経営発達支援計画の概要
実施者名
(法人番号）
実施期間

目標

事業内容

連絡先

彦根商工会議所（法人番号 ８１６０００５００４９８０ ）
2018 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日
① 事業者の経営改善に繋げるため、各種支援施策を活用して伴走型支援をおこなう。
② 経営計画策定の必要性を事業者に理解させると共に、計画の実現に向けた伴走型
支援をおこなう。
③ 地域経済の安定的発展のため、「創業」と「事業承継」を積極的に支援する。
④ 事業者への伴走型支援をおこなうため、職員の資質向上を図る。
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
管内の小規模事業者の景気動向を把握すると共に、他機関の調査データ、関係機関
との定期的な情報交換を活用し、地域特性に応じた事業計画策定や課題解決に向けた
支援をおこなう。
２．経営状況の分析に関すること
ローカルベンチマークやＳＷＯＴ分析・ＡＢＣ分析等の手法を用い、金融機関や外
部専門家と連携し、個社の内部状況、経営課題を把握すると共に事業者へフィードバ
ックする。
３．事業計画策定支援に関すること
金融機関や他支援機関と連携し、事業計画策定セミナーを開催し、創業者並びに既
存事業者の事業計画の策定を推進する。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること
四半期に一回程度の定期的な面談により、事業者へフォローアップをすると共に、
経営指導員会議で情報共有し、事業者間の意見交換会や専門家によるフォローアップ
を実施する。
５．需要動向調査に関すること
業種別の業界情報等の外部データや、商圏検索ソフトを活用してその商品・サービ
スの需要動向を把握すると共に、外部専門家の指導を仰ぎながら展示会等出展時にア
ンケート調査を実施し、効果的なプロモーション活動に繋げる。
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
各種見本市・展示会への出展支援や、合同プレスリリース会、併せて販路開拓に有
効な各種ＰＲセミナーを開催するなど、新たな販路開拓に努める。
また、JETRO との連携による海外販路開拓の支援をおこなう。
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組
観光資源が豊富にあることから、交流人口の増加を図るため、行政・観光協会等と
のより一層の連携を図る。
彦根商工会議所 中小企業相談所
[住 所]：〒522-0063 滋賀県彦根市中央町３番８号
[電 話]：0749-22-4551 [FAX]：0749-26-2730
[E-mail]：info@hikone-cci.or.jp [U R L]：http://www.hikone-cci.or.jp/

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
Ⅰ．彦根市の現状と課題
（１）彦根市の現状
彦根市は面積 196.87 ㎢、人口 112,711 人、世帯数 46,898 世帯（2017 年 10 月 31 日現
在）の、京都市と名古屋市のほぼ中間に位置する滋賀県東部の中心都市である。
交通アクセスは、JR 東海道線 彦根駅、近江鉄道 彦根駅があり、東海道新幹線 米原
駅から一駅、名神高速道路 彦根 IC 等が通り、特に関西、中部方面の中心都市との交通
利便性が高い。
彦根市は戦国時代を経て関ヶ原の合戦後、
400 年以上にも渡って徳川四天王の一人で
ある井伊家が治政を行ってきた。その地理的
特性から、奈良・京都・大阪への物資や人材
の供給源および中継地、あるいは畿内と東
国・北国とを結ぶ要衝として発展してきた。
東海道・中山道・北陸道が合流する陸上交通
の要衝でもあり、「近江を制する者は天下を
制す」として度々戦乱の舞台となってきた。
市内には、国立大学法人滋賀大学、公立大
学法人滋賀県立大学、聖泉大学、ミシガン州
立大学連合日本センターの大学生・留学生な
ど約 6,000 人が在学する。大規模な都市空襲
を受けなかったことから近世以来の城下町
や宿場町の町並みが比較的保存されている。
2009 年 1 月には、歴史的風致維持向上計画（国土交通省）を認定された。また 2017 年
7 月には、花しょうぶ通り商店街界隈を重要伝統的建造物群保存地区に指定された。
昨今では、国宝・彦根城を始めとして、毎年 7 月に松原水泳場で開催される鳥人間コ
ンテスト選手権大会や、彦根市キャラクターひこにゃん及びご当地キャラ博を通じても
広く知られている。食に関しては滋賀県特産の近江牛、鮎、琵琶鱒、彦根梨、ホワイト
アスパラガスがある。
（２）彦根市の主要な産業の現状
＜工業＞
大手企業としては、戦前から繊維・紡績工場が操業していた（現在は撤退）が、戦後、
電器、タイヤ、アルミニウム缶、電子部品、製薬等の工場誘致がなされた。また、近年
エレベーター工場の本社が移転してきた。
2014 年の事業所数は 180 事業所、従業者数は 9,981 人、製造品出荷額は 5,907 億円で
ある。業種別製品出荷額では生産用機械が 19.8％、電気機械が 16.7％、はん用機械 13.1％
を占め、その他、金属製品、プラスチック、印刷と続く。
１

地場産業は、県内９業種の内バルブ、仏壇、ファンデーションの３業種がある。
①バルブ
県内最大の地場産業であるバルブは舶用、陸用（産業用）、水道用の３種に分けら
れる。舶用は造船業の景況、水道用は公共投資に依存するところが大きい。硫化物
分散型鉛フリー銅合金鋳物ビワライトを開発し、販売展開している。業界売上は 255
億円（2015 年）。
②仏壇
昭和 50 年に通産大臣による伝統的工芸品の業界第 1 号指定を受けた高級伝統仏壇
産地であるが、若者の宗教離れや生活様式の変化もあり厳しい状況である。業界売
上は 27.5 億円（2015 年）。
③ファンデ－ション
戦前の足袋製造から戦後に女性下着製造へ転換し、デザイン企画、開発、新素材、
縫製技術の高揚を図ってきたが、国内受注は厳しい状況である。業界売上は 29 億円
（2015 年）。
＜商業＞
かつては琵琶湖の対岸からも集客をし、県東北部の商業拠点として発展してきた当市
も、JR 彦根駅前大型店（平和堂アルプラザ彦根店）、芹川以南のロ－ドサイド型新商業
集積地（ベルロード）、JR 南彦根駅前特定商業集積大型店（ビバシティ彦根）など商業
環境が大きく変化してきた。
しかし、城近くでは、街路拡幅事業に伴い住民主導により、1989 年より取り組んだ江
戸時代のまちなみを再生した夢京橋キャッスルロードがある。全長 350m の街路には飲
食店など様々な業種の店が建ち並び、昼間の観光客と夜の地元客も含め年間来街者数は
45 万人を数えた。ＴＭＯ計画事業により町屋風ファサード整備をおこなった花しょうぶ
通り商店街、アーケード改修事業の銀座商店街、リバーサイド橋本通り、洋風ファサー
ド整備を登り町グリーン通り商店街、和を基調としたファサード整備をおいでやす商店
街が実施し、中心商店街の活性化に取り組んだ。
また、市場商店街は、名称を四番町スクエアに変更し、区画整理事業と大正ロマン風
のファサード整備事業、駐車場整備にも取り組み、2006 年 5 月には戦略的中心市街地活
性化補助金の認定を受け、国土交通省と経済産業省の支援により、四番町ダイニングが
オープンした。
小売業の商店数は、2014 年で 770 店、従業者数 6,792 人、年間販売額は 1,262 億円で
ある。
2007 年 3 月～11 月まで開催された国宝・彦根城築城 400 年祭（250 日間）では、彦根
城への入山者数が 76 万人、観光入込客数が 243 万人、また経済波及効果は 338 億円と
推計された。2008 年から毎年開催している「ご当地キャラ博（ゆるキャラまつり）in
彦根」には、全国や海外から 200 以上のキャラクターが集まり、約 10 万人の集客で賑
わい、経済波及効果は約 5 億円と推計している。
2017 年は国宝・彦根城築城 410 年祭を開催中であり、ＮＨＫ大河ドラマ「おんな城主
直虎」の放映による井伊家つながりで、来訪者が増えている。

２

（３）彦根市の課題
＜工業＞
総じて大手工場の業績は堅調であるが、中小企業、小規模事業者は、売上低迷や技術
工不足など深刻な状況下にある。３Ｋ（きつい・汚い・危険）産業と言われる業界では、
依然として人手不足の状態が続いている。
また、経営者の高齢化や事業承継者の不在で、産地継続・技術伝承にも悪影響を及ぼ
している。
＜商業・サービス業＞
大規模店は、近年他府県からの同業者の相次ぐ出店により乱立状態になっている。加
えて、低価格競争や人件費の高騰等により利益率が悪化している。
また、観光シーズンは来街者により飲食業を中心に売上が増えるものの、年間を通じ
た安定的な売上には繋がっていない。
一方の中小店は、昨今の社会環境変化や顧客ニーズに合った品揃えができていない者
が多く、併せて店舗の老朽化が円滑な事業承継の妨げになっている。
また、国道８号をはじめ市内幹線道路の慢性的な渋滞等により、観光客に不快感を根
付かせている。

Ⅱ．小規模事業者の現状と課題
（１）彦根商工会議所の取り組みと小規模事業者支援における課題
当所は、1938 年の設立以来、地域経済総合団体として、地域経済の発展と小規模事業
者の経営改善普及事業に取り組んできた。これまで時代のニーズにあわせて、共同住宅
や各業界組合の設立、大規模施設の設置、中心市街地の活性化事業などを手掛けてきた。
昨今では、集客イベントの開催、日本版ＤＭＯ組織の立ち上げ、小学生英語スピーチコ
ンテスト・プログラミング講座など当所が中心となって地域経済活性化事業をおこなっ
ている。
しかしながら、これまでから特定の職員が担当することが多く、仕事量の偏りも否め
ない。
また、小規模事業者支援においては、各経営指導員の個人スキルに依存している。職
員の間でも事務分掌を重視するあまり、担当業務以外には無関心ということもある。
これらの課題を解決していくためには、業務量、生産性の見直し、事務の合理化を検
討するとともに各職員のスキルアップ、ノウハウの共有化を図ることが必要である。
（２）小規模事業者の現状と課題
彦根市の小規模事業者数の推移は、以下のとおりであるが、2011 年から 2016 年と減
少している。
2011 年
2016 年

事業所数
4,566
4,484

商工業者数
小規模事業者数
会員数
4,144
3,240
1,511
4,013
3,083
1,637
（2011 年・2016 年経済センサスより）
３

業種構成をみると小売業が約 20％を占め、続いて、建設業、他に分類されないサービ
ス業、製造業、飲食業、生活関連サービス業と続く。
また、小規模事業所数は、医療・福祉業、生活関連サービス業、娯楽業が増加してい
るが、他は減少し、特に小売業の減少数が最も大きく、続いて建設業、製造業の順とな
る。小規模事業者数は、減少傾向となっている。
（小規模事業者の業種構成内訳）

建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業
小売業
金融業、保険業
不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育・学習支援業
医療、福祉業
サービス業（他に分類されないもの）
合計

2011 年
2016 年
事業者数 構成比 事業者数 構成比
455
14.0%
425
13.8%
340
10.5%
311
10.1%
2
0.1%
3
0.1%
23
0.7%
23
0.7%
17
0.5%
20
0.6%
152
4.7%
142
4.6%
670
20.7%
599
19.4%
45
1.4%
31
1.0%
247
7.6%
234
7.6%
103
3.2%
105
3.4%
14
0.4%
14
0.5%
324
10.0%
310
10.1%
300
9.3%
317
10.3%
105
3.2%
96
3.1%
101
3.1%
130
4.2%
342
10.6%
323
10.5%
3,240
100%
3,083
100%

事業者数
増減比較
-30
-29
1
0
3
-10
-71
-14
-13
2
0
-14
17
-9
29
-19
-157

当所では、小規模事業者を中心に経営指導員等が巡回訪問、窓口相談をおこない、経
営、金融、労働、取引などの問題に向けて相談・指導をおこなっている。日常の相談・
指導から以下のことが具体的にあげられる。
・売上ＵＰを望むが他の売り先が無い、わからない。
・受注を受けたいが、発注がこない。客が来ないと売り上げが上がらない。
・資格はあるが、顧客の獲得方法がわからない。
・現在事業の先行き不安。
・借入金過多になり、資金がうまく回らない。
・借入金があるため事業がやめられない。
・事業承継や廃業の相談が恥ずかしくてできない。
これらの問題を整理すると、以下のような課題が見えてくる。
①販路開拓、②経営計画、③経営改善、④事業承継

４

Ⅲ．小規模事業者の中長期的な振興のあり方
（１）彦根市総合計画
彦根市では、2011 年～2020 年までの 10 年間を計画期間とした「彦根市総合計画」を
実行中であるが、総合計画の基本構想コンセプトを「風格と魅力ある都市の創造」とし
ている。本計画は、2016 年に後期基本計画を策定し、以下の取り組みとしている。
①低炭素を意識した持続可能なまちを築く
②文化財を生かしたまちづくりを進める
③安全で安心な暮らしを守る
④資源を生かした魅力ある産業・交流を創り出す
⑤次代を担う健やかな子どもを育てる
⑥定住自立圏の連携を深める
⑦国民体育大会等を契機にスポーツを通した魅力あるまちを築く
⑧しごと・ひとの創生を図り、まちを活性化する
（２）彦根市まち・ひと・しごと創生総合戦略
彦根市の上位計画「彦根市総合計画」を具体化し、補完する位置づけで「彦根市まち・
ひと・しごと創生総合戦略」が 2015 年～2019 年度を計画期間に策定された。本計画の
基本目標を以下に示す。
①魅力ある安定した雇用が生まれるまちづくり
②次代を担う子どもたちを安心して産み、育てることのできるまちづくり
③若者のチャレンジにより、新しい人の流れが生まれるまちづくり
④時代に合った地域の中で、安心な暮らしを守るまちづくり
（３）小規模事業者の中長期的な振興のあり方
彦根市の計画においては、将来的に人口減少も見込まれることから、定住人口の減少
に歯止めをかけ、交流人口を増加させることや雇用の確保を図ることを掲げている。
また、仕事と子育てが両立できるまちづくりを進め、人口減少に歯止めをかけること
を目論んでいる。
市内には 3 つの大学があり、若者がチャレンジできるまちづくりを進めていくことや
彦根らしい多極的なコンパクトシティの形成、安心して暮らせるまちづくりの推進を目
指しており、当所管内の小規模事業者にとって人材確保や働きやすい環境づくりが期待
できる。
滋賀県においても 2015 年に「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」を策
定し、産業人材育成・確保プロジェクトには、ビッグデータを扱う滋賀大学データサイ
エンス学部との連携など新たな産業を担う人材の育成を取り上げている。
このような市や県の計画を見据え当所としては、2016 年に滋賀大学において日本初の
データサイエンス学部が新設されたのを機に、当所と滋賀大学が中心となり「びわ湖デ
ータサイエンス・イニシアティブ構想」を提案し、学生の起業促進と知の集積をめざし
た「彦根バレイ」の形成を目指す。本構想の主な事業は以下のとおり。
①データ分析力、AI 技術力に秀でた社会人の創出
②日本の未来を担う子どもたちのデータサイエンス力の育成
５

③学生、社会人に対する起業家（アントレプレナー）の育成教育
④情報関連ベンチャー支援や製造業等の高度化研究支援の展開
⑤地域企業との様々な共働と連携創出
2024 年には、国民体育大会が滋賀県で開催され、当市が開会式などを始め陸上競技な
どのメイン会場となることから、小規模事業者にとって様々な受注に期待がかかる。
2027 年には、「国宝・彦根城」が世界遺産登録を果たし、来訪者が現在の年間 300 万
人を 2 倍の 600 万人とし、外国人観光客を始めとした訪問外国人が 60 万人訪れること
を目標とする。
彦根市は、観光都市と言われつつも観光のみで成り立つ小規模事業者はごく少数であ
る。しかしながら世界遺産登録の事業効果は、観光、飲食、宿泊、サービスのみならず、
交通、建設などの事業者にも及ぶと推察される。
以上のような彦根市の中長期的展望をふまえ、小規模事業者も自ら事業計画を策定
し、計数管理のできる事業者を育成するシステムの創出、滋賀大学データサイエンスセ
ンターのビッグデータの利活用、老舗小規模事業者と引き継ぎ事業者が簡単にマッチン
グできるシステムの構築を目指すことが必要である。

Ⅳ．経営発達支援事業の目標
上述のⅠ～Ⅲをふまえ経営発達支援事業の目標を以下の 4 項目とする。
① 事業者の経営改善に繋げるため、各種支援施策を活用して伴走型支援をおこなう。
② 経営計画策定の必要性を事業者に理解させると共に、計画の実現に向けた伴走型
支援をおこなう。
③ 地域経済の安定的発展のため、「創業」と「事業承継」を積極的に支援する。
④ 事業者への伴走型支援をおこなうため、職員の資質向上を図る。
Ⅴ.目標の達成に向けた方針
上記の支援事業の目標の達成に向けて、以下の具体的な内容及び方針で取り組む。
① 彦根景気動向調査の実施や他機関調査データ等を活用し、小規模事業者の景気動
向を把握すると共に、各種支援施策を活用し経営改善の支援をおこなう。
② 各種分析ツールを活用して、小規模事業者が自らの経営実態を認識すると共に、
経営計画の必要性を理解し、その計画の実現に向けた伴走型支援をおこなう。
③ 創業者には、経営計画策定セミナーの開催並びに、日本政策金融公庫・地元金融
機関との資金調達・新商品開発等の経営支援を行い、事業承継を希望する者には、
事業承継引継センターとの協働による案件発掘等をはじめとする各種支援をおこ
なう。
④ 日々の経営支援業務において、専門家派遣時の帯同や各種研修会への積極参加を
促し、日本商工会議所検定試験や国家試験への受験を勧奨すると共に合格時には
当所が報奨金付与するなど、経営指導員等の資質向上を図る。

６

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（2018 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日）
（２）経営発達支援事業の内容
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】
＜現状と課題＞
現在当所では、滋賀銀行のシンクタンク㈱しがぎん経済文化センターより、四半期毎
に滋賀県内企業動向調査の結果を入手し、当所会報誌に地域経済データとして掲載し、
小規模事業者などへ情報提供をしている。
また、彦根公共職業安定所業務月報より県・市の雇用情勢データも同様の方法で情報
提供している。
ただ、この情報を小規模事業者がどのように活用されているかは、効果測定などをお
こなっていないので分からない。
また、小規模事業者は、業種・業態によって、必要な情報は違うため個別に情報提供
することも課題となっている。
＜改善方法＞
地域の経済動向調査の報告を引き続き小規模事業者へ当所会報誌に掲載することに
加えて、ウェブサイトでも会員・非会員を問わず閲覧できるようにする。また、小規模
事業者が必要としている情報を個別に提供できるように業種・業態にマッチした内容と
していく。
調査結果は、所内で経営指導員・職員が共有し、小規模事業者の経営分析支援、経営
計画作成支援等に活用する。
＜事業内容＞
（１）彦根景気動向調査
管内の小規模事業者の景気動向をタイムリーに把握し、適切な経営支援をおこなうた
めに、当所が独自に調査し、その結果を所内で経営指導員・職員が共有する。経営指導
員等が巡回・窓口指導時に小規模事業者に情報提供し、経営に役立てる。調査結果は、
巡回指導・窓口相談、会議等で直接小規模事業者に提供する他、当所会報誌とウェブサ
イトに調査報告として年１回掲載する。
また、地域メディア・行政・シンクタンク等へも情報提供し、広く小規模事業者への
情報提供を図る。

７

目的
実施主体
調査内容

当所が、地域の実情に即した調査をおこない、経営計画や事業計画を策定する
上での指標とし、事業目標を設定する。
彦根商工会議所
6 業種（製造業、建設業、小売業、サービス業、飲食業、大型店舗）ごとに調査
票への記述回答方式で、管内事業所 200 社を対象とした調査を年 1 回実施。
①景気、②今後の見通し、③売上高、④純利益、⑤諸経費、⑥客数、⑦客単価、
⑧従業員数、⑨資金繰りについて、それぞれ 1 年前との比較で景況感を把握
内容

彦根景気動向調査の実施回数

現状
－

2018
年度
１回

2019
年度
1回

2020
年度
1回

2021
年度
1回

2022
年度
1回

（２）他機関調査データの活用
他機関の調査データの中で、小規模事業者の経営環境に役立つ情報について取りま
とめ、巡回・窓口相談等で提供する。
目的
活用する情報

小規模事業者に、地域経済の動向やその他情報提供を行うことで、事業者を
取り巻く環境を認識する。
滋賀県商工政策課「経済指標からみる県経済の動向」（四半期毎）
日本政策金融公庫総合研究所「景気動向調査」
（四半期毎）
㈱しがぎん経済文化センター「県内経済概況」
（四半期毎）
㈱帝国データバンク「週刊帝国ニュース京滋版」 （毎週）
㈱東京商工リサーチ「TSR 情報」
（毎週）
内容

滋賀県商工政策課
日本政策金融公庫総合研究所
㈱しがぎん経済文化センター
㈱帝国データバンク
㈱東京商工リサーチ

現状
4回
4回
4回
48 回
48 回

2018
年度
4回
4回
4回
48 回
48 回

2019
年度
4回
4回
4回
48 回
48 回

2020
年度
4回
4回
4回
48 回
48 回

2021
年度
4回
4回
4回
48 回
48 回

2022
年度
4回
4回
4回
48 回
48 回

（３）関係機関との定期的な情報交換
関係機関との情報交換をおこなうことで、当地域の情報（業種ごとの貸出状況、与信、
補助金活用実態等）と、当所が分析した情報の交換を実施する。交換した情報は、内部
資料として、経営指導員等が小規模事業者・創業者の事業計画策定や販路開拓、資金調
達や補助金申請の参考として活用する。
関係機関：彦根市役所、日本政策金融公庫、滋賀銀行、滋賀中央信用金庫、他地元金
融機関、滋賀県信用保証協会、JETRO 滋賀貿易情報センター
内容

現状

関係機関との情報交換の実施回数

3回

2018
年度
6回

８

2019
年度
6回

2020
年度
6回

2021
年度
6回

2022
年度
6回

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
＜現状と課題＞
これまでの巡回・窓口相談では、経営一般や金融、労務、取引等に関して、小規模事
業者からの希望に応える受動的な対応が主流となっている。
金融相談では、経営者の高齢化や後継者不在も多く、前向きな融資ばかりでない状況
でもある。
また、長年の経験と勘に頼っている経営者に対する経営改善計画などが策定できてい
ない。
＜改善方法＞
小規模事業者が自社の現状を正しく認識し、将来像の予測精度を向上することで、事
業の発展のために最適な意思決定を行うことができるように、経営指導員等が経営状況
の分析を支援し、なおかつ効果的なアドバイスを行うことで、課題解決を図る。
また、小規模事業者のうち、地方圏では 65 歳以上の経営者は約３割を占め、今後数
年で、多くの小規模事業者が事業承継のタイミングを迎えるとみられている。自社の経
営分析をすることで、スムーズな事業承継を図る。
＜事業内容＞
（１）経営指導員等による経営状況の分析
管内の小規模事業者の内、自社で課題の把握や解決ができない事業者、事業承継を予
定している事業者、融資推薦先を対象とする。
主に経営指導員による巡回・窓口相談対応、また各種セミナー開催を通じて、事業計
画策定につながるよう経営分析の必要性や重要性を周知する。
また、経済動向調査結果を活用しながら、事業者の内部状況（決算推移、内部資源（強
み・弱み等）、実感景況（事業機会・近隣競合等））を分析し、課題解決に向けた伴走型
支援を実施する。なお、分析の結果を事業者に示すことで、事業者自身が成果確認する
と共に、今後の取組における方向性を共有する。
小規模事業者に対する経営分析として、統一された指標を設定し、支援サービスの均
一化を図る。具体的には以下の①～③の方法で、地域の小規模事業者の経営状況分析を
支援する。
① ローカルベンチマーク
経営指導員等による巡回・窓口相談時に統一した分析・指導ができるように「ロ
ーカルベンチマーク」を基本ツールとして活用する。簡単なエクセルシートに業種・
資本金・従業員数を入力することで企業規模に応じた基準値をもとに分析結果が表
示され、財務内容を入力することにより客観的な判断のできる分析結果が導き出せ
る。業種規模に応じた基準値との比較が容易であり、自社の業界平均との差が明確
に把握できる。また、非財務ヒアリングシートを活用することにより、事業者の現
状認識、将来目標が明らかになり、今後の課題も明確になる。

９

項目：ローカルベンチマークにより、以下の項目が分析・把握できる。
財務分析
①売上増加率
②営業利益率
③労働生産性
④EBITDA 有利子負債倍率
⑤営業運転資本回転率
⑥自己資本比率
② ＳＷＯＴ分析
これまでの巡回や窓口相談時に行ってきた分析項目に加えて、商品やサービスの
内容、保有するノウハウ、顧客、取引先などの経営資源を整理し、ＳＷＯＴ分析を
活用し、強み、弱み、機会、脅威を抽出する。これにより、強みをより強化するこ
とで他社との差別化を図り、新たな顧客を獲得するための術を考察する。
③ ＡＢＣ分析
自社で扱う商品ごとの販売シェアを把握することで、商品の厳選や利益率向上を
行う。これにより、自社への顧客ニーズが把握でき、効果的なプロモーション活動
に繋げる。
（２）フィードバック
分析した結果は事業者に情報提供する。これにより、事業者が客観的に経営状況
を把握でき、取り組み成果を確認する際に「見える化」が可能となる。
（３）課題解決策の提案
①経営指導員等による課題解決策の提案
顕在化した経営課題に対しては、原則として経営指導員等が具体的な課題解決策
をアドバイスする。課題解決にあたっては「３．事業計画策定支援に関すること」
に記載する事業計画策定を提案し、一時的なアドバイスで終わることなく、課題が
解決されるまで伴走型支援を実施する。
また、専門的な知識が必要となる課題に対しては、外部専門家と連携し、分析や
課題解決のための提案等を行う。その際、経営指導員等はこれらの専門家に帯同し、
指導ノウハウを習得するとともに、相談後のフォローアップを担う。
②経営指導員等会議による情報共有
経営分析した結果は、経営指導員等会議で共有し、担当の経営指導員等が一人で
は解決しづらい経営課題を多面的に検討し、事業者が今後の事業計画の策定に繋げ
られるよう組織ぐるみで支援していく。
また、経営分析結果は、経営カルテ（データベース）を活用して、経営指導員等
及び一般職員がいつでも閲覧できるようにする。

１０

＜目標＞
経営実態の把握や分析を目的とした、経営指導員等による巡回・窓口指導を実施する
ことにより、経営分析に取り組むべき事業所の増加を図る。
支援内容
経営指導員等による経営分析件数

現
状
－

2018
年度
16 件

2019
年度
16 件

2020
年度
28 件

2021
年度
28 件

2022
年度
28 件

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
＜現状と課題＞
従来の小規模事業者に対する事業計画の策定支援は、小規模事業者持続化補助金など
の補助金申請を通じての支援を行うなど、事業者からの支援申請に基づいて受動的に対
応するにとどまっていた。
一方で、小規模事業者が自社の現状と課題を認識し、将来像を設定し自ら経営意識を
変化させることが重要であり、具体的に目標を設定し自らのビジネスモデルの再構築並
びに、顧客ニーズや自社の強みを活かした事業計画に基づく実行こそが求められてい
る。
支援機関である当所としても、受動的な対応から脱却し、窓口相談等においても積極
的にビジネスモデルの構築に向けて取り組んで行くことが必要である。
また、対応する職員の経験や支援手法に差があるため、統一した支援方法を取り入れ
ることにより、経営指導員等間での情報共有をスムーズにすることが必要となる。
＜改善内容＞
小規模事業者に対して、経営計画の策定やビジネスモデルの再構築の必要性を周知す
ると共に、事業者が持続的に遂行できるよう実現可能性の高い事業計画として作成を支
援する。
これらは決して各種補助金申請書類の作成が目的ではなく、実行・検証することが目
的であることを事業者に理解させるように努める。
また、共通の支援ツール（ＳＷＯＴ分析、ＡＢＣ分析等）を用いることにより事業所
情報の蓄積並びに個々の支援事例について、定期的な情報交換を行うことにより、所内
で情報共有する。
＜事業内容＞
（１）既存事業者向け支援
①対象者
「１．地域の経済動向調査に関すること」で記述した景気動向調査等について情
報提供をし、「２．経営状況の分析に関すること」における経営状況の分析を実施
した事業者。
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②事業計画策定セミナーの開催・周知
初めて事業計画を策定する事業者だけでなく、再構築する事業者を対象として、
事業計画書の作成方法を学ぶセミナーを実施する。セミナーでは、計画経営の必要
性などを周知するとともに参加者向けに個別相談会を実施し、より密度の濃い事業
計画策定に繋げる。
事業計画策定セミナーの集客については、当所ウェブサイトで周知するだけにと
どめず、彦根市広報誌や地方紙などの新聞各社へのプレスリリース、地元ＦＭ放送
局を始めとするマスメディア、更には日本政策金融公庫、滋賀銀行、滋賀中央信用
金庫などの金融機関を通じて周知することにより、広く事業者へ呼びかける。
③事業計画の策定支援内容
事業計画については、Ａ．自社の商品開発・販路開拓計画、Ｂ．事業計画、Ｃ．
事業承継に向けた計画などの事業者のニーズに合わせたものを策定支援する。
Ａ：商品開発・販路開拓計画
自社製品の売上割合についてＡＢＣ分析を行い、今後力を入れて取り組むべき製
品を絞るとともに、過剰発注の有無や在庫管理の見直しを行う。また、現在取り組
んでいる販路拡大の取組み成果について精査する。事業計画策定から商品開発、販
売までの各過程において、ワンストップで対応する。
Ｂ：事業計画
小規模事業者の単年度計画、中期計画、経営力向上計画など、事業計画の策定支
援を実施する。「４．事業計画策定後の実施支援」でその計画の進捗管理をできる
よう、実行計画表を作成するなど具体性を持たせる。
Ｃ：事業承継に向けた計画
現在、多くの小規模事業者の高齢化が進み、事業承継という大きな経営課題に直
面している。
それら事業承継の問題に直面している事業者に対し、事業承継計画の策定を支援
する。事業承継計画では、税務・資産の承継計画だけでなく、事業をどのように継
続していくかも計画化する。また、創業者とのマッチングについても検討し、小規
模事業者数の減少に歯止めをかけるとともに、経営資源（技術・顧客・従業員）の
有効活用を見据えて支援する。
また、事業承継については、後継者の育成等も想定し、5年～10年程度の期間を要
する。
（２）創業者向け支援
①対象者
これから創業しようと考えている者もしくは創業して１年未満の者
②事業計画策定セミナーの開催・周知
創業希望者がいつでも相談できるよう従来からワンストップ窓口を設置してお
１２

り、相談者へは、創業計画の策定支援もしくは事業計画策定セミナーを案内する。
セミナーの集客については、当所ウェブサイトで周知するだけにとどめず、彦根
市広報誌や地方紙などの新聞各社へのプレスリリース、地元FM放送局を始めとする
マスメディア、更には日本政策金融公庫、滋賀銀行、滋賀中央信用金庫などの金融
機関を通じて周知することにより、広く市内外に広報をおこなう。
③創業計画の策定
創業計画策定は、創業後の軌道が乗るまでの成功率を高めることを目的とする。
創業時のビジネスモデル構築支援だけでなく、特に重要な要素である売上を獲得す
る仕組み（マーケティング計画）についても支援する。
＜目標（既存事業者向け・創業者向け支援）＞
現状

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

－

1回

1回

2回

2回

2回

既存事業者

－

8者

8者

16 者

16 者

16 者

創業者

－

4者

6者

12 者

14 者

16 者

－

8件

8件

16 件

16 件

16 件

－

2件

3件

6件

6件

6件

－

4件

4件

4件

4件

4件

支援内容
事業計画策定セミナーの開催回数
事業計画策定セミナ
ーの参加事業者数

事業計画策定件数

セミナー参加・
既存事業者
セミナー参加・
創業者
窓口・巡回対応

※事業計画策定件数は、商品開発・販路開拓計画、中長期計画等各種計画を合計した件数。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
＜現状と課題＞
現状は事業計画の策定に留まることが多く、小規模事業者から相談があった場合のみ
対応するなど、計画の進捗状況の把握とフォローアップが不十分であった。
課題としては、支援体制の明確化と計画的なフォローアップがあげられる。
＜改善内容＞
今後は、小規模事業者の事業計画策定から関わることで、目的達成や課題解決のため
に事業計画を策定した事業者に対して、年４回以上の巡回や窓口相談を実施する。その
際には、国・県等の支援施策の情報提供や日本政策金融公庫等の融資制度等の活用促進
をすると共に、必要に応じて中小企業診断士等の専門家を派遣するなど、定期的・継続
的に支援を実施する。
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＜事業内容＞
（１）経営分析を経ての短期計画・即効性の高い取り組みを実施
小規模事業者は「計画策定の着手前であることが多い」ということを強みと捉え、
「２．
経営状況の分析に関すること」における経営状況の分析・ＡＢＣ分析を実施した事業者
に対して、個社の過剰発注・在庫管理について分析し、ロスを解消することにより即効
性の高い利益改善を短期計画として実行する。
（２）職員担当制による小規模事業者へのフォローアップ
事業計画の策定支援に携わった経営指導員等が、策定後も継続してその実施状況につ
いて、年4回（四半期毎）の巡回訪問等により事業計画の進捗状況の確認をおこなう。
また、訪問時に事業計画の変更や新たな課題・問題点がないかを確認し、適宜修正を
実施し、個社の状況に合せたフォローアップをおこなうことで、事業計画の実効性を高
める。
（３）専門家によるフォローアップ
①専門家派遣
フォローアップにあたる経営指導員等が特に専門的な知識が必要と判断する場合
には、中小企業診断士やミラサポ、よろず支援拠点等と連携し、専門家を帯同した
継続した支援をおこなう。
②事業承継計画に関して
事業承継計画の策定においては、事業者と後継者のマッチング、事業の引き継ぎ
先などを探索することが必要となる。そこで、滋賀県事業引継ぎ支援センターと連
携し、Ｍ＆Ａ支援や後継者マッチングなどを実施する。
③創業者支援
創業者は、経営ノウハウの蓄積がなく不安定な経営もやむを得ない場合が多く、
他支援機関や専門家との連携により事業の実現化並びに安定化に向けた支援をおこ
なう。
＜目標＞
事業計画を策定した事業者（既存事業者・創業者）に対しては、フォローアップ回数
を設定し、定期的（四半期毎の年4回を基本とする）な巡回訪問等による支援を実施す
る。また、必要に応じて訪問回数を増やすなどして計画状況の確認、修正をおこなう。
現状

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

事業計画策定件数

－

12 件

12 件

20 件

20 件

20 件

フォローアップ回数

－

48 件

48 件

80 件

80 件

80 件

事業計画策定件数

－

2件

3件

6件

6件

6件

フォローアップ回数

－

8件

12 件

24 件

24 件

24 件

支援内容
既存事業者

創業者

１４

５．需要動向調査に関すること【指針③】
＜現状と課題＞
当市における小規模事業者は、長年の経験や勘に頼り、計画的ではなく場当たり的に
事業活動を行ってきた傾向が強い。そのため、自社商品・サービスと、実際の消費者ニ
ーズにずれが生じて、せっかく需要があり、ビジネスチャンスの芽があったとしても、
好機を逃している事例が多い。特に近年では、需要（傾向や流行）や地域経済環境の変
化のスピードが速くなっており、費用面、人的資源、知識・情報不足等の理由により、
需要動向調査を実施できている小規模事業者は非常に少ない。
また当所においても、十年前に消費者へのアンケートを実施したことがあるが、最近
は全く行っていない。また、年 4 回、滋賀銀行シンクタンクによる滋賀県内企業動向調
査の結果を入手し、当所会報誌や経営指導員の個別相談にて小規模事業者へ提供してい
るが、その後どのように各個社の事業活動に活用できているかを把握するまでには至っ
ておらず、効果的に活用されているとは言い難い。
＜目的・今後の取り組み＞
最新の需要動向を当所が収集・整理・分析し、小規模事業者へデータとして提供する。
これにより、これまでの経験・勘に頼ってきた小規模事業者へ「マーケットイン」の考
え方を浸透させ、今後の商品・サービスの販売戦略に活用できるようにする。
具体的には、狭義の需要動向調査として、特定個社（特定商品、特定店舗）の需要動
向を調査支援するとともに、広義の需要動向調査として、見本市・展示会出展時のアン
ケート調査（対事業者・対消費者）を実施する。
そして、提供後には、具体的にどのように事業活動に活用されたのか、定期的に測定
をおこない、効果を数値で示して事業者にフィードバックして、次の展開・取り組みに
つなげる。
＜実施内容・方法＞
（１）事業計画策定時の需要動向調査（狭義の需要動向調査）
小規模事業者の多くは、需要動向調査のノウハウがなく、実施もしていないため、事
業計画策定時に経営指導員等が以下の内容・方法にてフォローする。
支援対象
調査内容
活用方法

事業計画を策定するもしくは事業計画をブラッシュアップする小規模事業者
日経テレコン、業種別業界情報、業種別審査辞典、J-NET21 等の外部データや
成功事例から類似の商品等の重要動向を取得する。
経営指導員等が事業計画策定支援において、売り上げ計画算出の根拠とする。

（２）商圏調査（狭義の需要動向調査）
小規模事業者が単独で商圏調査を実施するのは費用面・人的資源不足等により非常に
難しい。そこで、滋賀県の公的支援機関である滋賀県産業支援プラザと連携して、商圏
マップ（商圏分析システム）を活用して基本的統計情報、競合状況等の調査をおこない、
事業者に調査レポート・分析結果等を提供する。
また、より高い精度で詳細な地域を調査する場合は、民間の商圏分析システムで評価
１５

も高い商圏検索ソフト（マケプラ※）と当所が契約し、事業者に情報を提供する。
支援対象
調査内容
活用方法

商圏（マーケティング）調査に取り組む小規模事業者
人口・世帯等基本的統計情報、競合状況、居住者のライフスタイル、他の地域
との比較等。
経営指導員等と専門家が共同で分析を行い、新規顧客開拓等、新たなビジネス
チャンスを見出すための資料とする。

※マケプラとは、マーケットプラットフォームの通称で、地域にどんなライフスタイ
ルの人が住んでいるか、どんな業種の店舗・施設が何件あるかなど、全国の様々な商
圏（マーケット）を簡単に検索できる有料サイトのこと。商圏レポートがパソコンさ
えあれば容易に作成できるため、事業者の求めに応じて即応が可能というメリットが
ある。Web レポートは、マケプラを運営する企業による、より詳細なレポートを作成
できるサイトである。
（３）見本市・展示会出展時のアンケート調査（広義の需要動向調査）
各種見本市・展示会出展時に出展ブース訪問者等を対象に、出展者の事業内容に合わ
せて、①BtoB、②BtoC の 2 種類のアンケート調査をおこなう。出展者と当所経営指導員
等が一緒になりアンケート内容（項目等）の作成からおこない、調査結果は分析して、
出展事業者に対して、各事業内容に即した項目・数値を用いて提示し、新規顧客開拓、
商品・サービス開発等に活用させるほか、プロモーション活動にも繋げる。
①BtoB アンケート調査
支援対象
調査内容
活用方法

見本市・展示会に出展して BtoB 取引をする小規模事業者
商品・サービスの技術や機能、価格帯、今後のトレンド、求める取引先等
経営指導員等と専門家が共同で分析を行い、事業者にフィードバックして、新
規顧客開拓等、新たなビジネスチャンスを見出すための資料とする。

②BtoC アンケート調査
支援対象
調査内容
活用方法

見本市・展示会に出展して BtoC 取引をする小規模事業者
商品の技術や機能、価格帯、今後のトレンド、求める取引先、パッケージデザ
イン、商品ニーズ、購入希望等
経営指導員等と専門家が共同で分析を行い、事業者にフィードバックして、新
規顧客開拓、商品価格帯・パッケージ・ネーミング等検討の参考にする資料と
する。
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＜目標＞
内容
事業計画策定時の需要動向調査（支援対
象事業者数）
商圏調査（支援対象事業者数）
見本市・展示会出展時のアンケート調査
（支援対象事業者数・アンケート回収
数）

現状

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

15 者

20 者

25 者

30 者

35 者

40 者

－

10 者

15 者

20 者

25 者

30 者

4者
40 件

6者
300 件

8者
400 件

10 者
500 件

12 者
600 件

15 者
750 件

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】
＜現状と課題＞
経営資源が乏しく商圏が狭い小規模事業者にとって最も重要な経営課題である新た
な需要の開拓については、当所としてこれまで、目新しい商品・サービス等の PR とし
て当所会報誌への掲載、各種メディアへの情報発信等の機会提供をおこなってきた。ま
た、個別では、経営指導員の巡回指導・窓口相談にて対応してきた。
各種見本市・展示会については、開催情報を収集・提供することで、実際の出展につ
ながった事例もあったが、そこまでに留まっている。
他には、全市的な観光集客イベントにおける、飲食店等の新メニュー開発事業等を積
極的に紹介し、新メニューをきっかけとした新規顧客の獲得等、新たな需要開拓につな
がるよう取り組んできた。
また、最近は小規模事業者持続化補助金における事業計画策定の他、個々の経営指導
員等が事業者間のマッチングをおこなうに留まっている。
しかしながら、具体的にどの程度の需要開拓につながったのか、定量的な効果測定ま
ではできておらず、小規模事業者にどの程度効果があったかは把握できていない。
＜目的・今後の取り組み＞
小規模事業者に対して、新たな需要開拓の機会を提供するとともに、個社の個別課題
に応じたきめ細かい支援をおこなう。
また、事業計画策定時においては、需要（マーケティング）調査を実施して、新たな
需要開拓にも踏み込んで、いつ、どこで、何を、誰に提供するか等明確に定めて、実行
するように促す。
＜実施内容・方法＞
（１）各種見本市・展示会への出展支援
主に商業向けには、国内最大規模である東京インターナショナル・ギフト・ショー（㈱
ビジネスガイド社主催）、世界最大級の旅の祭典であるツーリズム・EXPO・ジャパン（公
社日本観光振興協会等主催）等の見本市・展示会、また、主に工業向けには県内最大規
模の環境をテーマとした滋賀県環境ビジネスメッセ、しがぎんエコビジネスマッチング
フェア、しがちゅうしんビジネスマッチングフェアの情報を、事業趣旨にあった小規模
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事業者に提供し、出展に向けて支援する。
訴求対象は、事業者の事業内容に合わせて、対事業者、対消費者のいずれかとする。
また、単に出展するだけでは効果が低いので、出展する小規模事業者を対象に事前セ
ミナー等を開催してノウハウをしっかり学び出展するよう支援する。また、出展しない
一番の原因と思われる費用面で軽減できるように当所を冠にした合同店舗で出展する。
（２）合同プレスリリース会の開催
優れた商品・サービスを持っていても、経営資源が限られている小規模事業者にとっ
ては、個社でのプロモーションには限界がある。そこで、当所という大きな枠組みにお
いて、販路開拓をめざした合同プレスリリース会を定期的に開催する。各種メディアも
取材しやすく、商品・サービスの魅力をこれまで以上に発信することができる。
支援対象は業種を問わず小規模事業者とし、当所ウェブサイト・SNS、会報誌、経営
指導員等の巡回・窓口相談にて、事前に募集する。
訴求対象は、市内各種メディア（新聞社）等を中心に約 20 社とする。
（３）チラシ・DM 塾等各種 PR セミナーの開催（アナログ PR）
商圏が狭い小規模事業者にとって、販路開拓ではアナログ的ではあるが、いまだにチ
ラシ・DM の効果は大きい。これは全国の小規模事業者持続化補助金の取り組み事例から
も明らかである。ところが、チラシ・DM による販路開拓も経験したことがない事業者も
多い。そこで、チラシ・DM 塾を開催する。
支援対象は業種を問わず小規模事業者とし、当所ウェブサイト・SNS、会報誌、経営
指導員等の巡回・窓口相談にて、事前に募集する。
訴求対象は、事業者の事業内容に合せて対事業所、対消費者のいずれかとする。
（４）WEB・SNS 塾等各種 PR セミナーの開催（デジタル PR）
上記（３）のアナログ的な販路開拓がある一方で、昨今の PR 手段に欠かせないのは、
WEB、SNS 等の IT 活用であることは間違いない。特に経営資源が限られる小規模事業者
にとっては重要となっている。当所では、これまで単発の SNS 活用セミナー、WEB サイ
ト作成セミナー等をおこなってきたが、実施後の効果測定・フォローまでは至っていな
い。
そこで、各種媒体を点から線、面へとつなげるように WEB や SNS（Facebook、Instagram
等）を組合せた活用や、デジタル写真撮影技法等の実践的なセミナーを開催する。そし
ていずれも単発で終わらないよう、企画→実施→検証→改善の PDCA サイクルを意識し
ながら経営指導員等がフォローする。
支援対象は業種を問わず小規模事業者とし、当所ウェブサイト・SNS、会報誌、経営
指導員等の巡回・窓口相談にて、事前に募集する。
訴求対象は、事業者の事業内容に合せて対事業所、対消費者のいずれかとする。
（５）JETRO 滋賀貿易情報センターとの連携による海外販路開拓の支援
少子高齢化社会によりあらゆる業界で国内市場が縮小している中、様々なリスク等も
あるものの大きな可能性も秘めている海外への販路開拓については、経営資源の限られ
る小規模事業者にとってはこれまであまり身近ではなかった。そこで、2017 年に全国
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44 番目として当所 1 階に入居され、各種セミナー・説明会の開催等で連携している JETRO
滋賀貿易センターの協力を得て、海外販路開拓の推進に取り組む。
海外 55 ヶ国 74 事務所、国内 46 拠点を有する JETRO のネットワークを活かして、各
種見本市・展示会の紹介、現地における各種調査実施の支援等、様々な販路開拓支援に
取り組む。
＜目標＞
内容

現状

各種見本市・展示会への出展支援（出
4者
展者数）
各種見本市・展示会出展における商談
－
件数・成約件数
合同プレスリリース会の開催（開催
－
数・参加事業者数）
合同プレスリリース会にて提供した情
－
報の各種メディア掲載件数
チラシ・DM 塾等各種 PR セミナーの開 1 回
催（開催数・参加事業者数）
15 者
チラシ・DM 塾等各種 PR セミナーの開
催（参加事業者の取り組み後の売上高
－
上昇率）
WEB・SNS 塾等各種 PR セミナーの開催 1 回
（開催数・参加事業者数）
17 者
WEB・SNS 塾等各種 PR セミナーの開催
（参加事業者の取り組み後の売上高上
－
昇率）
JETRO 滋賀貿易情報センターとの連携
による海外販路開拓の支援（支援事業
－
者数）
JETRO 滋賀貿易情報センターとの連携
による海外販路開拓の支援（開拓後の
－
売上高上昇率）

１９

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

6者

8者

10 者

12 者

15 者

30 件
3件
1回
10 者

40 件
4件
2回
20 者

50 件
5件
2回
22 者

60 件
6件
2回
22 者

75 件
8件
2回
24 者

5件

10 件

11 件

11 件

12 件

1回
20 者

1回
22 者

1回
24 者

1回
26 者

1回
28 者

1%

1%

1%

1%

1%

1回
20 者

1回
22 者

1回
24 者

1回
26 者

1回
28 者

1%

1%

1%

1%

1%

4者

8者

12 者

16 者

20 者

1%

1%

1%

1%

1%

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
＜現状＞
当所においては 1999 年に中心市街地活性化事業を商店街組合等とともにいち早く取
り組んできた。ハード整備事業による施設整備やソフト事業としての各種イベント（彦
根七夕まつり、彦根ゆかたまつり、ご当地キャラ博 in 彦根、まちゼミなど）事業によ
り、集客を得てきた。
また、2007 年には、国宝・彦根城 400 年祭を皮切りに観光振興事業への関わりを推進
してきた。現在 2017 年は、国宝・彦根城築城 410 年祭を開催中であるが、実行委員会
会長を当所会頭が務め、観光事業の振興に注力している。
中長期的に地域経済活性化を目指すべく、2016 年に日本版ＤＭＯ候補法人「一般社団
法人近江ツーリズムボード」を当所が中心となり設立し、「観光地経営」を提唱してい
る。
＜主な具体的な事業＞
2014 年地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト事業の採択を受け、「ひこね新ブラ
ンド開発事業〜「城＋光」・グルメ〜」に取り組んだ。歴史・文化あふれる彦根をさら
に深く知り、訪れていただくことを目的に、江戸期以来 400 年間続く国宝・彦根城をは
じめとする城下町近世遺産（堀、石垣、社寺、足軽屋敷等）と、最先端の LED イルミネ
ーションを組み合わせて、小江戸情緒が香る彦根らしいストーリー性のある夜型観光の
実験調査を実施した。
また、夜型観光の集客に重要な新たなグルメの開発として、「東西の美食文化が交差
し、大名文化を支えた豊かな食文化の再現」を一つのテーマに設定し、滋賀・彦根の名
産である近江牛、近江米、湖魚、地酒、地野菜等を使った開発に向けて様々な調査を実
施した。主な事業は以下のとおり。
①光とアートで発信するブランディング事業
2016 年は、内閣府地方創生加速化交付金の採択を受け「光とアートで発信するブラン
ディング事業」を近隣の多賀町と連携し、「彦根・多賀地域連携組織委員会」を設置し
て、「歴史遺産で発信するものがたり 近江国・彦根市+多賀町」を実施した。彦根城界
隈のライトアップを「城あかり」、多賀町多賀大社周辺のライトアップを「神あかり」
として 10 月～12 月まで開催した。同時に集客イベントとして、野外コンサートを 4 回、
パフォーマンスを 1 回開催するほか、近隣商店街での夜間イベントなどで賑わい創出を
おこなった。
2017 年からは、彦根市補助金を活用し、
「城あかり」事業を多様な外部組織（彦根市・
国宝・彦根城築城 410 年祭推進事務局・彦根城屋形船・
（一社）近江ツーリズムボード・
（公社）彦根観光協会・滋賀県社交飲食業生活衛生同業組合・多賀町・（一社）多賀観
光協会）と連携開催している。

２０

△城あかりでライトアップされる彦根城

△城あかりの告知チラシ

②近江「美食都市」推進プロジェクト事業
2016 年から 3 年計画で地方創生推進交付金の採択を受け、「近江「美食都市」推進プ
ロジェクト」事業を一般社団法人近江ツーリズムボードと連携して実施している。
地域産品の調査・評価を広報プロモーションとして、「近江美食材マップ＆カレンダ
ー」を作成した。
一流料理人による「美食料理セミナー」を彦根市内の料理人に対して、調理施設にて
3 回開催した。
地域食材の利用を促す「フードカー」を 3 台購入し、フードカーレンタルビジネスの
可能性を探った。
3 月には、新規イベントとの連動で「彦根～梅あかりと食の祭典」を彦根城内梅林に
て、梅林のライトアップとフードカーによる食イベントを開催した。

△3 つの仕様があるフードカー

△近江美食材マップ＆カレンダー

△彦根城梅林のライトアップ
２１

③ひこねプレミアム甲冑事業
2015～2016 年度にかけて、井伊家に残る彦根藩 2 代藩主「井伊直孝公」の甲冑をモデ
ルに「ひこねプレミアム甲冑」として研究・試作開発をしてきた。
2016 年度に滋賀県板金組合・彦根仏壇事業協同組合・彦根城博物館などの協力により、
甲冑を１領試作した。
2017 年 2 月には、東京ビッグサイトで開催された合同展示商談会「feel NIPPON 春 2017」
に 2016 年製作甲冑と 2017 年度製作の安価な試作甲冑の 2 領を出展し、顧客調査をおこ
なった。
2017 年商品として完成し、5 月からは販路拡大を彦根仏壇事業協同組合へ委ね、組合
員の小規模事業者がその工程に携わっている。

△甲冑のパンフレット

△展示商談会出展の様子

＜課題＞
行政・観光協会・商工会議所などが催す観光振興イベントは多いが、その団体間の連
携はイベント開催時の一過性に過ぎず、継続的な連携はできていない。
また、国道８号をはじめ市内幹線道路の慢性的な渋滞等により、市民並びに来街者に
不快感を根付かせている。
＜今後の取り組み＞
これまでの観光振興事業の有機的な結合も視野に入れ継続開催し、より一層の連携を
推進させる。
また、国宝・彦根城築城 410 年祭の後継となる「ポスト 410 年祭事業」のあり方につ
いて、実行委員会加盟各団体の意向を踏まえながら議論を加速させていく。
併せて 2024 年に当県で開催される国民体育大会において、当市が開会式を始め陸上
競技などのメイン会場と決定していることから、地元産業界への経済波及や、国道 8 号
バイパスの早期整備に向けた要望活動などによるインフラ整備など、多方面から地域経
済の活性化に取り組んでいく。
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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
当所では管内小規模事業者の持続的発展に資する支援をおこなうために、県内商工会
議所（当所を含めて 7 会議所）をはじめ、行政（滋賀県・彦根市等）、近隣商工会、滋
賀県産業支援プラザ、日本政策金融公庫、地元金融機関、滋賀県事業引継ぎセンター、
JETRO 滋賀貿易情報センター、滋賀県発明協会、近畿税理士会等と支援ノウハウや各地
小規模事業者に関する情報交換、新たな需要に関する情報収集をおこなう。
それにより、管内小規模事業者に有益な支援ノウハウの蓄積および支援や販路に関す
る連携体制を構築し、管内小規模事業者に対する支援事業の円滑な実施に向けた当所の
支援力向上に役立てる。
①県内商工会議所との連携（支援ノウハウ、各地小規模事業者情報）
年に 8 回開催される滋賀県商工会議所連合会主催の経営指導員等研修会におい
て、各地の支援ノウハウ等についての情報交換をおこなう。
効果としては、各地の支援ノウハウを参考にして当所の取り組みのブラッシュア
ップが図れ、小規模事業者支援に活かすことができる。
②行政・近隣商工会・滋賀県産業支援プラザとの連携（最新支援施策、支援ノウハウ、
各地小規模事業者情報、需要動向）
滋賀県米原ＳＯＨＯ関係機関連絡協議会において、滋賀県、彦根市、長浜商工会
議所、稲枝商工会、滋賀県産業支援プラザと年 1 回情報交換をおこなう。
小規模事業者支援策だけでなく、創業者向けの支援施策・ノウハウ、各地の状況
について情報を得て、小規模事業者支援策につなげることができる。
③日本政策金融公庫との連携（支援ノウハウ、各地小規模事業者情報、需要動向、資
金繰り連携）
日本政策金融公庫彦根支店による長浜・彦根・近江八幡・八日市の 4 商工会議所
経営指導員によるマル経協議会が年 2 回開催され、各商工会議所や日本政策金融公
庫の支援状況やノウハウの情報交換をおこなう。
効果としては、最新の金融施策を把握し、地域金融・創業に関する数値データ・
情報を得ることにより、よりきめ細かい小規模事業者支援をすることができる。
また、毎月 1 回日本政策金融公庫定例相談会を開催することにより、当所や金融
に馴染みのない小規模事業者にも、気軽に来所しやすくする。
④地元金融機関・滋賀県中小企業支援課・滋賀県信用保証協会との連携（管内小規模
事業者情報、需要動向、資金繰り連携）
地元金融機関（滋賀銀行、関西アーバン銀行、京都銀行、大垣共立銀行、滋賀中
央信用金庫、りそな銀行、商工組合中央金庫の 7 社）と、滋賀県中小企業支援課、
滋賀県信用保証協会との情報交換を年 1 回おこない、金融支援状況やノウハウの共
有を図る。
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効果としては、各社や行政の金融制度の最新情報を把握することができ、金融面
からの小規模事業者支援策につなげることができる。
⑤滋賀県事業引継ぎ支援センターとの連携（事業承継に関する情報収集・提供・相談）
滋賀県事業引継ぎ支援センターによる個別相談会を当所にて年 4 回開催し、事業
承継をしたい小規模事業者や引き継ぎ先事業所に関する相談、情報交換をおこなう。
効果としては、滋賀県事業引継ぎ支援センターの専門家から、具体的な事業承継
の取り組みに対して支援していただくことができる。また、事業承継希望の小規模
事業者情報、事業引き継ぎ意思のある事業所情報を蓄積することができ、よりスム
ーズな事業引継ぎ支援をすることができる。
⑥各関係機関との連携（支援施策・ノウハウ共有、各地小規模事業者情報、新たな需
要情報）
JETRO 滋賀貿易情報センター、
（一社）滋賀県発明協会、近畿税理士会彦根支部と
の情報交換を、それぞれと年 1 回おこなう。
JETRO 滋賀貿易情報センターとの情報交換では、JETRO の国内外のネットワークを
活用して、最新の海外状況・各種支援施策情報を得ることができ、海外への販路開
拓を検討している事業所に対して、JETRO・当所が一体となり適切な情報提供をして、
よりスムーズな支援につなげることができる。
（一社）滋賀県発明協会との情報交換では、知的財産に関する最新の制度・支援
施策を把握することができ、知的財産に関する小規模事業者支援につなげることが
できる。
近畿税理士会彦根支部との情報交換では、最新の税制・事業者動向等について情
報を把握することができ、税理士・当所が一体となったスムーズな小規模事業者支
援をおこなうことができる。
２．経営指導員等の資質向上等に関すること
当所では管内小規模事業者事業の持続的発展に資する支援をおこなうために、滋賀県
商工会議所連合会、関西商工会議所連合会、日本商工会議所、中小企業基盤整備機構、
滋賀県産業支援プラザ等と以下の各種研修会を通して、経営指導員を始めとした全職員
の資質向上を図っている。
また、所内のノウハウ蓄積・共有のため、原則、毎月 1 回開催の職員会議にて、情報
交換をおこなっている。
また、日本商工会議所推奨の TOAS システムによる事業者管理・カルテシステムに全
職員が小規模事業所等に対する指導履歴などを入力し、指導ノウハウなど情報の共有を
図っている。
職員の資質向上を促すため、日本商工会議所検定試験や国家試験などに合格した際に
は、報奨としてその受験料を当所が負担している。
全職員が高い意識をもち、常に資質向上をめざして、最新情報を把握し、全員で共有
しなければ、本事業の継続実施はできないため、今後も継続して取り組んでいく。
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＜今後の取り組み＞
①所内ノウハウ共有のための勉強会の実施
本計画の目標を達成するために、これまで経営指導員 5 名、経営支援員 2 名を中
心に行ってきた小規模事業者に対する支援業務を全職員が対応できるよう研修会、
勉強会を開催する。
月１回の職員会議の場を活用する他、必要に応じて勉強会、所内の個別指導を実
施する。また、外部研修への参加も推奨する。
②滋賀県商工会議所連合会による経営指導員等研修会への参加
滋賀県商工会議所連合会による経営指導員等研修会が年 8 回開催されるため、全
職員が参加し、創業支援、事業承継、中小企業診断、ブランディング、海外展開支
援、労務、税務、営業展開について学ぶ。
③関係団体ほかの研修会への積極的な参加
日本商工会議所主催の中小企業相談所全国研修会や中小企業大学校での中小企業
支援研修会、滋賀県産業支援プラザ主催研修会、関西商工会議所連合会主催研修会
等でノウハウの習得を積極的におこなう。
これまでの関係団体以外に、6 次産業化を視野に入れた農林水産業関係研修会、
最新 IT を駆使した研修会など異分野の研修会にも積極参加し、ノウハウの蓄積と資
質向上を目指す。
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
本計画の事業を適正に遂行するために、月１回の職員会議にて進捗状況を確認する。
また、年１回（5 月予定）、外部有識者（大学関係者）、行政職員、当所役員等による
評価会議を開催し、事業の評価・検証をおこない、定期的な方向修正を可能とする所内
のＰＤＣＡサイクルを構築する。評価・見直しに関しては正副会頭会議にて報告し、承
認を受ける。
事業の評価・検証を定期的かつ継続的におこなうことで、持続可能な商工会議所運営
および時勢にあった小規模事業者支援を実施することができる。
また、評価・検証・改善・見直しを経た計画に関しては、誰でもアクセス可能な当所
ウェブサイトや会報紙へ掲載することで、管内小規模事業者に対して周知を図る。
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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
（2017 年 11 月現在）
（１）組織体制
下記組織図のうち、中小企業相談所（経営指導員 5 名、経営支援員 2 名、記帳機械化専
任 1 名）を中心に、ひこねものづくり支援室 1 名、業務課 2 名、総務課 3 名の合計 14 名
の全職員が一丸となり、本計画内容を実行する。

（２）連絡先
彦根商工会議所 中小企業相談所
[住 所]：〒522-0063 滋賀県彦根市中央町 3 番 8 号
[電 話]：0749-22-4551 [FAX]：0749-26-2730
[E-mail]：info@hikone-cci.or.jp
[U R L] ：http://www.hikone-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

必要な資金の額
中小企業相談
所（経営改善普
及事業費）
小規模事業者
発達支援費

2017 年度
(2017 年 4 月
以降)
65,400

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

千円）
2022 年度

60,500

62,000

62,000

62,000

62,000

62,400

56,500

57,500

57,500

57,500

57,500

3,000

4,000

4,500

4,500

4,500

4,500

（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
商工会議所一般会計（会費・事業収入より）、滋賀県補助金、彦根市交付金、国補助金
（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）
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
Ａ．地域の経済動向調査に関すること
管内の小規模事業者の景気動向を把握すると共に、他機関の調査データ、関係機関
との定期的な情報交換を活用し、地域特性に応じた事業計画策定や課題解決に向けた
支援をおこなう。
Ｂ．事業計画策定支援に関すること
金融機関や他支援機関と連携し、事業計画策定セミナーを開催し、創業者並びに既
存事業者の事業計画の策定を推進する。
Ｃ．事業計画策定後の実施支援に関すること
四半期に一回程度の定期的な面談により、事業者へフォローアップをすると共に、
経営指導員会議で情報共有し、事業者間の意見交換会や専門家によるフォローアップ
を実施する。
Ｄ．需要動向調査に関すること
業種別の業界情報等の外部データや、商圏検索ソフトを活用してその商品・サービ
スの需要動向を把握すると共に、外部専門家の指導を展示会等出展時にアンケート調
査を実施し、効果的なプロモーション活動に繋げる。
Ｅ．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
各種見本市・展示会への出展支援や、合同プレスリリース会、併せて販路開拓に有
効なＰＲセミナーを開催するなど、新たな販路開拓に努める。
また、JETRO との連携による海外販路開拓の支援を行う。
Ｆ.地域経済の活性化に資する取組
観光資源が豊富にあることから、交流人口の増加を図るため、行政・観光協会等と
のより一層の連携を図り、一過性に過ぎない事業の定着化を図る。
Ｇ.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
彦根市内並びに近隣の商工会、金融機関、専門家、教育機関と地域動向の意見交換を
行い情報共有すると共に、小規模事業者へ支援に携わる際に、より多くの視点から支援
策を策定する。
併せて、伴走型支援を推進するため、職員自らの資質向上を図る。
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連携者及びその役割・連携内容
(連携先名簿)
連携者
役割・連携内容
① 滋賀県
各種施策等の総合支援、各種調査情報
所在地：大津市京町４丁目 1-1
に関する連携
代表者：知事 三日月大造
② 彦根市
産業競争力強化法認定による創業者
所在地：彦根市元町 4-2
支援のための情報提供、助言。地域の
代表者：市長 大久保貴
動向や施策に関する情報提供と助言。
③ (公財)滋賀県産業支援プラザ
専門家派遣制度の利用。
「商圏マップ」
④ 滋賀県よろず支援拠点
等の支援プラザ独自の事業の活用。高
所在地：大津市打出浜 2-1 コラボしが 度な専門的支援への対応。
21 2F
代表者：理事長 田口宇一郎
⑤ (一社)滋賀県発明協会
特許申請、権利侵害などの専門的な知
所在地：栗東市上砥山 232 滋賀県工業 的財産件に関する相談・助言。
技術総合センター別館 1F
代表者：会長 清水貴之
⑥ ㈱日本政策金融公庫彦根支店
マル経融資や小規模事業者経営発達
所在地：彦根市佐和町 11-34
支援資金等の円滑な資金活用及び助
代表者：支店長 堀正明
言、各種調査情報に関する連携
⑦ ㈱商工組合中央金庫彦根支店
制度資金の円滑な資金活用及び助言。
所在地：彦根市旭町 9-3
代表者：支店長 矢代雄一郎
⑧ 滋賀県信用保証協会
制度資金の円滑な資金活用及び助言。
所在地：大津市打出浜 2-1
代表者：理事長 羽泉博史
⑨ 市内金融機関
通常金融支援のほか、「空き家・空き
滋賀中央信用金庫
店舗」利用推進並びに資金利用・創業
所在地：彦根市中央町 5-9
支援・事業承継等の支援において各種
代表者：理事長 沼尾護
相談業務の連携。各金融機関主催の見
㈱滋賀銀行彦根支店
本市・展示会等に協賛連携。
所在地：彦根市銀座町 3-1
代表者：支店長 四方清文
㈱関西アーバン銀行彦根支店
所在地：彦根市長曽根南町 444-5
代表者：支店長 村田充司
㈱京都銀行彦根支店
所在地：彦根市大東町 5-1
代表者：支店長 山本剛義
㈱大垣共立銀行彦根支店
所在地：彦根市京町２丁目 3-31
代表者：支店長 小川芳史
㈱りそな銀行京都・滋賀営業本部彦根支店
所在地：彦根市中央町 6-18
２９

連携記号
Ａ・Ｃ・
Ｅ・Ｆ・
Ｇ
Ａ・Ｂ・
Ｆ・Ｇ
Ｃ・Ｄ・
Ｇ

Ｇ

Ａ・Ｂ・
Ｃ・Ｇ
Ｇ

Ａ・Ｅ

Ａ・Ｂ・
Ｄ・Ｅ・
Ｇ

代表者：支店長 清水透
⑩ （一社）近江ツーリズムボード
所在地：彦根市中央町 3-8 3F
代表者：会長 小出英樹
⑪ （公社）彦根観光協会
所在地：彦根市本町１丁目 12-5
代表者：会長 一圓泰成
⑫ 近畿税理士会彦根支部
所在地：彦根市中薮町 634-38
代表者：支部長 本庄秀樹
⑬ 市内大学
国立大学法人 滋賀大学
所在地：彦根市馬場１丁目 1-1
代表者：学長 位田隆一
公立大学法人 滋賀県立大学
所在地：彦根市八坂町 2500
代表者：理事長 廣川能嗣
聖泉大学
所在地：彦根市肥田町 720
代表者：理事長兼学長 筒井裕子
⑭ 地場産業組合
彦根仏壇事業協同組合
所在地：彦根市中央町 3-8
代表者：理事長 宮川孝昭
ひこね繊維協同組合
所在地：彦根市大東町 2-41
代表者：理事長 宮脇國雄
滋賀バルブ協同組合
所在地：彦根市岡町 52
代表者：理事長 中川哲
⑮ 彦根公共職業安定所
所在地：彦根市西今町 58-3
代表者：所長 間塚恒夫
⑯ 県内商工会議所・商工会
滋賀県商工会議所連合会
所在地：大津市打出浜 2-1
代表者：会長 大道良夫
大津商工会議所
所在地：大津市打出浜 2-1
代表者：会頭 大道良夫
草津商工会議所
所在地：草津市大路町 2-11-51
代表者：会頭 北村嘉英
守山商工会議所
所在地：守山市吉身 3-11-43

管内への観光・集客に関する事業実施 Ｆ
に関する連携
管内への観光・集客に関する事業実施 Ｆ
に関する連携
税務・財務・経営分析に関する指導助 Ｇ
言
産学連携の推進による政策連携、地域 Ｇ
経済動向調査に関する連携
びわ湖データサイエンス・イニシアテ
ィブ構想における連携（国立大学法人
滋賀大学）

地場産業の振興に関する各種施策の Ｆ
普及等の連携

管内の雇用情勢について情報交換並 Ａ
びに職業安定施策の普及等の連携
中小企業支援機関としての各種施策 Ｇ
の共同実施など、政策連携
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代表者：会頭 清原健
近江八幡商工会議所
所在地：近江八幡市桜宮町 231-2
代表者：会頭 秋村田津夫
八日市商工会議所
所在地：東近江市八日市東浜町 1-5
代表者：会頭 髙村潔
長浜商工会議所
所在地：長浜市高田町 10-1
代表者：会頭 大塚敬一郎
多賀町商工会
所在地：犬上郡多賀町 230-1
代表者：会長 尾谷忠之
甲良町商工会
所在地：犬上郡甲良町在士 351-4
代表者：会長 濱野圭市
豊郷町商工会
所在地：犬上郡豊郷町石畑 374-6
代表者：会長 青山憲三
愛荘町商工会
所在地：愛知郡愛荘町愛知川 72
代表者：会長 西村正司
稲枝商工会
所在地：彦根市稲部町 607-1
代表者：会長 松山進
⑰ 滋賀県事業引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎに関する連携
Ｇ
所在地：大津市打出浜 2-1 コラボしが
21 9F
代表者：専門相談員 梅原克彦
⑱ 日本貿易振興機構（JETRO）滋賀貿易情 中小企業の輸出入業務に関する施策 Ａ・Ｅ・
報センター
の普及等の連携
Ｇ
所在地：彦根市中央町 3-8
代表者：所長 道法清隆

３１

連携体制図等
小規模事業者・創業者等

彦根商工会議所

【金融支援】
⑥㈱日本政策金融公庫彦根支店
⑦㈱商工組合中央金庫彦根支店
⑧滋賀県信用保証協会
⑨市内金融機関

【産業競争力強化法】
②彦根市

【専門家派遣・補助金・情報提供】
①滋賀県
③ (公財)滋賀県産業支援プラザ
④滋賀県よろず支援拠点
⑭地場産業組合
⑯県内商工会議所・商工会

【産学連携】
⑬市内大学

【税務・会計】

【事業承継】
⑰滋賀県事業引継ぎ支援センター

伴
走
型
支
援

⑫近畿税理士会彦根支部

【観光振興】
⑩（一社）近江ツーリズムボード
⑪（公社）彦根観光協会

【雇用】
⑮彦根公共職業安定所

【貿易実務】
⑱日本貿易振興機構（JETRO）滋賀

【知的財産】

貿易情報センター

⑤（一社）滋賀県発明協会

小規模事業者・創業者等の自律的かつ持続的な発展
地域経済の活性化

３２

３３

