素で、 事業部門（商品）別の売上を 

見据えた実行計画、との位置付けになります。 

 

Ｑ１９ 「事業の評価及び見直し」について、外部有識者を活用する予定はあるものの、

人選が確定していない場合、どのように記載すればよいですか？ 

（答） 

  外部有識者として個人名を記載する必要はありませんが、どのような属性の者を想定 

しているか、可能な範囲で記載してください。 

  なお、会員企業や都道府県商工会連合会又は商工会議所連合会といった上部組織の職 

員についても外部有識者とみなされませんので、ご注意ください。 
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Ｑ２０ 「経営発達支援事業の実施体制」（別表２）には、どのようなことを記載すればよ

いですか？ 

（答） 

  商工会等において経営発達支援事業の実施を担う部署、同事業に携わる経営指導員等

の数等を、図表などを用いて記載してください。 

  なお、改正法の成立後は、以下の点を追記してください。（Ｐ．51【記載例】参照） 

（１）関係市町村との連携を表す図表、担当部署の連絡先 

（２）法定経営指導員の氏名・連絡先、計画への関わり方 

  

Ｑ２１ （別表３）「必要な資金の額及びその調達方法」について、必要な資金の額は、申

請時点で未確定ですが、どのように記載すればよいですか？ 

（答） 

  初年度の額は、前年度までの類似事業の予算・決算額等から試算した額で結構です。 

また、２年目以降の額は、初年度の額を参考にした見込み額で問題ありません。 

  なお、「調達方法」は、前年度までの収入実績を参考に、会費収入、○○市補助金等、 

想定される方法を記載してください。 

 

Ｑ２２ （別表４）は、どのような場合に記載するのですか？ 

（答） 

（別表４）では、経営発達支援事業の作成主体たる商工会又は商工会議所及び関係市町 

村が、それ以外の者と連携して事業を実施する場合に記載します。 

 経営発達支援事業は、従来、商工会等が実施してきた経営改善支援事業と比べて、高度

で専門的な内容が含まれることから、他の支援機関等と連携することで事業の効果的か

つ適切な実施に資するものと考えます。 

他の支援機関等として、例えば、よろず支援拠点、認定支援機関、中小企業診断士協

会、地銀・信金等が想定されますが、真に事業の効果的かつ適切な実施に資する場合に限

り記載してください。一般論として、自治体等を羅列する必要はありません。 

なお、一部の事業において部分的に連携することも可能ですが、あくまでも、商工会

又は商工会議所が主体となって実施するものである点に留意してください。 
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Ｑ２３ （別表４）において、「連携者」として記載した内容は、公表されるのですか？ 

（答） 

  （別表４）は公表しますので、記載する内容は、当該連携者とよく相談のうえ、同意 

を得るなどしてください。 

 

（４）提出書類について 

  

Ｑ２４ 認定申請書や添付書類に不備（不足）があった場合でも、受け付けてもらえます

か？ 

（答） 

申請書及び添付書類に不備（不足）がある場合には、そもそも受付を行いません。 

ただし、申請書等を提出した経済産業局等から、当該不備（不足）を照会する場合があ

りますので、提出期間中にご対応いただければ、受付を行います。 

 

 

Q２５ 添付書類④「総会又は議員総会その他これに準ずるもの」の「準ずるもの」とは、

どのようなものですか？ 

（答） 

  商工会の定款で定める「理事会」、商工会議所法第５１条の「常議員会」及び「正副会 

頭会議」を指します。なお、これら以外で該当すると考えられるものがあれば、全国団体 

を通じて中小企業庁までご相談ください。 

  なお、経営発達支援計画の内容等について決議等を行うための「総会又は議員総会」 

は、５～６月頃に開催される定例のタイミングで差し支えありません。 
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Q2６ 添付書類④で「・・・議事録の写し」とありますが、どの程度の範囲を提出すれ

ばよいのですか？ 

（答） 

  議事録のうち、経営発達支援計画の内容等について決議等を行った箇所を抜粋して提 

出していただければ結構です。ただし、抜粋の場合は、①会議名、②日時、③議事録の抄 

本であることを証明する記名・押印が必要です。（議事録全体の写しの場合、証明する記 

名・押印は不要） 

  なお、「議事録」として残っていない等の場合には、経営発達支援計画の内容等につい 

て、「会長」又は「会頭」が了承している旨の文書を提出いただければ結構です。 

 

  【記載例】 

○○○○第○○号 

令和○年○月○日 

経済産業大臣 殿 

○○○○商工会 会長 ○○ ○○ 印 

○○商工会議所 会頭 ○○ ○○ 印 

 

経営発達支援計画の提出について 

 

   令和○年○月○日付け、○○○○第○○号で提出する経営発達支援計画につ 

いては、本職が了解している旨を証します。 

 

Q2７ 申請書等の提出後、審査結果が出るまでの間に、代表者が変更となった場合には、

どのような対応をすればよいですか？ 

（答） 

  代表者が変更となった旨を、申請書等を提出した経済産業局等へご連絡ください。 
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（５）認定審査について 

 

Q2８ どのような方が審査を行うのですか？ 

（答） 

  外部有識者が書面審査を行い、当該書面審査の結果をもとに、経済産業大臣が認定の 

 可否を決定します。 

 

Q２９ どのような基準で審査を行うのですか？ 

（答） 

「５．認定における審査事項」（P.13～P.15）を参照してください。審査事項の２３

項目（①～㉓）のすべてが認定基準に達した場合に認定となります。 

 

（６）共同申請について 

 

Q３０ 二以上の商工会等が共同して経営発達支援計画を作成することができるとあり

ますが、何か要件などはありますか？ 

（答） 

  二以上の商工会又は商工会議所が共同して経営発達支援計画を作成する場合に、特に 

必要な要件はありません。ただし、改正法案では、「関係市町村と共同して」と規定され 

ていますので、当該二以上の商工会等の地区を管轄する各市町村と共同で作成する必要 

がありますので、この点ご注意ください。 

なお、二以上の商工会又は商工会議所の計画を単に１つに繋ぎ合わせただけと思われ

るようなものや、特定の単会の計画に別の単会がただ乗りしているだけと思われるよう

な計画は不適切と言わざるを得ません。 
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Q３１ 共同して申請する場合、「議事録の写し」（Q23 関連）は、どのようにすればよい

ですか？ 

（答） 

共同して申請を行うすべての単会における当該議決等を行った部分の議事録の写しが

必要となります。 

 

Q３２ 経済産業局等の所管地域をまたぐ商工会又は商工会議所が共同して申請する場

合、申請書等はどこに提出すればよいですか？ 

（答） 

  どちらか一方の経済産業局等に提出してください。 

なお、その場合には、申請書等を提出する経済産業局等に所在する商工会又は商工会

議所を申請者欄の一番上に記載してください。 

（法定経営指導員、関係市町村も同様） 

 

（７）実施状況の報告について 

 

Q3３ 経営発達支援事業において、実施状況の報告は必要ですか？ 

（答） 

商工会又は商工会議所は、経営発達支援事業の実施にあたり、経営発達支援計画の認定 

を受けている・受けていないに関係なく、当該実施状況を定期的に国へ報告しなければ

なりません。 

従来、中小企業庁が全国団体を経由して実施していた「経営発達支援事業実施状況調

査」（例年６月頃実施）については、エクセルシートでのアンケート方式を改め、経営発

達支援事業により支援した事業者の支援履歴、国等の施策の利用状況、売上や利益率等

の財務情報等（Ｐ．３≪報告すべき項目≫参照）について、国へ報告いただくこととなり

ます。 
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９．経営発達支援計画の変更に係るＱ＆Ａ 

 

Q１ 「認定を受けた経営発達支援計画を変更しようとするとき」とは、どのような場

合ですか？ 

（答） 

認定を受けた経営発達支援計画における事業の実施状況等を検証した結果、事業実施 

の効果をより一層高めるなどの観点から事業内容を見直す場合があると考えられます。 

 

例えば、以下のような場合が考えられます。 

（１）現行計画に記載していない新たな事業を追加する場合 

（２）事業内容の一部を違う事業に差し替えて実施する場合 

（３）各事業における目標値を修正する場合 

（４）事業実施期間を修正する場合 

  なお、当然のことながら、変更申請においても、関係市町村と共同で行う必要があり

ます。 

 

Q２ 認定を受けた計画の事業実施期間が終了した場合、変更申請により、実施期間を

延長することは可能ですか？ 

（答） 

変更申請により、終了した事業実施期間を延長することはできません。改正法案に基

づき、新たに認定を受ける必要があります。 

他方、改正法案に基づき認定を受けた計画に一元化したい等の理由で、既に認定を受 

けた計画の実施期間を前倒しで終了するための変更申請は認める予定です。 

なお、その場合の変更申請に係る手続きは、極力簡素化する予定です。 

 

Q３ 変更内容が軽微な場合でも、変更申請を行う必要はありますか？  

（答） 

変更内容の度合いによって個別判断となるため、管轄する経済産業局等に事前にご相 

談ください。 

なお、以下のような場合には、変更申請の必要はありません。 

（１）計画に記載する必要のない細かな点を変更する場合 

○講師や会場の都合等により、セミナーの開催時期を変更する場合 

○予定していたセミナーの講師を他者に差し替える場合、予定していた会場を他会 

場に差し替える場合 

○（別表２）の実施体制に記載した担当者が人事異動等により変更となる場合 

（２）変更したい内容が現行の計画でも読み取れる場合 
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○例示されている展示会以外の展示会に参加する場合 

○例示されているアンケート調査項目を変更する場合 

（３）そもそも変更の必要がない場合 

○（別表４）において、連携者の氏名又は名称、住所、法人における代表者の氏 

名が、代表者の交代、所在地の移転等により変更される場合 

 

Q４ 改正法案第８条第 2 項に規定する「認定を受けた計画が、第７条第６項各号のい

ずれかに適合しなくなったと認めるとき」とは、どのような場合ですか？ 

（答） 

第７条第６項各号を要約すると以下のとおりです。 

（１）「経営発達支援事業の目標」、「経営発達支援事業の内容及び実施期間」、「経営

発達支援事業の実施体制」が基本指針に照らして適当なものであること 

（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に必要な資金の額

及びその調達方法」、「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する者とその内容」が事業を確実に遂行するために適当

なものであること 

 

要するに、上記（１）又は（２）のいずれかに適合しなくなったときに、変更申請 

が必要ということになります。ただ、こういったケースが頻発することはあまり想定 

していませんので、気になる場合には、管轄する経済産業局等にご相談ください。 

 

Q５ 認定された経営発達支援計画の全てを白紙に戻すといった場合、変更申請で対応

することは可能でしょうか？ 

（答） 

計画の全てを白紙に戻すような場合には、変更申請で対応することはできません。 

改正法に基づき、新たに認定を受ける必要があります。 

 

Q６ 変更申請を行う場合、いつ、どこに申請書等を提出すればよいのですか？  

（答） 

管轄する経済産業局等に随時提出していただいて結構ですが、提出に先立ち、変更

申請に値する内容か否かを事前に確認させていただきますので、まずは、管轄する経

済産業局等にご相談ください。 
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Q７ 変更申請を行う際の添付資料として「経営発達支援計画の実施状況を記載した書

類」とありますが、具体的にどのようなものですか？ 

（答） 

定められた様式はありませんが、以下に記載する経営発達支援計画の項目ごとに、

これまでの実施状況を簡単にまとめた内容としてください。 

○地域の経済動向調査に関すること 

○経営状況の分析に関すること 

○事業計画策定支援に関すること 

○事業計画策定後の実施支援に関すること 

○需要動向調査に関すること 

○新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

○地域経済の活性化に資する取組 

○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 

○経営指導員等の資質向上等に関すること 

○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 

 

Q８ 「様式第二」変更申請書の備考欄に「変更事項の内容については、変更前と変更

後を対比して記載すること」と記載されていますが、具体的にどのように記載するの

でしょうか？  

（答） 

認定を受けた計画のどの部分をどのように変更するのかを明確にするため、変更前

と変更後の内容とを対比させて記載していただく趣旨です。 

別途、対比表の様式を用意していますので、ご活用ください。 

 

Ｑ９ 変更申請書を提出してから審査結果が出るまで、どの程度の期間を要しますか？ 

（答） 

変更認定に係る事務処理期間は、１か月程度を予定しています。 

なお、Q２にあるように、既に認定を受けた計画の実施期間を前倒しで終了するた

めの変更申請については、すみやかに結論を出したいと考えています。 

 

Ｑ1０ 変更申請の認定審査においては、変更しない項目についても審査を行うのです

か？ 

（答） 

変更する項目についてのみ審査を行います。 

なお、当該変更内容により、その他の項目との間で整合性を欠くことのないよう、

しっかりと検証した上で、申請を行ってください。 
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Ｑ1１ 変更申請の認定審査においても、外部審査員による書面審査を行うのですか？ 

（答） 

変更申請であっても、原則として、外部審査員による書面審査を行います。 

なお、Q２にあるように、既に認定を受けた計画の実施期間を前倒しで終了するた

めの変更申請については、外部審査員による書面審査は割愛する方向で検討していま

す。 

 

Ｑ1２ 変更申請した計画が認定された場合、当初認定された計画はどのような扱いにな

るのですか？ 

（答） 

当初認定を受けた計画のうち、当該変更する部分が上書きされる形で、変更認定日

から効力を発することになります。 

   なお、仮に不認定となった場合でも、当初認定を受けた計画が効力を失うことはあ

りません。 

 

Ｑ１３ 当初認定を受けた計画に基づき伴走型補助金の交付を受けている場合であっ

て、伴走型補助金の事業内容を変更する場合に、認定を受けている計画の変更申請も

必要になりますか？ 

（答） 

伴走型補助金の事業内容の変更に伴い、認定を受けている計画を変更することはあ

り得ません。 

そもそも、伴走型補助金の事業内容は、認定を受けた計画の内容の範囲内でしか認

められないため、仮に伴走型補助金の事業内容を変更する場合であっても、認定を受

けた計画から逸脱することはできません。 

なお、伴走型補助金の事業内容を変更する場合には、同補助金交付要綱に基づき、

必要な手続を行うことになります。 

 

Ｑ１４ 商工会又は商工会議所の合併等があった場合、どのような手続きが必要です

か？ 

（答） 

   商工会等の合併等には様々な形態があり、また、既認定・未認定も関係してきます

ので、まずは、管轄する経済産業局等にご相談ください。 
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１０．関係規程 
 

■商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 

（平成５年法律第５１号）（抄） 

 

第一条・第二条 （略） 

 

（基本指針） 

第三条 経済産業大臣は、小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合

会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本的な指針（以下「基本指針」という。）を

定めなければならない。 

２ 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。 

一・二 （略） 

三 事業継続力強化（中小企業等経営強化法（平成十一年法律第十八号）第二条第十六 項に規

定する事業継続力強化をいう。第五条第一項及び第五項において同じ。）に寄与する情報の提

供等に関する事項 

四 （略） 

五～七 （略） 

３・４ （略） 

 

（経営改善普及事業に係る補助） 

第四条 国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施す

る小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業（以下この条において「経営改善普及事業」と

いう。）に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商

工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、

予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。 

２ （略） 

 

（事業継続力強化支援計画の認定） 

第五条 商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町村（特別区を含む。以下「関係市町村」

という。）と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業（以下「事業継続力強化支

援事業」という。）についての計画（以下この条及び次条において「事業継続力強化支援計画」と

いう。）を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出して、その事

業継続力強化支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。 

２ 二以上の商工会又は商工会議所（同一の都道府県の区域の一部をその地区の全部又は一部とす

るものに限る。）がその事業継続力強化支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、

当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村（当該都道府県の区域内にあるもの

に限る。）と共同して、事業継続力強化支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 

３ 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者
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と連携して事業継続力強化支援事業を実施することが当該事業継続力強化支援事業の効果的か

つ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して事業継続

力強化支援事業を実施する者とする事業継続力強化支援計画を作成し、第一項の認定を申請する

ことができる。 

４ 事業継続力強化支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 事業継続力強化支援事業の目標 

二 事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

三 事業継続力強化支援事業の実施体制 

四 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を

実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項 

イ 当該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 

ロ 当該者との連携に関する事項 

５ 前項第三号に掲げる事項には、第七条第五項に規定する経営指導員（小規模事業者に対して事

業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として

経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。）による情報の提供及び助言に係る実施体制に

ついても記載するものとする。 

６ 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業継続力強化支援計画が

次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

一 第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 

二 第四項第三号から第五号までに掲げる事項が事業継続力強化支援事業を確実に遂行するた

めに適切なものであること。 

７ 都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定

に係る事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に当該認定をした旨を

通知するものとする。 

 

（事業継続力強化支援計画の変更等） 

第六条 前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る事

業継続力強化支援計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 

２ 都道府県知事は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化支援計画（前項の規定による変更の

認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化支援計画」という。）が、同

条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定事業継続力強化支援計画に

従って事業継続力強化支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことが

できる。 

３ 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。 

 

（経営発達支援計画の認定） 

第七条 商工会又は商工会議所は、関係市町村と共同して、小規模事業者を支援する次に掲げる事

業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営

の発達に特に資するもの（以下「経営発達支援事業」という。）についての計画（以下「経営発達
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支援計画」という。）を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出

して、その経営発達支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。 

一～四 （略） 

２ 二以上の商工会又は商工会議所がその経営発達支援事業を共同して実施しようとする場合に

あっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村と共同して、経営発達支

援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 

３ 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者

と連携して経営発達支援事業を実施することが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施

のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して経営発達支援事業を実

施する者とする経営発達支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。 

４ 経営発達支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一～四 （略） 

五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経営発達支援事業を実施す

る者とする場合にあっては、次に掲げる事項 

イ 当該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 

ロ 当該者との連携に関する事項 

５ 前項第三号に掲げる事項には、経営指導員（小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、

小規模事業者に対して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者とし

て経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。）による情報の提供及び助言に係る実施体制

についても記載するものとする。 

６ 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営発達支援計画が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

一 第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 

二 第四項第三号から第五号までに掲げる事項が経営発達支援事業を確実に遂行するために適

切なものであること。 

７ 経済産業大臣は、第一項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければな

らない。 

８ （略） 

 

（経営発達支援計画の変更等） 

第八条 前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る経

営発達支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 

２ 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る経営発達支援計画（前項の規定による変更の認定が

あったときは、その変更後のもの。以下「認定経営発達支援計画」という。）が、同条第六項各号

のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定経営発達支援計画に従って経営発達支援

事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

３ 前条第六項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 

 

（中小企業信用保険法の特例） 

第九条 認定事業継続力強化支援計画において事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経
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営発達支援計画において経営発達支援事業を実施する者とされた一般社団法人（その社員総会に

おける議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第二条

第一項の中小企業者が有しているものに限る。）若しくは一般財団法人（その設立に際して拠出

された財産の価額の二分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。）又は

特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人（そ

の社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企

業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。）（以下この条において「事業実施一般

社団法人等」という。）であって、当該認定事業継続力強化支援計画又は当該認定経営発達支援計

画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金に係る中小企業

信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、

当該事業実施一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条

の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第

三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商工会及び商

工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成五年法律第五十一号）第六条第二項の認

定事業継続力強化支援計画又は同法第八条第二項の認定経営発達支援計画に従った事業継続力

強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。 

 

（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関

する協力業務） 

第十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業継続力強化支援計画に基づき事業継続力

強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画に基づき経営発達支援事業を実施する者

の依頼に応じて、その行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する情報の提供そ

の他必要な協力の業務を行う。 

 

（報告） 

第十一条 都道府県知事は、認定事業継続力強化支援計画に係る事業継続力強化支援事業の実施状

況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。 

２ 経済産業大臣は、認定経営発達支援計画に係る経営発達支援事業の実施状況について、当該認

定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。 

 

第十二条・第十三条 （略） 

 

（罰則） 

第十四条 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に

処する。 

２ 商工会又は商工会議所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会又は商工会議所の

業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会又は商工会議所に

対して同項の刑を科する。 
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■商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則 

（平成５年通商産業省令第４４号）（抄） 

※現在、調整中です。 

 

■小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会

議所及び日本商工会議所に対する基本指針 

 （令和元年●月●日、経済産業省告示第●号） 

※現在、調整中です。 

 


