
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
京都商工会議所（法人番号 4130005004789） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 33年 3月 31日 

目標 

京都市内の意欲的な小規模事業者の支援を通じて、京都産業を支える知恵ビジネ

ス（付加価値経営）の芽をさらに創出するとともに、企業間のコラボレーションの促進を

通じて多様な「知恵産業の集積」を加速化させ、イノベーションを誘発する取り組みの

推進を行う。 

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 

３カ月毎に実施する経営経済動向調査や景況調査に加え、他団体の調査も参考に地域
の小規模事業者を取り巻く経済環境と業況等の把握に行う。収集・整理した情報を個社支
援に活用するとともに、小規模事業者へ積極的に情報を提供する。 

 

 ２．経営状況の分析に関すること 
経営相談やセミナーの開催を通じ、小規模事業者に対して経営分析の必要性を啓発す

る。分析ニーズを有する事業者に対して、伴走支援の第一段階として経営者とコミュニケー
ションを図り、多面的な分析を行う。分析によって明らかとなった優位性や経営課題の優先
順位を経営者とともに検証し、小規模事業者の事業継続・成長に向けて効果を発揮する事
業計画策定の基礎資料とする。 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること 
事業計画の策定・実行が利益向上に効果的であることを積極的に発信し、取り組む小規

模事業者の増加に努める。 
経営分析、地域経済動向や需要動向に鑑み、小規模事業者の利益確保に繋がる計画策

定を支援する。 
 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
利益確保を目指して策定した計画に基づき、事業を推進する小規模事業者を支援する。 
計画の遂行には、経営者の強い意識と意欲の継続が不可欠であるため、経営支援員は

経営者と同じ目線で支援を行う。１～３カ月に一度、事業計画の実行状況を確認し、問題が
生じた場合には、計画の内容を再検討するなど速やかに対処する。 

 

 ５．需要動向調査に関すること 
小規模事業者が顧客（潜在顧客含む）に対して市場価値の高い商品を提供できるよう、

様々なネットワークを活用して需要動向を調査し、小規模事業者へ提供、成果が期待できる
事業計画の策定と実行を支援する。 

 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
販路開拓を求める小規模事業者に対する支援事業を強化する。経営分析・事業計画策

定・実行支援を通じ、顧客対象や販売市場の絞り込み、商品の優位性確立を支援する。加
えて、小規模事業者のニーズに応じた商談会の開催や、ＩＴ導入の推進、クラウドファンディ
ングの活用等を通じて、販路の開拓、新たな需要創出、ひいては利益の確保につなげる。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 １．地域活性化事業 

  ・支部別地域活性化会議の開催 
  ・支部別地域ビジネス活力交流会 
  ・商店街振興を通じた地域活性化 等の事業を実施、地域の活性化につなげる。 
 

連絡先 
京都商工会議所 中小企業経営支援センター 企画・計画担当  ℡075－212－6467 

e-mail:soudan@kyo.or.jp  
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．地域の概要 

（１）京都市の概要 
京都市は、京都府の南部に位置し、面積８２７．８３ｋ㎡、人口約１４７万人（平成２８年１０月

現在）で京都府人口の５６．５％を占める。面積規模は政令指定都市５番目、人口規模は全国

8番目の都市である。 

その歴史は、西暦７９４年に桓武天皇が当地に都（平安京）を創建したときに始まる。以来 

東京に都が移る１８６９年までの 1 千有余年の間、日本の首都として政治、経済、文化の中心

になり、再生と創造を繰り返してきたわが国を代表する歴史都市であり、常に海外と文化的な

関わりを持ってきた国際都市である。 

 

（２）京都市の産業 
 京都市の産業は日本の首都として繁栄してきた中から生まれ、その伝統を基盤として発展し

てきたものが多い。織物（西陣織）、染色（京友禅）、陶磁器（京焼・清水焼）、醸造（日本酒）を

はじめ、扇子、人形、漆器等の産業は、朝廷や寺院、その時代の支配者の需要や庇護に支

えられ、茶の湯、芸能、儀式等様々な文化との密接な関わり、そして活気溢れる町衆の存在

によって継承・発展を続けた。 

１８６９年の東京遷都により、京都の産業は大打撃を受けたが、いち早く欧米の近代的技

術、機械を導入し、近代化がスタートする。特に琵琶湖疎水の開削と水力発電所の設立は、

製造業の発展に大きく寄与し、また日本初の路面電車も走らせた。その後、繊維産業が地域

に根ざす各種産業文化と有機的な関連を持ちながら京都の経済をリードする一方で、機械金

属・化学工業等が発展を遂げ、ものづくり都市としての地位を築いた。 

第２次世界大戦後の京都は、資産家による事業資金の提供や高度な研究施設を持つ大学

と伝統的な技術を引き継ぐ人的資源にも恵まれ、起業家は独自の技術、製品で未開の市場

を開拓していくことができた。こうして、戦後、急速に成長してきた機械金属関連の製造業は、

エレクトロニクス、精密機械分野で国際的な競争力を持つハイテク企業を生み出している。 

現在では、伝統産業から最新技術をリードするハイテク産業まで幅広い業種と、大企業から

小規模事業者まで、さまざまな規模の企業が立地する重層的な産業構造をもち、それぞれの

企業が相互に刺激しあい、連関しながら発展を続けている。 

その他、都市の特長としては、京都市にはそれぞれの時代を代表する歴史的建造物、伝

統工芸技術、伝統芸能等の文化財が数多く残っており、これらの文化資源のストックに触れる

ために、国内外から年間約５０００万人の観光客が訪れる観光都市である。また、国立京都国

際会館をはじめとする諸施設、国際的なホテルやレストランが充実しており、日本を代表する

国際会議都市でもある。さらに、市内に本部を構える大学・短大が３８校あり、人口の約１０人

に一人が学生という学術都市である。 

 

２．地域の現状と課題 
市内企業の９９．７％は中小企業であり、また８４．９％は小規模事業者で、これら中小企業・

小規模事業者が京都経済を支える屋台骨となっている。事業所数並びに従業者数をみると、 

ともに卸売業・小売業が最も多く、次に宿泊業・飲食サービス業、製造業が続いている。これら  

上位３業種で全産業に占める割合は事業所数で５２．４％、従業員数では４８．３％と ほぼ半分

を占める。また、１２大都市における付加価値額に占める各産業の割合を比較すると、京都市は

製造業、宿泊・飲食業、教育の付加価値額が大きいのが特徴であることからも、現在の京都市

は「ものづくり都市」「観光都市」「学術都市」であることが読み取れる。 
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また、３ページに記載の基礎データ⑤「京都市の開業率及び廃業率の推移」に示したように、

廃業率は平成３年からほぼ右肩上がりで、平成２４年から２６年までは廃業率７％になっており、

全国平均（３．８％）よりかなり高い比率となっている。一方、開業率を見ると、平成３年からほぼ２

～３％で推移。直近では６．４％に上昇したが、廃業率を下回った状態が続いている。 

 

〔基礎データ〕 

①京都市の従業者規模別事業所の割合（民営、非一次産業、2014年） 
大企業            １６８社   0.3％ 

中小企業        ５２，７５０社  99.7％ 

うち、小規模事業者  ４４，９４３社  84.9％ 

出典：中小企業庁 HP※中小企業庁が総務省「平成 26年経済センサス-基礎調査」データを分析・集計。 

 

②京都市の事業所数及び従業員数の推移 

    
 

③京都市の産業大分類別事業所数 

  
      出典：平成 2６年経済センサス活動調査 

 

 

 

 

 

 

 

事業所数 74,419 

卸売・小売業           19,804 （構成比 26.6％） 

宿泊業，飲食サービス業 10,963 （同 14.7％），  

製造業                 8,252 （同 11.1％） 

 

※参考 

従業者数 746,742人 

 卸売・小売業        169,548人（構成比 22.7％） 

宿泊業・飲食サービス業  96,348 人（同 12.9％） 

製造業                 94,934 人（同 12.7％） 
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④構成比の高い業種の事業所数・従業者数の推移 
 卸売・小売業 宿泊業・飲食サービス業 製造業 

平成 18年 22,425 事業所 173,095 人 12,769 事業所  82,314 人 9,383 事業所 108,329 人 

平成 21年 21,979 事業所 178,282 人 12,751 事業所 102,594 人 9,199 事業所 107,212 人 

平成 24年 19,981 事業所 170,466 人 10,749 事業所  96,611 人 8,522 事業所  94,928 人 

平成 26年 19,804 事業所 169,548 人 10,963 事業所  96,348 人 8,252 事業所  94,934 人 
資料：総務省統計局「事業所・企業統計調査」，「平成 21 年経済センサス基礎調査」 

「平成 24年経済センサス活動調査」「平成 26年経済センサス基礎調査」 
 
 

⑤京都市の開業率および廃業率の推移 
開業率：2.6％  廃業率：6.5％  (平成 18～21年) 
開業率：1.8％  廃業率：6.2％  (平成 21～24年) 
開業率：6.4％  廃業率：7.0％  (平成 24～26年) 

   
出典：京都市広報資料「京都市の経済 2016 年版」 

 

⑥１２大都市の産業大分類別付加価値額 

     
    出典：総務省「統計トピックス 平成２４年経済センサスでみる 12大都市の産業特性と主要産業」 
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（１）製造業の現状と課題 
京都市内には、西陣織、京友禅、清水焼をはじめ、長い歴史を持ち他産地の追随を許さな

い洗練された製品を供給している多種多様の伝統工芸産業がある。一方、戦後の高度成長

期を経て、京都の豊かな文化を背景に、学術や進取性、革新性に富んだ企業マインドを土台

として、伝統産業から育まれた卓越した技術と創造的な経営で順調に発展を遂げてきたハイ

テク産業が存在している。このように、伝統産業とハイテク産業が共存する産業構造となってい

る。そして伝統産業とハイテク産業の双方とも、多品種少量生産が中心で高付加価値指向型

であるが、それが省資源型、高度加工型のものづくりにつながり、商品の差異化、個性化とな

っている。 

①ハイテク産業 

京都のハイテク産業は伝統産業の技術を基盤に発展したという点において他都市にはない

独自性をもっている。また、これらのハイテク産業は技術開発を重視し、他社にはまねのできな

い独自の商品開発を行い、トップシェアの商品を作り出している。多くがオーナー経営で大企

業の系列に入ることなく、創造的で自由な経営を行っていることも特徴である。一方で、ニッチ

な市場を対象としていたり、中間財のみを製造する企業が多いため、世間的には無名で人材

が集まり難い状況があり、人材確保が課題となっている。 

②伝統産業 

かつての主力産業である繊維産業の伸びが低く、製造業全体の付加価値率も低迷してい

る。また、経済のグローバル化等によるものづくり企業の縮小や開業を上回る廃業による事業

所数の減少が働く場所・機会の喪失を生み、高齢化による生産年齢人口の減少とともに大き

な課題となっている。さらに、昨今では景気回復に伴い、事業拡大を図ろうとする事業者が増

えているものの、受注・販売不振から抜け出せず、また、ニーズに合う人材確保が難しい等の

現状にある。これらをカバーするためには、販路開拓の支援や生産性向上に向けての IT 技

術の導入、事業の進め方の見直し等、様々な観点から課題解決していく必要がある。 

 

（２）商業の現状と課題 
平成２４年経済センサスによると、卸売業においては、京染・西陣織・丹後ちりめんを背景と

する室町卸売業界や西陣産地問屋の存在が大きく、商店数、従業員数とも、繊維・衣服等 

卸売業が２２％を占めている。年間販売額では機械器具卸売業（２９％）や飲食料品卸売業 

（２４％）の比重も高い。 

小売業では、京都市が古くから発展した都市であったこともあり、地域に密着した小売店、

小売市場、商店街が市民の生活を支えてきた。しかし、消費の多様化、立地条件の変化、大

型店の進出等で小規模店舗は年々減少を続け、店舗の専門店化、郊外化の傾向にある。小

売業の中では商店数、従業員数、年間販売額等、いずれにおいても、飲食料品小売業のウ

エイトが最も高い。 

年間商品販売額の特化係数（都市における構成比を全国平均の構成比で割ったもの）を

みると、卸売業は全国平均より低く、小売業は全国平均より高い。これは京都市が観光都市

であること、人口及び企業数が多く卸売機能が集積しやすい大阪市に近接していること等が

考えられる。小売業における大型店舗の面積シェアは他都市と同水準だが、商店街での小

売店数が減少しコンビニ・スーパーの店舗数が増加している。このため、広域都市圏における

商業求心性の強化、地域の生業としてあるいは地域密着型商業としての商店街や小売店の

維持・活性化、また大規模店舗と小規模店舗の共存・共栄の実現を図っていく必要がある。 
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（３）サービス業の現状と課題 
府内総生産でみると、サービス業は卸売・小売業に匹敵する主要産業になっている。京都

市は多数の神社仏閣をもつ宗教都市であり、有力な仏教諸宗派総本山が存在することと、大

学等の教育研究機関も数多いことから、従業員構成は飲食店、旅館・ホテル、医療、教育、宗

教の比重が高い。 

①観光 

京都市内には古くから山紫水明の地といわれた豊かな自然環境、１７の世界遺産をはじめ

とする数多くの文化財が残っている。京都市が行った平成２８年京都観光総合調査を見ると、

年間の観光客数が５，５２２万人もの国内外観光客（内、外国人観光客６６１万人）がこれらの

自然環境、文化財を訪れる国際観光都市であることがわかる。平成６年にユネスコの世界文

化遺産に登録された古都京都の文化財（京都市・宇治市・大津市）」の１７社寺等のうち、１４

社寺等が京都市内に立地する強みを維持し、さらに発展させるためにも、歴史的文化的蓄積

を生かした一層の観光開発、新たな観光資源の開発や工夫に取り組んでいる。 

そこで、既存の観光資源の一層の活用、新たな観光資源の創出、新たな観光ルートづく

り、伝統産業等地元産業との組合せ等による魅力づくり、MICE 都市としての取り組み等、観

光産業の更なる振興が課題となっている。 

②教育 

京都市内には２８の大学と１０の短大を有し、その学生の数も約１４．７万人にのぼる、日本

有数の教育都市である。また、京都府内の大学・短大と本所を含めた経済４団体、京都府、

京都市で構成する「公益財団法人大学コンソーシアム京都」では、現在、加盟している４９の

大学・短期大学の間での単位互換制度の協定、社会人向け単位制大学「シティーカレッジ」、

大学研究者のデータベース化およびインターネットによる情報発信、全国に先駆けたインター

ンシップ制度等を実施している。 

知識集約産業を支える専門的・技術的職業従事者の比率は高いが、近年の増加率は全

国の半分である。また学術・研究機関の集積は大きいが、民間研究所の立地は近年あまり進

んでいない。大学が多く、研究者等の豊富な人材を生み出している特色をこの分野での産業

振興へとつなげていくことが、今後の大きな課題である。 

 

（４）小規模事業者の課題 
上記の現状と課題は、大規模・中規模企業のみならず、京都市の事業所の８４．９％を占め

る小規模事業者にも共通する業種毎の内容である。 

一方、第１期の取り組みにおいて、本所の経営支援活動や経営経済動向調査等から、京

都市内の小規模事業者の共通課題として浮き彫りとなってきたのは主に以下の点である。 
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①自社経営状況を客観的に把握していない 

大まかな動きは分かっているが、月次の売上高や仕入高、経費とキャッシュフロー等の財

務状況、あるいは自社の強みや弱み等をきっちりと把握している経営者が少ない。 

②全ての意思決定が社長によって行われる 

規模的に全ての社員に社長の目が届くため、ポストに応じた権限委譲がされず、全ての決

定を社長が行っている事業所が多い。また、経営方針等が明示されていないため、社員から

の提案がなく、旧来の経営に頼ってしまい、社内での刷新が行われない。 

③後継者の育成が出来ていない 

日々の経営に追われ、自身の後継者育成を図れていない経営者が多い。本所では、京都

府事業引継ぎ支援センターと連携して事業承継を促進するための支援を行っているが、売上

規模から M&A案件に乗らないことが大半であることから、特に高齢の経営者には速やかに後

継者育成に着手しなければならない。 

④人手が不足している 

求人しても応募がなく採用が出来ないため、引き合いが来ても生産が追い付かず、受注を

見送ったり、製商品・サービスの販路開拓の機会を失う等、深刻な課題になっている。 

⑤販路開拓を進められない 

インターネットを介した商取引の普及、あるいは物流の高速化が進展する現在は、小規模

事業者にとって販路拡大の千載一遇のチャンスと言えるが、あまり生かせていない。 

⑥財務体質が弱い 

売上規模の小さい事業所が多く、日頃のキャッシュフローに関心の薄い経営者もおられ、

少しの環境変化でも経営に大きな影響を及ぼし資金調達が苦しくなる。 

 

３．京都商工会議所のこれまでの取組み 
本所は明治１５年（西暦１８８２年）に設立。以来、業種や規模を問わない商工業者で構成さ

れる地域総合経済団体として、地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、併せて社

会一般の福祉の増進に資することを目的に、「地元商工業者の実態を踏まえて、国・京都府・京

都市への政策提言や要望活動」、「小規模事業者をはじめとする中小企業の経営支援」、「行政

と連携した地域振興や街づくり」等に取り組んでいる。平成２９年１０月２４日現在の会員数は

11,850件、組織率は 15.9％である。 

小規模事業者からの相談内容は従来の金融を中心にした支援に加えて、創業、販路開拓、

補助金活用、経営革新、産学連携、海外展開、人材育成、計画策定支援、事業承継、経営の

再生等、多岐にわたっている。そのため、国の展開する再生支援協議会や事業引継ぎ相談窓

口の運営を担うとともに、経営支援員は様々な相談に対応できるよう、経営支援員研修の計画

的受講、所内でのＯＪＴ、支援力の向上のための自己研鑽にも力を入れてきた。 

また、本所では平成２４年度から京都市の支援機能の統合による支援事業の拡大や、中小

企業経営支援センターと市内４支部以外の部署にも経営支援員を配置することにより、全所的

な支援体制を整えた。それまでの支援の件数を重視するだけでなく、支援の質にも力を入れた

取り組みを行ってきた。 

平成２５年度には、京都府の支援により臨時雇用職員１１名を配備し、地域の小規模事業者１

万社に対して企業訪問を実施し、事業内容の確認や景況を聴取するとともに、各種支援施策の

浸透度や本所に期待する支援についてアンケート調査を行った。1,400 社余から回答を得た

が、施策活用実績のない事業所が８割を超え、そのうちの３割は施策そのものを知らないという

結果であった。そして、京都商工会議所に対して、特に資金調達や売上向上等経営改善に直

結する内容の支援を求める声が顕著であった。本アンケート結果から小規模事業者に対する施

策の普及が急務であると認識し、全職員による会員訪問を実施して施策普及を図ってきた。特

に経営支援員の巡回時には、各種経営相談や販路開拓に関わる事業の紹介・活用推奨に力

を注ぎ、施策の活用につなげてきた。その中で、小規模事業者の支援では、①現状を客観的に
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認識するために必要となる「自社の経営分析」や事業を展開する上で欠かせない「事業計画」を

はじめとする各種計画作りの推進、②現場で小規模事業者に直接対峙して支援を行う経営支

援員の資質向上が重要な課題として浮かび上がってきた。 

そこで、事業の成長・発展に意欲的な小規模事業者に対し、将来を見据えた事業計画の策

定と実行までの伴走支援を効果的に行うため、士業専門家や金融機関等関係諸機関との連携

を強化して、小規模事業者に対する支援体制を構築した。そして従前の経営改善普及事業に

加えて、自社の強みを認識するために公的認証制度を活用するとともに強みを活かした販路開

拓等を伴走支援する等、企業の成長をしっかりと支えるための事業にも取り組んできた。本取り

組みの象徴的な事業として「京商しっかり応援 300 社プロジェクト(注１)」を展開し、併せて経営

支援員の支援能力向上と組織の支援力強化にも努めてきた。 

また、平成２８年度には事業承継に力を入れるため、京都府事業引継ぎ支援センターの運営

を受託すると同時に、京都における開業率と廃業率の逆転をめざし、「創業・事業承継推進室」

を新たに設置して課題解決の取り組みを強化している。 
注１：京商しっかり応援 300社プロジェクト… 

経営支援員全員が年度当初に伴走支援を行う支援先を選定し、自社の課題解決のための支援計画・

目標を設定した上で、約１年間小規模事業者に寄り添った支援を展開する。１年間の支援プロセス・

結果を中小企業診断士等の外部有識者が審査・評価する。全ての審査結果・講評は全経営支援員

に公開するとともに、優秀な事例を内部の研修会において発表し、支援ノウハウの共有を図る。 

 

４．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

（１）オール京都の長期計画 
京都の行政、産業、大学、文化芸術、メディアのトップが、「３０年後の京都のありたい姿」に

ついて語り合い、府民・市民が一緒に目指したい未来像をオール京都で熟成することを目的

に最終提言書「京都ビジョン 2040」を平成２５年（西暦 2013年）５月にとりまとめた。 

・内容 

３０年後の京都の「ありたい姿」として掲げる「世界交流首都・京都」の実現に向け、文化庁

の京都移転も見据え、「世界の文化首都」「大学のまち」「価値創造都市」という３つの柱を

提案している。 

◇「価値創造都市・京都」 

…時代の変化の先頭に立ち、知恵と技術で幅広い分野で価値を創造し続け、世界の産業

と生活革新をリードするイノベーション都市を目指す。 

 

（２）本所の中長期的な振興のあり方 
     本所では、「京都ビジョン 2040」や京都市基本計画とベクトルを一にし、「小さくてもキラリと

光る小規模事業者」が取り組んでいる知恵ビジネス（付加価値経営）の群生する「知恵産業の

森」を目指し、次に掲げる中長期的目標に取り組んでいる。 

  【中長期的目標】 
京都府・京都市をはじめ他の支援機関と連携し、①経営の開始、②経営の安定・改善、 

③経営の成長、④経営の再生・承継の各ステージのいずれにおいても、小規模事業者の事

業継続・発展に経営者と共に取り組むこととする。 

京都市内に“小さくてもキラリと光る企業”の集積を創り出し、地域の雇用安定を促進して、

未来を担う若者が安定して「京都で働き・京都で暮らす」環境づくりに寄与するものとする。 

小規模事業者に対する「知恵ビジネスの推進」によって培われた経営支援員一人ひとりの

伴走支援経験や手法を礎に、組織的な支援能力の向上に取り組む。 

  【基本方針】 
平成３１年の春に京都の中小企業支援機関が集積する京都経済センター（仮称）が完成

し、その中で地域の総合的経済団体として、小規模事業者に対する支援機関の中心的役割



- 8 - 

 

を担うべく、京都府・京都市や他の支援機関等との協力に加え、全国商工会議所のネットワ

ークを最大限に活用して、小規模事業者の事業の継続と発展のための事業に取り組む。 

経営支援員が中心となり、小規模事業者に対する“知恵ビジネス”の啓発・育成・誘発を促

進する。加えて、巡回活動を積極的に展開し、未来への危機感は有するが何から取り組んで

よいかわからない経営者に対して、経営発達支援事業の普及と実施支援に努め、１社でも多

くの小規模事業者が、京都市において事業を永続できるよう伴走支援を行う。 

 

５．経営発達支援計画の目標及び達成のための方針 

（１）第１期の目標と成果、課題 
①小規模事業者の顧客創造に向けた支援の強化 
（目標） 

販路開拓を求める小規模事業者に対する支援事業を強化する。 

ア） 本経営発達支援計画における、経営分析・事業計画策定・実行支援を通じ、顧客対象

や販売市場の絞り込み、商品・製品・サービスの優位性の確立等を支援する。 

イ） 加えて、小規模事業者のニーズに応じた商談会を開催し、支援を行った小規模事業者

が商品を売る機会の提供を行う。 

ウ） また、展示商談会では、出展時の見せ方・広報方法、売り方等について、専門家を活用

した指導を行い、顧客開拓成果（商談成約）の向上に努める。 

 

（成果） 

ア）販路開拓に向けた事業計画策定支援 

多くの小規模事業者の伴走支援を積極的に行い、以下の計画策定を行った。必要な情報

の収集と自社の分析をサポート。強みを活かす事業計画を策定し、様々な方向性を見出すこ

とができた。中でも今後の販路開拓に向けた支援を行い、商談会に臨む準備が行えた。 
（実績）〔上段：実績値（平成29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

内容 27年度 28年度 29年度 

事業計画策定支援件数 780 

(687) 

 924 

(735) 

834 

(765) 

                       

イ）ニーズに応じた商談会を開催し小規模事業者の商品を売る機会の提供 

首都圏での販路開拓を目的とする「京都知恵産業フェア」、小規模事業者が取り扱うイチ

押し商品を大手流通バイヤー等へ売り込む「京のイチ押し商品逆商談会」、バイヤーとサプラ

イヤーの希望情報をあらかじめ調整の上、商談を行う「事前マッチング型マンスリー商談会」

を開催し、小規模事業者が自社の商品を売り込む機会の提供を行った。 

首都圏販路開拓「京都知恵産業フェア」については、平成 27年度は一般消費者向けの展

示商談会も開催したが、「販路開拓につながらない」との反省から、28 年度はバイヤー向けの

みの開催とした。一方、「京のイチ押し商品逆商談会」については、認知度も高く、多くの参加

をいただいたが、参加者が多すぎてきめ細やかな支援ができていなかった。“量より質”という

考えで、平成 29 年度は、「事前マッチング型マンスリー商談会」へのシフトを行った。これによ

り、経営支援員としては伴走型に注力できるようになり、成約率を高めることができた。また、

商談会後のフォローアップ支援にも取り組んだ。 
（実績）〔上段：実績値（平成29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

商談会出展企業数 536 

(467) 

467 
(467) 

234 
(467) 
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ウ）商談会におけるフルサポート 

本所では、販路開拓支援事業として毎年 1 回東京で開催した商談会（京都知恵産業フェ

ア）の参加者に対する商品 PR のための個別コンサルティングを実施、また、パリの展示商談

会に出展する参加者に対しては、海外展開に適した商品を開発するため、専門家と連携した

個別支援を行い、販路開拓に貢献している。また、成約に至らなかった場合でも、バイヤーか

ら様々な意見や情報を直接受けることが出来、今後の事業展開に役立った等と好評価を得

た。 

【国内販路開拓事業「京都知恵産業フェア」】 ※東京で開催した BtoB商談会 
（実績）〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

＊商談件数、成約件数は目標件数を設定していなかったため、数値を省略 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

展示会、商談会開催回数 1 1 1 

参加バイヤー人数 890 

(500) 

991 

(500) 

900 

(500) 

出展企業数 169 

(150) 

109 

(150) 

84 

(150) 

商談件数 1,100 

(－) 

1,706 

(－) 

1,200 

(－) 

成約件数（成約見込を含む） 240 

（－） 

580 

（－） 

500 

（－） 

＊平成２７、２８年度は衣食住が対象、平成 29年度は費用対効果を考え衣住のみが対象 

 

【海外販路開拓事業「Kyoto Connection / Kyoto Contemporary」事業】 
      ※パリ市内で開催した展示商談会 
（実績）〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

＊成約見込額は目標値を設定していなかったため、数値を省略 

＊他団体との共同事業のため、公表している情報のみ掲載 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

出展企業数 18 

（17） 

18 

（17） 

16 

（17） 

商談件数 528 

（250） 

391 

（250） 

400 

（250） 

成約見込額（万円） 約 1,543 

（－） 

約 1,540 

（－） 

約 1,500 

（－） 

 

（課題） 

多くの小規模事業者は、日々の経営に追われ、業績向上に向けた方策の検討が後回しに

なっており、事業計画の策定どころではないと思っているのが現状である。そのため、漠然と販

路開拓による売上拡大が唯一の対策だと考える経営者が多く、いざ自社の分析を進めてみる

と他に優先して取り組むべき課題が見えてくることもあり、慎重な対応が必要である。 

また、自社の状況をしっかりと把握し、強みを活用した目標設定と事業計画策定の必要性を

理解すると、経営者からアイデアや情報、計画案が出されることも増え、多少ハードルが高くと

も実現可能な目標と計画を立てていくこと、また計画を実行していく中で、経営者の“やる気”を

如何に持続するかも課題であった。 

展示会・商談会等への参加に当たっては、参加しても小規模事業者なので最初から相手に

されないと考えている経営者もいる等、事業情報が正確に伝わっていないこともあるため、小規

模事業者が参加する販路開拓の有効手段である点を周知する必要がある。 

さらに、消費者ニーズを熟知したバイヤーからの意見や助言を今後の経営に活かすため、

商談会開催後の支援をより一層充実して実施していく必要がある。 
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②経営支援能力の向上 

 （目標） 

さまざまな支援機関が存在する中において、本所が京都市内の小規模事業者に対する経

営支援の中心的存在となるために、経営支援員個人と組織の「支援力向上」を図る。 

知恵ビジネスの推進や経営改善普及事業によって培った知識、経験、ノウハウ等の“強み”

を結集し、経営発達支援事業を遂行する。 

事業を推進する上で重要な「個社に対する支援」については、「京商しっかり応援 300 社プ

ロジェクト」の 1年間に及ぶ支援実績を、「経営支援成果検証・評価会議」において外部の専門

家等から評価を得て、次に取り組む伴走支援に活用し、個社支援の質の向上を目指す。 
 
（成果） 

経営支援員個人の支援力向上に向けて、自己研鑽はもとより、国・日本商工会議所主催や

京都府・本所主催の経営支援員研修への参加や、専門相談・専門家派遣活用の際に同席し

経営者と共に次の手を検討することにより、本所経営支援員の支援力底上げにつなげることが

できた。また、小規模事業者の伴走支援の具体的支援方法について経営支援員間で情報交

換を行うことにより、新たな気づきを得る等、現場での支援力向上につなげた。 

さらに、各経営支援員が取り組んでいる小規模事業者の課題解決に向けた伴走支援の事

例を毎年２件ずつ取り上げて外部評価を受ける事業を３年度にわたり実施したところ、外部評

価委員の方々からも支援力向上が年々見られるという評価を受けた。 
 
【京商しっかり応援３００社プロジェクト】 

（実績） 伴走支援で取り上げた主な課題   

支援種別 27年度 28年度 

創業 10 14 

経営革新（知恵ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 9 11 

ＩＴ 0 3 

金融 4 5 

税務 2 1 

労務・雇用 2 3 

商品開発 5 2 

販路開拓 66 48 

技術革新 1 0 

人材育成 2 3 

事業承継 3 2 

海外展開 0 2 

その他 2 2 
 
また、組織的な支援力向上の面では、本所中小企業経営支援センター内に課・支部を横断

する４つの経営支援サポートチーム（創業・事業承継サポートチーム、成長支援サポートチー

ム、平成２９年度からはマル経融資サポートチーム、経営力向上計画サポートチームを追加）を

設け、支援に役立つ情報や事例の共有、個別支援で生じた課題に対する解決策の検討等、

経営支援活動を支援する体制を設けることで経営支援員の能力向上に役立てた。 

こうした取り組みを実施したことで、京都府が府内全ての商工会議所、商工会に対して毎年

実施する有識者による外部評価制度において、中期的方向性や独自目標、経営改善・資質

向上・地域課題等の項目で、本所の経営発達支援計画に記載されている事業を含む経営支

援活動は、２年連続で高い評価を受けた。特に、本所経営発達計画の目標で掲げている小規

模事業者の販路開拓支援に関しては、事前・事後の支援を含め手厚く伴走支援を行っている

と、京都府の外部評価委員はもとより参加した事業所からも高い評価を得た。 
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（課題） 

本所経営支援員は、個々に見ると、税務、金融、労務、経営分析、広告宣伝等、得意分野

を持っているが、一人で全ての経営課題を高いレベルで支援できる訳ではなく、また経営支援

員によっても支援力のばらつきが見られるので、如何に効率よく数多くの個者支援を行うかが

課題である。 

また、経営支援員研修等を通じて支援に必要な専門知識を学んでいるが、その知識を現場

で上手く活用するレベルに到達するためには一定の経験が必要である。 

本所では、支援情報やノウハウの共有化を図り組織としての底上げを図り、経営支援員は担

当する小規模事業者が抱える全ての課題に対して支援を行っていく必要がある。 

 

（２）第１期の課題に対する第２期の改善内容 
①小規模事業者の顧客創造に向けた支援の強化について 

ア）ローカルベンチマーク等の活用による経営分析の奨励、取り組み強化 

日々の経営で忙しく計画策定の取り組みを躊躇する事業者に対し、簡単に経営分析が

できるツールを国が用意していることを普及させるセミナーや個別相談会を開催し、利用推

進を図って計画策定につなげる。 

 

イ）目標の明確化と社内での共有促進 

経営者が自社業況をしっかりと把握した上で頑張れば達成可能な少し高めの目標を設

定するよう助言を行う。経営者の“やる気”を持続させるためには、代表だけが考えるのでは

なく、社内の士気を高め、また達成意欲を維持するために、経営力向上計画をはじめとす

る公的な認証制度を取得し、社員との意識共有に活用し経営者のモチベーション維持を

図る。 

 

ウ）本所主催販路開拓支援事業の積極的な周知 

展示会・商談会への参加について、「小規模事業者だから無理だ」と最初からあきらめて

いる事業主に対して、小規模事業者が対象であることが正確に伝わるよう、巡回訪問等に

より直接案内する機会を増やす。また、参加している小規模事業者の声を積極的に発信

し、他の小規模事業者の共感を誘いチャレンジへと促す PRを行う。 

  

エ）展示会・商談会後の伴走支援の充実 

当初の事業計画目標に到達するため、消費者ニーズを熟知したバイヤーからの有益な

意見や助言を活かすべく、事業計画の見直しと改善を行い商談成約に向けて細やかな支

援を行う。 

 

②経営支援能力の向上について 

ア）経営支援進捗会議で支援情報共有 

現状、各グループで月 1 回開催している同会議の頻度を増やして隔週に開催。現在進

行している案件の支援の方向性、支援手法が適切であるかの検証を行い、他の経営支援

員からの幅広い見地からの助言を得る場として活用し支援力向上につなげる。 

 

イ）事業所の強みを活かす支援力強化「京商強み発掘プロジェクト」 

本所経営支援員の能力向上手段として推進してきた「京商しっかり応援 300 社プロジェ

クト」の取り組み経験を活かし、より支援力を発揮すべく、“事業所の強み”を引き出すことに

より、事業計画を策定・実行支援する「京商強み発掘プロジェクト」に内容を改善し、質を高

めつつ、より多くの事業所の計画策定に関わるための計画的な伴走支援を行う。 
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ウ）経営支援員サポートアドバイザーの設置 

経営支援経験の浅い経営支援員の相談対応能力を向上させるため、支援実績が豊富

な専門相談員（中小企業診断士）に同行させ、現場での指導に加えて事業所の支援実施

後に指導した内容の振り返りを専門相談員（中小企業診断士）とともに行い、実践的な支援

力向上につなげる。 

 

（３）第２期の目標と方針 
【目標】 

第２期では、第１期の目標として本計画８～１１ページに示した２つの目標（①小規模事業

者の顧客創造に向けた支援の強化、②経営支援能力の向上）を継続して取り組む。加えて、

本計画５～６ページに示した「（４）小規模事業者の課題」の６項目に対して、新たに４つの目

標を設定して取り組んでいく。 

 

（参考：「小規模事業者の課題」に対する「第２期の新たな目標」の設定について） 

小規模事業者の課題  第２期の新たな目標 

①自社経営状況を客観的に把握していない  

⇒ ①経営力向上計画等、各種認証制度に

おける計画策定 

②全ての意思決定が社長によって行われる 

⑤販路開拓を進められない 

⑥財務体質が弱い 

③後継者の育成が出来ていない ⇒ ④創業・事業承継支援の強化 

④人手が不足している ⇒ ⑤IT・IOT導入による生産性向上支援 

＊その他、⑥京都経済センター（仮称）完成による支援機関の更なる連携強化について

は、平成３１年春の完成時、本所をはじめとする小規模事業者向けの支援機関が入居す

ることにより、オール京都による小規模事業者向けの支援体制が強化されることを踏まえ

て設定したもの。 

 

①経営力向上計画等、各種認証制度における計画策定 

京商強み発掘プロジェクト等を通じて支援する小規模事業者が経営力向上計画や「知恵の

経営（知的資産経営）」等各種認証を取得することにより、以下のようにつなげていく。 

・自社の経営状況を客観的に把握する機会を持つ 

・社員全員が今後、進むべき方向性の共有を図る 

・社員教育や後継者の育成のツールとして活用する 

・各種認証取得により社外からの認知度を上げ、人材確保を優位につなげていく 
  （数値目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

経営力向上計画等、各種認証

制度における計画策定 

130 150 170 

 

②小規模事業者の顧客創造に向けた支援の強化（販路開拓支援） 

第 1 期の課題を踏まえ、本経営発達支援計画における、経営分析・事業計画策定・実行支

援を一層充実し、ドメインやセグメントの絞り込み、商品・サービスその他の強みの確立等を支

援する。 

販路開拓を求める小規模事業者に対する支援事業および伴走支援をさらに強化するため、

小規模事業者のニーズに応じた商談会を開催し、商品の販路拡大とバイヤーニーズを直接つ

かむ機会の提供を行う。展示商談会に出店する小規模事業者には、出展時の見せ方・広報方

法、売り方等について、専門家を活用した指導を行い、顧客開拓の成果である成約につなげ

財務基盤の強化を目指す。 
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また、商談会には参加者数に限りがあることから、インターネットを活用した購入型クラウドフ

ァンディングを導入することで顧客創造に向けた支援の強化を行う。 
  （数値目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

経営分析件数 900 900 900 

計画策定件数 740 770 800 

事業計画策定後の実行支援 

延べ件数 

2,043 2,133 2,223 

商談会・展示商談会出展企業数 158 168 178 

クラウドファンディング活用件数 10 15 20 

 

③経営支援能力の向上 

京都市内に様々な支援機関が存在する中において、本所が小規模事業者から最も頼られ

る存在となるために、経営支援員と組織の「経営支援力」の拡大と底上げを行う。また、第 1 期

で培った知識、経験、ノウハウ等の“強み”を結集して、経営発達支援事業に全所挙げて取り組

み、小規模事業者の課題解決に向け支援活動の充実・強化を図る。 

ア）京商強み発掘プロジェクトと経営支援・成果検証評価会議 

各経営支援員が重点的に伴走支援を実施する先を選定して、事業所固有の強みを活か

した経営を支援する。各経営支援員はその支援状況を定期的に所属グループ内で報告

し、他の経営支援員からの意見やアドバイスを受けて支援方法の改善に努めると共に、他

の経営支援員は支援事例を参考に自身の伴走支援に当たる。 

支援の成果については、年度末に「経営支援・成果検証評価会議」を開催し、各経営支

援員の支援内容に対して外部有識者が評価・講評し、以後の経営支援の改善につなげ

る。また、小規模事業者の優良な支援事例については、本所の会報、地元新聞、本所ホー

ムページ等で公開し事業所の PR や経営支援員のモチベーションを高めると共に、他の小

規模事業者を本所への相談に誘導する材料としても活用する。 
       

イ）経営支援員サポートアドバイザーの設置 

支援業務が多忙により部下育成に多くの時間を割けない状況下、経験の浅い経営支援

員の相談対応能力を向上させるため、支援実績が豊富な専門相談員（中小企業診断士）

に同行させ、現場での指導に加えて事業所の支援実施後に指導した内容の振り返りを専

門相談員（中小企業診断士）とともに行い、実践的な支援力向上につなげる。 

 

④創業・事業承継支援の強化 

京都市では、平成に入って以来、開業率が廃業率を下回る状態が続いている。創業によ

り、売上、消費、雇用などによる経済的効果が見られる一方、廃業により、長年、引き継がれて

きたノウハウ、技術の継承が途絶えることにより、経済的損失は計り知れないものがある。 

そこで、本所では、創業の機運を高めるとともに、円滑な事業承継の支援強化を図るため

に、平成２４年度から国の支援を受けて設置してきた「事業引継ぎ相談窓口」を平成２８年４月

に「事業引継ぎ支援センター」に格上げした。同時に「創業・事業承継推進室」を設け、専任

の経営支援員を配置して、京都経済の更なる活力強化に向けて取り組んでいる。 

 

ア）創業事業者への支援 

創業の機運を高めるために、「創業フォーラム」「創業プレセミナー」「創業塾」「京商起業

家倶楽部」等、ステージに合わせた公開講座を開催する。また、公開講座の受講者を含め

た創業者のうち本所支援の希望者に対して、創業前の計画作りから創業後の計画見直しま

でニーズに合わせてきめ細やかな支援を行う。 
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イ）後継者の確保・育成支援（京都府事業引継ぎ支援センターとの連携） 

本年２月に本所の運営する京都府事業引継ぎ支援センターが 60 歳以上の比較的小規

模な事業所の経営者（京都府内 2,000 人）を対象に実施したアンケート調査では、約４割の

事業所が事業承継で課題を抱えているとの結果となった。また、日本政策金融公庫の調査

においても京都における約半数の経営者が「廃業を予定している」という調査結果であった。 

本所では、高齢の経営者が目前に抱える事業承継の課題を解決するために、京都府事業

引継ぎ支援センターをフルに活用しつつ、市内金融機関や各支援機関との連携を一層深

め、速やかに後継者の確保、育成につなげる支援を行っていく。 
 （数値目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

事業承継計画の策定 50 50 50 

 

⑤IT・IOT導入による生産性向上支援 

求人しても応募が無く新規採用ができないため、引き合いが来ても生産が追い付かず、受

注を見送ったり、商品・サービスの販路開拓の機会を失っている事業者が増加している。その

課題解決策の一つとして小規模事業者に最適な IT・IOT 導入の普及啓発、導入支援を行い、

生産性向上を図り販路の開拓につなげる。 
  （数値目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

IT・IOT導入による生産性向上

等の計画策定 

50 50 50 

 

⑥京都経済センター（仮称）完成による支援機関の更なる連携強化 

京都経済百年の計として平成３１年の春に京都経済センター（仮称）が完成し、府内の多く

の中小企業支援機関が集積することになる。新たな価値を生み出す「交流と融合」の場を創出

し、京都経済の活性化に資するよう、各支援機関とより一層の連携を深め、小規模事業者への

支援を強化する。 

 

＜（入居予定）支援機関＞ 

・京都商工会議所                     ・京都府商工会連合会 

・京都府中小企業団体中央会           ・公益社団法人京都工業会 

・京都産業育成コンソーシアム        ・京都産学公連携機構 

・一般社団法人京都産業エコ・エネルギー推進機構 

・JETRO京都                  ・京都織物卸商業組合 

・京都信用保証協会       等 

 

具体的には、下記に記載の＜京都経済センターの８つの機能＞のうち、「中小企業の育成

支援」を中心に取り組むため、府内の商工会議所および商工会、京都府中小企業団体中央

会、公益財団法人京都産業 21 の経営支援員で構成する中小企業応援隊(平成 29 年 4 月末

現在 281 名に委嘱)の機能強化を図るとともに、今後、設置予定の中小企業応援センター（仮

称）を中核組織として、各団体が持つ支援ノウハウやネットワークに関する情報交換を集約し、

組織としての支援力強化ならびに経営支援員の支援力向上を図る。また、（応援隊の司令塔と

なる）広域コーディネーターのもと、京都経済センター（仮称）の入居団体（経済団体、支援機

関、金融機関、研究機関）と、地域ビジネスサポートセンター（府内９か所）のネットワークを活か

して、複雑かつ多岐にわたる企業の高度な経営課題を的確に解決できるよう支援する。 
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＜京都経済センターの８つの機能＞ 

・交流と協働の促進 

・戦略的産業振興施策の推進と情報発信 

・中小企業の育成支援 

・産学公連携の推進 

・スマートシティ・スマートコミュニティ（地域創生）の実現 

・海外への販路開拓と海外からの投資促進 

・繊維産業の振興 

・産業人材育成支援 

 

【方針】 
第２期では、「小さくともキラリと光る小規模事業者の集積」をめざし、本経営発達支援計画

の目標達成に向けて、以下の方針で小規模事業者の伴走支援を行う。 

 

・より多くの経営者が自社の強みを活かした「知恵ビジネス*」の重要性を認識し、事業計画を

立案・実行するよう一層の伴走支援を行い、１社でも多くの小規模事業者が京都市において

事業の持続的発展につながるよう取り組む。 

 

・首都圏、海外等のマーケットや成長分野に挑戦する意欲的な事業者の商品開発や販路開

拓への支援を充実させる。また、新たな顧客創造を効果的に支援するためにマッチング機

関や需要動向の提供を強化する。 

 

・小規模事業者の経営安定・強化をしっかりサポートするために、経営支援員の能力向上を

図るとともに支援体制やメニューを再構築し充実する。また、持続的な成長に向けて創業・

事業承継や生産性向上等への支援を強化する。 

 

・オール京都の総合力を結集した支援拠点として平成３１年春完成予定の「京都経済センタ

ー（仮称）を核に、地域の総合経済団体として、小規模事業者に対する支援機関の中心的

役割を担い、「知恵産業の森」の創出に向け、京都府・京都市や各支援機関との連携強化を

図って小規模事業者の育成を行っていく。 

  
＊知恵ビジネス支援 

京都の現状２の（４）で先に掲げた小規模事業者の課題①～⑥を解決に導く手段が知恵ビジネス

支援である。京都産業を支える知恵ビジネスの芽をさらに創出するとともに、企業間のコラボレーショ

ンの促進を通じて多様な「知恵産業の集積」を加速化させ、イノベーションを誘発する取り組みの推

進を行う。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 
平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日（第 2 期） 

 

（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】 
 

（１）第 1期の事業 
①実施内容 

ア）経営経済動向調査 

京都市内に本社を有する事業所を中心に 600 社に対して４半期毎に国内景気、自社業

況の実績と予想、経営課題、企業の現況を調査した。また、結果については、本所会報（奇

数月に 12,000 部発行）、本所ホームページへの掲載、記者発表等を通じて、広く広報する

とともに、支援先にも情報提供を行った。回答率７５％。 

調査回答件数の少ない業種においては、結果数値が大きく左右され、他団体の調査結

果と乖離するケースがみられた。そのため、調査方法や選定先等の一部見直しが必要とな

っている。 

 

イ）中小企業景況調査 

中小企業庁、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う調査に協力し、管内の小規

模事業者 80 社に対して経営支援員が４半期毎に巡回して、自社業況や引き合い、雇用人

員について聴取した。回答率１００％。  

調査先の状況を定期的に把握できる良い機会となっているので、継続する。 

 

ウ）地域活性化推進委員への業況ヒアリング 

管内の商店街や各業界における小規模事業者の支援を後押しするために本所が委嘱 

した業界や地域の代表である 193 名の「地域活性化推進委員」に対して、経営支援員が 

２ヶ月に 1 回の頻度で巡回し、地域・業界の経済環境や顧客動向、業況について確認を行

った。さらに、消費税増税等、小規模事業者への影響が懸念される事項が発生した際は、

緊急的に「特別調査」を実施し、課題等の抽出を行った。 

定期的に業界の意見を聞ける良い機会となっているが、多忙等の理由によりタイムリーな

接触が困難な地域活性化推進委員もおり、直接、話を聞けないケースも見られた。 

 

エ）経済動向調査を展開する地元諸機関との意見交換 

京都府が主催する「京都府内の経済動向に関する情報交換会」への参画を通じ、近畿

財務局京都財務事務所、京都労働局、日本銀行京都支店、京都府中小企業団体中央

会、京都銀行、地価公示京都府代表幹事、京都市、京都府ら他各団体が実施する経済関

連調査結果から京都府内の経済動向を収集し、京都市域の小規模事業者の経営改善に

つながるヒントを探った。 

各団体で収集している情報の共有を図り、地域の状況や課題について認識を深めること

ができた。本所でつかんだ小規模事業者の課題を積極的に投げかけ、解決の糸口を探る

機会として活用できた。 
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オ）政府統計の活用 

小規模事業者に対する支援の中で必要に応じ、e-stat（政府統計ポータルサイト）等から

情報を入手、経営支援員が巡回・窓口相談時に事業者に対して情報提供を行う。 

業界情報等は時々活用しており、政府統計情報について調査担当部門は活用している

が、経営支援員が活用するケースはあまり見受けられない。多くの経営支援員が活用でき

るよう具体的な活用方法に関する研修が必要。 

 

②実績 〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

内容 27年度 28年度 29年度 

経営経済動向調査 4回 

(4回) 

4回 

(4回) 

4回 

(4回) 

景況調査 4回 

(4回) 

4回 

(4回) 

4回 

(4回) 

地域活性化推進委員への 

業況ヒアリング 

6回 

(6回) 

6回 

(6回) 

6回 

(6回) 

地元諸機関との意見交換 4回 

(4回) 

4回 

(4回) 

4回 

(4回) 

 

③成果と課題 

成果としては、本所「経営経済動向調査」や中小機構「景況調査」の実施の他、本所地域活

性化推進委員等小規模事業者へのヒアリングにより、小規模事業者の業況や景気動向の確

認を行った。また、行政や関係諸機関の経済動向調査結果も参考にして、整理・分析した調

査結果を本所会報誌やホームページ等で公開し、地域の小規模事業者に対して発信し広く

情報提供するとともに、新製商品・サービス開発や販路開拓に向けた事業計画策定等の基礎

資料として個別支援活動に役立てることができた。 

課題としては、一目で調査結果の内容がわかる工夫が出来ていなかったため、調査協力先

の事業所や地域経済動向に関心の高い事業者、経営支援員による個別情報提供先の事業

所を除き、積極的に調査結果を確認しようとする小規模事業者は限られた。また、経営支援員

に対する調査結果活用のための情報発信が不十分であったため、個社支援の現場でも活用

する経営支援員は限られていた。 

 

（２）第２期の取組み 
①改善の内容 

調査結果が有効な資料として使えるよう、調査回答率の引き上げを図る。また、小規模事業

者への情報提供を念頭においた分析に努め、その結果は経営支援員が伴走支援先に説明

しやすくするために図表等を入れ見やすく整理する。 

収集・整理した各種調査情報は、本所中小企業経営支援センター管理職の定例会議（月２

回）において共有するとともに、各課支部の事務懇談会で周知し、全経営支援員がタイムリー

に共有する。 

経営支援員は、得られた情報を小規模事業者へ積極的に提供し、伴走支援により課題を

充分に把握して経営戦略構築のサポートに活用する。 

 

②事業内容 

 ア）経営経済動向調査（既存事業改善） 

調査回答数の少ない業種は結果の振れ幅が大きかったため、対象事業所の見直しやメ

ール等での個別フォローにより、回答率の引き上げ（現行 75％⇒目標 85％）を図る。 

京都市内に本社を有する事業所を中心に 600社に対して ４半期毎に国内景気、自社業
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況の実績と予想、経営課題、企業の現況を調査する。結果は、引き続き、本所会報（奇数月

に 12,000 部発行）、本所ホームページへの掲載、記者発表等を通じて、広く広報するととも

に、支援先にも見やすくした資料での情報提供を行う。 

調査頻度 年４回（四半期ごと） 

調査対象 京都市内の製造業、建設業、小売業、サービス業のうち、均等割合で 

６００社 

調査方法 郵送による回答方式 

調査内容 今期の見込みと次期（翌３ヶ月間）、次々期（翌々３ヶ月間）の見通しについ

て、次の項目から回答する。 

1．国内景気動向 

２.企業経営動向（自社業況（総合判断） 

(1)生産・売上高、工事施工高、 (2)製・商品・サービス・請負価格、 

(3)経常利益、(4)所定外労働時間、(5)製・商品在庫、(6)資金繰り 

３．当面の経営上の問題点について 

４．付帯調査 

   調査時期や緊急性に応じて、雇用人員、設備投資、賃金動向、消費税

対応等、小規模事業者の関心が高いテーマについても調査する。 

 

イ）中小企業景況調査（継続） 

第２期も中小企業庁、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う調査に協力し、管内

の小規模事業者８０社に対して経営支援員が４半期毎に巡回して、自社業況や引き合いや

雇用人員について聴取、回答率は１００％を維持する。 

また、調査結果については、経営支援員が有効活用できるよう小規模事業者の支援現場

で活かせる調査分析を心掛けるとともに、図表等による分かりやすい結果を情報提供する。 

調査頻度 年４回（四半期ごと） 

調査対象 製造業（１９社）、建設業（５社）、卸売業（１１社）、小売業（１７社）、 

サービス業（２８社） 

調査方法 巡回による聴取、回答方式 

調査内容 今期の見込みと次期（翌３ヶ月間）の見通し等について、次の項目から回答

する。 

1．今期の状況と来期の見通し（売上高、採算、資金繰り、従業員数等） 

２．今期および来期の新規設備投資の状況（実施、計画の状況）、 

３．直面している経営上の問題点 等 

 

 ウ）地域活性化推進委員への業況ヒアリング（既存事業改善） 

京都市内にある主だった業界情報をタイムリーに漏れなく把握するため、管内の商店街

や各業界における小規模事業者の代表 193 名に委嘱している地域活性化推進委員に対

し、経営支援員が２ヶ月に１回以上巡回して、地域・業界の経済環境や顧客動向、業況の

確認を行う。 

巡回にあたっては、地域活性化推進委員との日頃のコミュニケーションの一層の円滑化

を図ると共に、場合によっては推進委員の見直しや代理回答者を予め紹介いただく等、ヒア

リングできる体制を構築する。 

また、巡回訪問で得た情報等を踏まえて、経営改善に向けた講習会等の開催、行政機

関への要望活動に活用するとともに、消費税率の改正等小規模事業者への影響が懸念さ

れる事項が発生した際は、緊急的に「特別調査」を実施し課題等の抽出を行うとともに、その

情報を公表する。 
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調査頻度 ２ヶ月に１回以上 

調査対象 193団体（平成２９年６月３日現在） 

＊内訳：商業・サービス業７２団体、商店街６９団体、 

製造業・その他５２団体 

調査方法 巡回の面談による聞き取り方式 

調査内容 1．地域・業界の経済環境 ２．顧客動向、業況 ３．業界の課題 等 

 

エ）経済動向調査を展開する地元諸機関との意見交換（継続） 

京都府主催の「京都府内の経済動向に関する情報交換会」に参加し、本所が把握する

小規模事業者の課題を積極的に報告し解決策を探ると共に、地元諸機関の持つ経済動向

情報を伴走支援に役立てるため、得た情報を分析して月２回の定例管理職会議を通じて、

全経営支援員が共有し支援の現場で活用する。 

開催頻度 ３ヶ月に１回 

参画団体 近畿財務局京都財務事務所、京都労働局、日本銀行京都支店、京都府

中小企業団体中央会、京都銀行、地価公示京都府代表幹事、京都市、

京都府等 

懇談内容 各団体が行った調査結果の報告と今後の見通しに関する情報交換 

 

オ）行政や関係機関による統計情報の活用（既存事業改善） 

統計情報を活用する経営支援員は限られていた。そこで、より多くの経営支援員が統計

情報を的確に活用するための内部研修もしくは府内経営支援員向け研修で具体的な活用

についての事例を示し、現場での活用につなげる。 
 

③活用 

・京都市内の小規模事業者を取り巻く経営環境を把握・理解し、経営分析や事業計画策

定時の資料として活用する。 

・調査結果から地域の小規模事業者が抱える経営課題を把握し、解決のための講演やセ

ミナー等の開催を通して情報提供を行う。 

・小規模事業者が自らの事業活動エリアの経済動向等について理解を深めるために、経

営支援員による巡回・窓口相談時に、調査・分析結果の提供を行う。 

 

④目標 
内容 公表方法等 

ア）経営経済動向調査 
 

・本所会報（奇数月下旬に 12,000 部発行、調査結果については１･２月
号、３･４月号、７･８月号、９・１０月号）に掲載する。 
・本所ホームページに掲載する。 
・広報発表（３月下旬、６月下旬、９月下旬、１２月下旬に予定）を行う。 
・巡回、窓口等の接触時、支援先に対して情報提供する。 

イ）中小企業景況調査 ・調査協力先に前回の調査結果を公表し、支援に活用する。 
・詳しい情報を希望する支援先に中小機構ホームページに公表の情報
を提供する。（http://www.chusho.meti.go.jp） 

ウ）地域活性化推進委員へ
の業況ヒアリング 

・本所の経営改善普及事業を検討する材料とし、小規模事業者から要
望の強い内容については行政機関に要望していく。 
・推進委員団体の取組内容を「本所中小企業経営支援センターのお知
らせ」（奇数月下旬 12,000部発行）や本所ホームページに掲載する。 

エ）経済動向調査を展開す
る地元諸機関との意見交換 

・京都府ホームページ（www.pref.kyoto.jp）に公表されている内容を
踏まえて、支援先に活用できるよう情報提供する。 

オ）行政や関係機関による
統計情報の活用 

・エ)の構成団体が公表する統計情報を活用する。 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/
http://www.pref.kyoto.jp/
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）第 1期の状況 
①事業内容 

ア）分析項目 

◇会計データによる経営状況の分析 

決算書等から経営状態の分析を行った。小規模事業所の多くは会計データを保有して

いないことも多いため、計数管理の必要性と経営状態の把握が事業継続・発展に不可欠

であることを経営者に伝え、財務諸表等の作成を支援し、内容の分析を行った。 

 

◇ヒアリングによる経営状況の分析 

事業内容や経営実態及び経営者の事業への想い等を聴取し、経営課題と経営資源・

強み（商品・技術・人材・ノウハウ等）の洗い出しを行い、経営者と課題意識を共有して計画

策定への足掛かりをつくった。 

    

イ）分析手段 

     上記の分析は以下の手段で行った。 

◇掘り起し（経営分析に対する理解が浅い小規模事業者に対する事業） 

経営支援員は、未接触の小規模事業者に対する計画的な訪問活動を展開し、事業計

画策定の重要性を伝えると同時に経営分析ニーズを探った。また、販路開拓、事業承継

等小規模事業者に多い経営課題の解決を目的としたセミナーや知恵ビジネス推進のため

の事業実施を通じて、参加者に経営分析を推奨し意識づけを行った。 

 

◇経営分析（経営分析の必要性がある事業者に対する事業） 

・融資制度の利用支援者に対する分析 

「小規模事業者経営改善資金」や京都府や京都市の制度融資の活用をはじめ、資金

調達に関する相談及び支援においては、経営支援員の巡回指導を集中的に展開し、

財務諸表に基づいて、経営の安全性や事業収益性の予測・分析を行った。 

・補助金の活用希望者に対する分析 

持続化補助金に代表される小規模事業者が活用可能な補助金の申請書作成支援に

おいて、事業状況や強みの分析と補助金の活用によって得られる効果を予測して、事

業計画策定の参考とした。 

・創業・事業承継等 その他の相談者への分析 

創業間もない事業者や事業承継予定者をはじめ、経営分析を必要とする全ての小規

模事業者に対して、経営資源や経営戦略、業績、競合の状況、顧客動向等について

分析を行った。 

 

②実績〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

掘り起し回数・件数 

 巡回・窓口相談件数 19,511 

(18,000) 

20,524 

(18,000) 

20,000 

(18,000)  

指導企業数 6,303 

(6,000) 

7,318 

(6,000) 

7,000 

(6,000) 

経営分析件数 946 

(844) 

951 

(890) 

８60 

(910) 

内

訳 

小規模事業者経営改善資金・小規模事業

者経営発達支援資金等の融資制度の利用

希望者に対する分析件数 

225 

(224) 

168 

(240) 

160 

(240) 
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各種補助金申請者に対する分析件数 
507 

(460) 

601 

(480) 

５20 

(500) 

創業・事業承継等 その他の相談者への

分析件数 

214 

(160) 

182 

(170) 

180 

(170) 

 

③成果と課題 

全職員による会員訪問活動や経営支援員による計画的な巡回訪問に加え、京都市内４カ

所に設置した支部における窓口相談、経営改善のためのセミナー開催等、小規模事業者と関

わるあらゆる機会を捉えて、施策の活用と経営改善における経営分析の普及を図った。また、

これらを通じて本所と接触のあった小規模事業者の中から、強みを洗い出し、課題の整理を

行って解決を目指して個別支援を展開した結果、分析を行う小規模事業者の件数が目標値

近くになり、一定の成果をあげることができた。 

課題としては、事業者と接触していく中で、まだまだ補助金、融資ありきで経営状況の分析

を考える小規模事業者が多く、経営分析の重要性の浸透を図ることが十分にできていない。ロ

ーカルベンチマークをはじめとする分析ツールを紹介し、比較的簡易に経営分析ができること

を普及し経営分析を行うことの重要性をさらに広める取り組みを推進していく必要がある。 

 

（２）第２期の取組み 
①改善の内容 

融資や補助金の活用あるなしに関わらず、経営資源の限られる小規模事業者こそ日頃か

ら経営分析を行うことが重要であり、比較的簡易に分析ができるツール（ローカルベンチマー

ク）を国が用意し普及を進めていることを巡回訪問や啓発セミナー、個別相談会等、経営支

援のあらゆる機会を通じて利用促進を図る。 

啓発により分析に関心を示した小規模事業者には、経営状況の分析を実施し、その結果

から、「強み（優位性）」や、「弱み（経営課題）」を抽出し、強みを活かした課題解決に向け優

先順位を事業者とともに検証を行い、計画策定の基礎資料とする。 

   

②事業内容 

ア）経営分析に対する理解が浅い小規模事業者への事業（掘り起し）（既存事業改善） 

未接触の小規模事業者に対する計画的な訪問活動を展開し、事業計画策定の重要性を

伝えると同時にローカルベンチマークの活用により容易に経営分析ができることを普及す

る。また、販路開拓、事業承継等、小規模事業者に多い経営課題の解決を目的としたセミ

ナーや知恵ビジネス推進のための事業を実施する際にも、参加者にローカルベンチマーク

の具体的活用方法を示し、経営分析が容易にできることを推奨して意識づけを行う。 
 
イ）経営分析のニーズのある小規模事業者に対する事業（経営分析）（既存事業改善） 

本所が取り組んできた「京商しっかり応援プロジェクト」では、経営分析により課題の抽出

を行い課題解決へとつなげていったが、新しく取り組む「京商強み発掘プロジェクト」では、

分析により、まず事業所の強みを見つけ出し、経営者と認識を共有した後に強みを活かした

課題解決へとつなげていくこととしている。「ローカルベンチマーク」を活用した経営分析を

中心に行うが、必要に応じて他の分析ツールも積極的に取り入れ、理解しやすい形で結果

を示し、分析結果を小規模事業者と経営支援員で共有し計画策定へとつなげる。 

◇ローカルベンチマーク 

国が推奨する経営力向上計画策定における経営分析ツールの１つとして普及し、経営

支援員の支援レベルの差に影響されない分析ツール。企業の経営者等や金融機関・支援

機関等が企業の経営状態を把握し、誰でも診断できるツールである。 
       （分析項目） 

・技術力・販売力の強み、市場規模・シェア、顧客リピート率 等 
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・売上高増加率（売上持続性）：（最新期売上高÷前期売上高）－1 

・営業利益率（収益性）：営業利益÷最新期売上高 

・労働生産性（生産性）：営業利益÷従業員数 

・EBITDA 有利子負債倍率（健全性） 

：（借入金－現金・預金）÷（営業利益＋減価償却費） 

         ・営業運転資本回転期間（効率性） 

：{債権（売掛金＋受取手形）＋棚卸資産－買入債務（買掛金＋支払手形）}÷（売上高÷12） 

・自己資本比率（安全性）：純資産÷負債・純資産合計 
 

◇SWOT分析 

組織を、「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の４つ

の軸から評価する。「強み」「弱み」の軸は企業の内部要因として、「ヒト」「モノ」「カネ」「情

報」等について分析を行った上で、それらが外部要因に対してどれほど力を発揮できるか

を評価する。一方、「機会」「脅威」の軸は外部要因として、「経済状況」「技術革新」「規制」

等のマクロ要因と「競業他社」「顧客」「ビジネスチャンス」等のミクロ要因についての分析を

行う。これら、内部要因と外部要因とをそれぞれ軸にした表を作成し分析することで、戦略

の対処策を立案、実行する。 
 

◇３Ｃ分析 

Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の 3つの視点から、自社や事

業部等がおかれている経営環境の現状分析と、経営課題の発見、戦略代替案の発想等

に活用する。 

・Customer(市場・顧客)分析 

顕在・潜在顧客の購買意思や能力を把握する。具体的な分析の視点としては、市場の

規模・成長性、各セグメントのニーズ、購買過程等が挙げられる。 

・Competitor(競合) 

潜在・顕在している競争状況や競争他社について把握する。具体的な分析の視点とし

ては、競合相手の数(寡占度合い)、製品・サービスの特性、競合他社の強み弱み(生

産・販売・財務・技術開発等に関する能力等)・経営資源等が挙げられる。 

・Company(自社) 

自社の経営資源や企業活動についての現状を把握する。具体的な分析の視点として

は、自社の商品特性、技術力、販売力、組織・人材といった社内資源と、売上、シェア、

利益率、認知率等の市場での地位が挙げられる。 
 

◇行政機関、民間シンクタンク等が公表する経済指標の活用 

本所では、独自に行っている「経営経済動向調査」をはじめ、国や京都府内の各団体が

行っている需要・景気調査等の提供を受けているが、支援現場での活用は限られている。 

前項目に記載の通り、これらの調査結果を分析することで、自社の置かれている位置を

客観的に確認し自社の「強み」と「経営課題」の抽出を行って、経営計画策定に活用する。 
 

ウ）小規模事業者と経営支援員との「強み」の共有認識（追加） 

分析した経営状況については、事業者に今まで気づいていなかった自社の「強み」を認

識してもらい、計画策定へとつなげる。 

 

③活用 

・経営支援員は、自らが担当する小規模事業者の経営分析の定量的及び定性的結果 

を今後展開する事業計画策定の基礎資料として活用する。 

 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A6%81%E5%9B%A0-775891
https://kotobank.jp/word/%E5%88%86%E6%9E%90-623351
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%96%E9%83%A8%E8%A6%81%E5%9B%A0-775746
https://kotobank.jp/word/%E8%A6%81%E5%9B%A0-652736
https://kotobank.jp/word/%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%9D%A9%E6%96%B0-50446
https://kotobank.jp/word/%E9%A1%A7%E5%AE%A2-178608
https://kotobank.jp/word/%E7%AB%B6%E5%90%88-2776
https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E7%A4%BE-519176
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④目標  
支援内容 30年度 31年度 32年度 

経営分析件数 900 900 900 

経営分析セミナー（年 3回、40事業所/回） 120 120 120 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）第 1期の状況 
①事業内容 

ア）経営計画策定セミナー等における計画策定支援 

事業計画策定の必要性は感じているが、何から手を付けてよいか解らない小規模事業

者に対して、現状分析に力点を置いた「経営計画策定セミナー」を基軸にしながら、中期的

な経営戦略・計画を策定した。また、「知恵の経営セミナー」、新たな市場開拓を目指す「知

恵ビジネス塾」等の各種事業と個別相談を通じて計画策定の支援を行った。 

経営計画の策定を行った経験のない経営者が大半を占め、計画策定に初めて取り組む

良い機会となっており、第２期も継続して実施する。 
 

イ）経営力向上計画等、各種認証制度における計画策定支援 

経営革新や「知恵の経営（知的資産経営）」、また京都府・京都市の各種認証取得を目

指す意欲的な小規模事業者に対して、セミナーや活用事例の報告会を開催し、担当する

経営支援員が媒介して参加者相互の交流と情報交換の促進を図り、円滑な計画策定につ

なげた。 

経営支援員によって支援能力に差があり、各種の認証取得支援に自信を持てず奨励を

積極的には出来ていないことがあったため、経営支援員の意識と支援力の一層の向上を

図る必要がある。 
 

ウ）小規模事業者経営改善資金融資等融資希望者に対する計画策定支援 

小規模事業者経営改善資金融資や京都府・京都市の制度融資の利用等、資金調達相

談の小規模事業者に対して、経営支援員は巡回訪問の頻度を上げ、経営者とともに経営

上の課題把握と改善策の検討に努め、経営分析の結果を踏まえ、事業計画策定を行っ

た。また、金融機関からも情報提供・助言を受け、小規模事業者の資金計画の円滑な遂行

を支援した。 

京都市内に所在する政府系金融機関、地方銀行、信用金庫とも積極的な貸出姿勢にあ

る。そのため、本所への資金調達相談がやや減少傾向にあり、融資相談を通じての経営計

画策定につなげる件数も減少している。 
 

エ）各種補助金における事業計画の策定支援 

小規模事業者持続化補助金等への申請時に、経営計画書及び補助事業計画書の提出 

が必要である。そこでこの機会を捉え、補助金申請に先立って、経営者が頭の中に持って

いる漠然とした事業計画をヒアリングし、自社分析の結果と各種情報を踏まえて中期的（３

～５年程度）な事業計画に落とし込み、申請する補助金事業の妥当性や実現可能性を検

証した。 

補助金申請を希望する小規模事業者の中には、補助金の獲得を目的に効果的とは考え

にくい事業を計画しようとする事業者が散見された。自社の課題を明確にして事業計画を

策定することで、取り組む事業の優先順位が明確にできるので、本当に必要な事業に対す

る補助金申請につなげることが出来るが、補助金を切り離した事業計画策定に関心を持つ

経営者はまだまだ少ない。 
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オ）創業計画の策定支援 

創業希望者に対して、京都府、京都市及び他の産業支援機関と連携し、事業計画の策

定を支援した。「創業支援セミナー」や「創業塾」（全５回）によって、創業にかかる諸手続き

や経営に関する横断的な知識の習得を促進するとともに、補助金の活用も含めた資金調

達に関する助言を行い、実現可能性の高い創業計画書の作成を支援した。 

創業計画策定等の創業支援を行っている個人のうち、実際に開業まで至るのは約３人に

１人程度である。大都市における創業割合は決して低くはない。創業機運を高め支援すべ

き創業希望者の掘り起こしが大きな課題である。 

 

カ）事業承継計画の策定支援 

事業承継が必要な事業所に対して、親族内承継、従業員への委譲、Ｍ＆Ａも視野に入

れた事業計画の策定を、専門家の助言を得ながら実施した。 

事業承継には多くの利害が絡んでおり、その整理段階で行き詰るケースがあるため、複数

の当事者が綿密に連携して承継計画を策定する必要がある。また、事業承継に至るまでに

通常は数年を要するため、複数の当事者と長期間にわたり伴走支援を続ける必要がある。 

 

キ）経営安定や事業再生のための計画策定支援 

経営安定特別相談室や京都府中小企業再生支援協議会との連携を密にして、迅速に

支援を行った。 

 

上記事業に意欲的に事業計画策定に取り組む小規模事業者には、一定期間(１～３ヶ月程

度)集中的・継続的に助言・支援を行う必要がある。そこで、従前より本所が取り組んでいる、 

１事業者１経営支援員制を維持しつつ、士業専門家の積極的な利用や、新たな取組として個

別支援案件に対する他の経営支援員から助言や意見を受ける会議の設置等により、経営分

析から事業計画の立案まで小規模事業者に対する助言と支援に努め、経営改善効果の向上

につなげた。 

なお、個別支援先の発掘にあたっては、巡回訪問活動はもとより、本所会報や地元紙（京

都新聞）に事例を掲載し、小規模事業者が実際に取り組んでいる具体的な状況や成果を伝

えることで新たな計画策定挑戦者の誘発を促した。 

          
 

 

②実績 〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

事業計画策定支援件数 780 

 (687) 

924 

(735) 

834 

(765) 

内

訳 

経営計画策定セミナーにおける計画策定支援 84 

(50) 

157 

(60) 

100 

 (70) 

知恵ビジネス塾における計画策定支援 34 

(37) 

35  

(40) 

34 

 (40) 

←2015年4月28日 
京都新聞に掲載 
(毎月２回発行し 
支援事例を紹介) 
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創業塾等の参加者に対する計画策定支援 31 

(40) 

61 

(50) 

60 

(50) 

補助金申請者に対する計画策定支援 507 

(460) 

601 

(480) 

520 

(500) 

その他(認定支援、事業承継等)機会の計画策定支援 124 

 (100) 

70 

 (105) 

120 

(105) 

 

③成果と課題 

経営支援員による巡回活動、窓口相談の他、地元マスコミでの情報発信、セミナーの開催 

等により、小規模事業者に対して事業計画策定の重要性を周知するとともに、事業計画策定

に関心のある小規模事業者の掘り起こしを行った。関心を示した小規模事業者には、各種の

調査情報や経営分析の結果を踏まえて事業計画策定に力を入れてきた。その結果、支援を

受けた小規模事業者においては、「頭の中で描いていた計画が整理できた」「取引先に事業

内容を説明しやすくなった」等の声をいただいた。 

課題としては、多くの小規模事業者は、日々の経営に追われ、業績向上に向けた方策の検

討が後回しになっており、事業計画の策定にまで考えが及んでいないのが現状である。京都

市内の５万社を超える小規模事業者に対して同じ小規模事業者が取り組む成功事例をわかり

やすく具体的に示して、本所ホームページや会報、地元新聞で周知するとともに、情報を見て

いない多くの事業者に巡回や来所面談時で同じ小規模事業者の取り組みを伝える。そして、

簡易に経営分析できるツール（ローカルベンチマーク）を紹介し、分析に取り組む小規模事業

者を増やし、さらに計画策定にまでつなげる事業者を一人でも多く増やしていく必要がある。 

 

（２）第２期の取組み 
①改善の内容 

京都市内の小規模事業者に対する啓発を強化するため、巡回訪問による十分な説明と発

信した広報ツールの再活用等、同じ小規模事業者でも計画策定の取り組みで成功している

事例を示し、様々な形で経営計画策定の重要性を伝え、経営分析から事業計画策定に取り

組む小規模事業者を増加させていく。 

一方、事業計画に取り組む事業者を増加させるには、経営分析から計画策定へつなげる

経営支援員のノウハウ共有も重要であり、成功事例を共有する機会を設ける。なお、事業計

画策定に係る計画の妥当性や有効性は中小企業経営支援センターにおいて精査し、小規

模事業者にとって最善な計画となるよう検討を行う場を月２回設ける。 

 

②事業内容 

ア）事業計画策定の動機づけ・支援先の発掘（継続） 

接触していく中で、「事業計画策定はうちの会社に関係ない」「経営改善の成果が上がっ

た事例を教えてほしい」との声が多く聞かれる。 

そこで、巡回訪問による説明はもとより、会報や地元紙（京都新聞）に加えラジオ（ＫＢＳ京

都・ＦＭ京都）等の広報ツールでも、小規模事業者の実際の取組や効果の情報を事業者自

身の声を交えながら発信する。また、本所主催の「経営計画策定セミナー」実施を広報する

際には、事業計画策定の進め方や有効性、過去の参加者の声等を伝え、事業計画策定の

動機づけを行い、新たな支援先の発掘を図る。 

意欲的に事業計画策定に取り組む小規模事業者に対しては、一定期間(1～3 ヶ月程度)

集中的・継続的に助言・支援を行う必要があることから、従前より本所が取り組んでいる１事

業者１経営支援員制を維持しつつも、必要に応じて、他の経営支援員や管理職、外部の士

業専門家（経営支援サポートアドバイザー）等との意見交換を経て、経営分析から事業計

画の立案まで小規模事業者に対する最適と思われる計画提案を行う。 
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イ）策定支援を行う事業計画の種別と内容  

◇経営計画策定セミナー等における計画策定（継続） 

事業計画策定の必要性は感じているが、何から手を付けてよいか解らない小規模事業

者に対して、現状分析に力点を置いた「経営計画策定セミナー」「個別相談会」を基軸にし

ながら、「知恵の経営セミナー」、新たな市場開拓を目指す「知恵ビジネス塾」等の各種事

業を通じて、中期的な経営戦略・計画を策定する。 

 

◇経営力向上計画等、各種認証制度における計画策定（既存事業改善） 

より多くの小規模事業者が対象となる国が推奨する「経営力向上計画」をはじめ、京都

府・京都市の各種認証取得を目指す意欲的な小規模事業者に対して、セミナーや活用事

例の報告会を開催する。必要に応じて、担当の経営支援員が媒介して、参加者相互の交

流と情報交換の促進を図り、円滑な計画策定につなげる。 

なお、支援先の割り当てについては、経営支援員の能力や支援先の課題等に応じて決

め、伴走した支援を行う。 

 

◇創業計画の策定（開業）（既存事業改善） 

京都市域での創業機運を盛り上げるための「創業フォーラム」を開催し、多くの人に創業

に対する関心を持ってもらい、更に創業のことをもう少し詳しく知りたい方向けの「創業プレ

セミナー」を新たに開催。創業希望者に対しては、京都府、京都市及び他の産業支援機

関と連携して、既存事業の「創業塾」によって事業計画の策定を支援する。創業にかかる

諸手続きや経営に関する横断的な知識の習得、補助金の活用も含めた資金調達に関す

る助言を行い、実現可能性の高い創業計画書の作成を支援する。また、創業して５年以

内の事業者においては計画見直しを図るケースもあることから、必要な見直し計画の作成

は個別に経営支援員を配置し伴走支援を行う。 
 

◇京都府事業引き継ぎ支援センターを活用した事業承継計画の策定（一部追加） 

高齢経営者の事業承継が喫緊の課題であることから、事業承継が必要な事業所に対し

て、平成２８年４月から設置の京都府事業引き継ぎ支援センターの他、金融機関、Ｍ＆Ａ

の専門会社等と連携して、セミナーの開催の他、親族内承継、従業員への委譲、Ｍ＆Ａも

視野に入れた事業計画の策定を、専門家の助言を得ながら実施する。支援期間が長期に

わたる場合もあり、相談カルテを整え、担当引継ぎの場合も想定し、対応する。 
 

◇IT・ＩｏＴ導入による生産性向上等の計画策定（新規） 

求人しても応募が無く新規採用ができないため、引き合いが来ても生産が追い付かず、

受注を見送ったり、商品・サービスの販路開拓の機会を失っている。 

そこで、人手不足の課題を解決する一つの手段として、生産性向上を目指す小規模事

業者を対象に IT・IOT 導入の普及啓発のセミナーを開催、個別相談にて専門家を活用し

ながら、事業計画を作成し計画に基づく最適なＩＴ・ＩｏＴ導入の支援を行う。 

 

◇補助金申請者に対する事業計画策定（継続） 

各種補助金をきっかけに経営計画作りの重要性を認識する事業者に対して、経営者が

有する計画の骨子に基づき、経営支援員が計画の妥当性や実現可能性及び成果を具体

的に示すよう支援する。 

 

◇資金調達等における計画策定（継続） 

「小規模事業者経営改善資金融資」「小規模事業者経営発達支援融資」の他、行政が

行う制度融資等、資金調達相談をきっかけに事業計画策定に取り掛かる事業者に対し
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て、経営支援員は巡回訪問の頻度を上げ、経営分析の結果から浮き彫りとなった経営上

の課題把握と改善策を踏まえて、計画策定の支援を行う。 

 

◇その他（継続） 

経営安定や事業再生のための計画策定については、経営安定特別相談室や京都府

中小企業再生支援協議会との連携を密にして、迅速に支援を行う。 

 

③目標 
支援内容 30年度 31年度 32年度 

事業計画策定支援件数 740 770 800 

内

訳 

経営計画策定セミナー等における計画策定 80 80 80 

経営力向上計画等、各種認証制度における計画策定 130 150 170 

創業計画の策定（開業） 130 140 150 

事業承継計画の策定 50  50  50 

IT・ＩｏＴ導入による生産性向上等の計画策定 50 50 50 

補助金申請者に対する事業計画策定 300 300 300 

セミナー参加事業所数 1,000 1,000 1,000 

内

訳 

経営計画策定セミナー（年３回、40事業所/回） 120 120 120 

知恵ビジネス塾（年１回） 40 40 40 

経営力向上計画セミナー（年３回、40事業所/回） 120 120 120 

創業フォーラム（年 1回） 140 1４0 140 

創業プレセミナー（年３回、40事業所/回） 120 120 120 

創業塾（年２回、30事業所/回） 60 60 60 

事業承継セミナー（年４回、50事業所/回） 200 200 200 

IT・ＩｏＴセミナー（年４回、50事業所/回） 200 200 200 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）第 1期の取組み 
①事業内容 

ア）支援先に共通して行う内容  

◇事業計画の遂行状況の確認 

経営支援員の巡回による事業計画の遂行状況の確認を少なくとも３ヶ月に１回実施し

た。具体的には、課題解決への取組状況、経営状態・事業の進捗状況等を事業経営の現

場において確認し、経営者から直接聴取した。併せて、当初設定した目標の達成度を確

認し、改善の必要がある場合には専門相談や専門家派遣事業を活用して、専門家の助言

を得る等して、計画の修正等を支援した。 

巡回訪問による支援に加え、事業計画を実行する小規模事業者を応援するためにも、

重点的な支援が必要な時期には１ヶ月に一度以上、メールや電話等を活用して種々の情

報提供を行い、計画遂行と経営改善意識の高揚を図った。 

 

◇必要な情報提供 

経営支援員は、現況確認時に最新の施策情報等、特に事業計画の遂行に影響のある

事項について丁寧に情報提供を行った。同時に、定性的及び定量的目標と実績を比較し

て、必要な場合は事業所に対して士業専門家の派遣や他の支援機関から有益な情報を

収集・提供して経営者の円滑な計画実行を後押しした。 
 

◇カルテによる支援内容の情報共有 

各経営支援員が担当する支援先の情報は日々カルテに記録し、上席の経営支援員が
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支援内容の確認を行った。経営支援員は所属グループにおいて月 1 回を目途に支援状

況を報告し、支援の手法が適切であるかを検証。また担当外の経営支援員による幅広い

見地からの助言を得て、担当する小規模事業者に対しての支援方針の共有を行った。 

各経営支援員は現場で聴取した事項について、必要最小限をカルテに記載している

が、書面からでは小規模事業者との面談の感触が読み取れないケースがある。また、月１

回の限られた時間では、上席が担当の経営支援員による小規模事業者との接触状況を

十分に検証できていないケースもあり、情報共有機会の頻度を上げることが必要である。 
 

◇支援内容の公開 

一定の支援期間経過後、成果が確認出来、事業者の同意が得られれば、計画策定か

ら実行に至るプロセスや取組後の感想等を会報誌・地元紙に掲載し、当該事業所の広報

を行うとともに、新たな小規模事業者の事業計画策定へ結びつけた。その結果、当該事業

所を広報紙で紹介することにより、新たな顧客獲得につながっている。また、これまで「接

点のなかった」もしくは「接点があっても関心を示さなかった」小規模事業者から、事業計

画策定に取り組みたいと相談される件数が少しずつ増えてきている。 

 

イ) 計画種別に応じた個別の支援内容 

◇資金調達事業者への事後支援 

「小規模事業者経営発達支援融資制度」や「小規模事業者経営改善資金」の利用等、

資金調達にかかる支援を行った小規模事業者に対しては、概ね３ヶ月に 1 回経営者と接

触し、経営内容や債務の返済状況等、策定した事業計画書に対する進捗状況の確認と、

計画の円滑な遂行に必要なフォローアップを行った。 

このことにより、多くの小規模事業者において業績向上などの効果が見られた。 

 

◇創業事業者への事後支援 

創業間もない事業者に対しては、創業計画書に基づいた事業の推進を支援した。未開

業者に対しては、必要な行政手続きや創業事例の紹介、日本政策金融公庫や京都府・京

都市の融資制度の説明等、準備状況に応じて助言を行った。その他、事業者の必要に応

じ、近隣の競合調査や商品・製品・サービスに関する助言、集客のための支援を行った。 

さらに、創業間もない事業者に対しては、事業基盤の強化と経営安定のための勉強及

び業種を超えたネットワークづくりを目的として「京商起業家倶楽部」を平成 27 年度は２ヶ

月に１回開催したが、28・29 年度は他業務との兼ね合いで開催できなかった。その代りに

担当の経営支援員が事後指導を行い継続的なフォローを実施した。 

 

②実績〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

事業計画策定後支援の延べ件数 913 

(866) 

880 

(902) 

758 

(918) 

内

訳 

小規模事業者に対する専門家派遣回数 219 

(221) 

187 

(230) 

200 

(230) 

創業希望者に対する支援件数(開業件数) 104 

(120) 

127 

(130) 

130 

(130) 

各種認定取得者に対する支援件数 14 

(19) 

33 

(20) 

100 

(20) 

補助金採択者に対する支援件数 440 

(368) 

40７ 

(384) 

200 

(400) 

会報誌・地元紙における事例紹介回数(会報 6、地元紙 24) 

（＊） 

30 

(30) 

30 

(30) 

18 

(30) 
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しっかり応援 300社プロジェクト 

（H29年度は強み発掘プロジェクト）支援件数 

106 

(108) 

96 

(108) 

110 

(108) 

＊地元紙の発行を 29年度は見やすくするために白黒からカラーに刷新、発行を月 1回に変更。 
 

③成果と課題 

本所では、小規模事業者の事業の進捗状況等に応じて接触して、最新の経営動向や支援

施策等の情報提供の他、計画の妥当性の検証を行ってきたが、成果の上がったのは全体の

半分程度であった。課題としては、この間、「経営者の想いを尊重しつつも、経営支援員各人

が知識や経験に基づき、スキルを磨いて伴走支援を行うとともに、必要に応じて士業専門家

等の助言を得ている」が、その多くは今、小規模事業者が直面する課題の解決に順次取り組

むものが多く、策定した計画が十分に生かされなかった点である。 

 

（２）第 2期の取組み 
①改善の内容 

事業計画策定後の対象事業者全てを実施支援の対象に、刻々と変化する経営環境を常に

意識し、必要に応じて事業計画の見直しを行うなど、計画を進める取り組みを支援する。 

また、計画の遂行には経営者の強い意識と意欲の継続が不可欠であり、経営支援員は、小

規模事業者と積極的にコミュニケーションを取り、経営者と同じ目線で支援を行っていく。 

さらに平成３１年１０月に予定されている消費税率引き上げ、軽減税率の導入と導入後の対

応に向けて伴走支援を行う。 

 

②事業内容 

ア）支援先に共通して行う内容  

◇事業計画の遂行状況の確認（継続） 

全ての意思決定を社長一人でされている小規模事業者が多いが、事業計画の推進は

全社一丸となって取り組むべきものなので、経営者が多忙でも従業員が経営者の意を受

けて事業を進めることが出来るよう、社内の取り組み体制についても支援する。 

経営支援員の巡回による事業計画の遂行状況の確認を少なくとも３ヶ月に１回実施す

る。計画に掲げられた課題の解決に対して重要度の高いものから取り組んでいるか、経営

状態・事業の進捗状況に問題はないか等を事業経営の現場において確認し、経営者から

直接聴取する。当初設定した目標に対する達成度を調査し、改善の必要がある場合には

専門家の助言を得る等して、計画の修正等を支援する。 

また、事業計画を実行する小規模事業者を応援するために、巡回訪問による支援に加

え、重点的な支援が必要な時期には１ヶ月に１回はメールや電話等を活用して種々の情

報提供を行い、計画遂行と経営改善意識の高揚を図る。 
 

◇必要な情報提供（継続） 

経営支援員は、少なくとも３ヶ月に１回、現況確認時に最新の経営動向調査等、特に事

業計画の遂行に役立つ事項について丁寧に情報提供を行う。同時に、定性的及び定量

的目標と実績を比較して、必要な場合は事業所に対して専門家の派遣や他の支援機関

から有益な情報を収集・提供して経営者の円滑な計画実行を後押しする。 

 

◇カルテ及び支援推進会議による支援情報共有（既存事業改善） 

毎月１回、経営支援員が支援実績を取りまとめる際、上席が担当の経営支援員に対し

て、重点支援先を中心に、カルテや受領した資料等から検証して、進捗状況を確認する。

また、担当の経営支援員による事業所接触状況を上席者がより適切に理解できるようにす

るため、各グループにおいて、月１回開催していた支援実施進捗確認会議を月２回に増

やし、担当外の経営支援員や専門家（経営支援員サポートアドバイザー）等、幅広い見地
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からの助言を得て、担当事業所に対して質の高い実施支援につなげる。 

 

◇支援内容の公開（継続） 

第２期も一定の支援期間経過後、成果が確認できた事業者に関して、計画策定から実

行に至るプロセスや取組後の感想等を経営者の直接の声を会報誌・地元紙のほか本所ホ

ームページにも掲載、事業所のPRを行う。また、このことにより、これまで本所の支援メニュ

ーの活用に関心を示さなかった等身大の小規模事業者に本所支援の利用を促す取り組

みとしても活用する。 

 

イ) 計画種別に応じた個別の支援内容  

「３．事業計画策定支援に関すること」の「イ 」）策定支援を行う事業計画の種別と内容」に

記した「経営計画策定セミナー等における計画策定」「経営力向上計画等、各種認証制度

における計画策定」「創業計画の策定」「京都府事業引き継ぎ支援センターを活用した事業

承継計画の策定」等について、計画内容の進捗状況に応じて、３ヶ月に１回、適切に事後フ

ォローを行うとともに、必要に応じて下記の事業を活用する。 

 

◇資金調達事業者への事後支援（継続） 

第 1 期と同様、「小規模事業者経営発達支援融資制度」や「小規模事業者経営改善資

金」の利用等、資金調達にかかる支援を行った小規模事業者に対して、概ね３ヶ月に 1 回

経営者と接触し、経営内容や債務の返済状況等、策定した事業計画書に対する進捗状

況の確認と、計画の円滑な遂行に必要なフォローアップを行う。 

 

◇創業事業者への事後支援（一部追加） 

創業希望者に対して、創業前、創業後の計画見直しまで、ニーズに合わせてきめ細や

かな支援を行う。特に、未開業者に対して、必要な行政手続きや創業事例の紹介、日本

政策金融公庫や京都府・京都市の融資制度の説明等、準備状況に応じて助言を行った

り、事業者の必要に応じて、近隣の競合調査や商品・製品・サービスに関する助言、集客

のための支援を行う。 

また、一時中断していた「京商起業家倶楽部」を再開し、創業間もない事業者に対す

る、業種を超えたネットワークづくりを支援する。 

 

◇経営相談（追加） 

本所経営支援員が顕在化した経営課題に対して、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

定を活用して、課題が解決されるまで伴走型で支援を実施する。また、専門的な知識が必

要となる課題に対しては次に挙げる専門相談事業や専門家派遣事業を活用する。 

 

◇専門相談事業（追加） 

事業者が持つ専門性の高い経営課題のうち、比較的安易な案件に対しては、事業に関

わる法律（弁護士）、経営全般（中小企業診断士）、税務(税理士)、雇用・労務管理（社会

保険労務士）、知的財産権（弁理士）等の各種専門家による相談事業を活用する。また、

事業者が利用する際には、経営支援員も同席して、支援ノウハウの習得と相談後のフォロ

ーアップを行う。 

 

◇専門家派遣事業（追加） 

高度化・複雑化する中小企業の経営課題に対して、本所経営支援員が弁護士、中小

企業診断士、税理士、社会保険労務士、弁理士等の各種専門家と連携して、解決のアド
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バイスを行う当事業を活用する。また、事業者が利用する際には、経営支援員も同席し

て、支援ノウハウの習得と相談後のフォローアップを行う。 

 

◇消費税率引き上げと軽減税率の導入に向けての対応支援（追加） 

自社への経営の影響を確認し、必要な対策について計画的に準備いただくために、消

費税軽減税率制度の内容、変更となる事務処理、支援施策等について伴走支援を行う。 

 

 ③目標 
支援内容 30年度 31年度 32年度 

事業計画策定後の支援延べ件数 2,043 2,133 2,223 

内

訳 

小規模事業者に対する専門家派遣回数 180 180 180 

強み発掘プロジェクト 

（55事業所に 3回以上） 

165 165 165 

創業希望者に対する支援件数(開業件数) 

（130～150事業所に 3回以上） 

390 420 450 

各種認定取得者に対する支援件数 

（130～170事業所に 3回以上） 

390 450 510 

補助金採択者に対する支援件数 

（300事業所に 3回以上） 

900 900 900 

会報誌・地元紙における事例紹介回数 

(会報 6、地元紙 12) 

18 18 18 

＊各目標値は、新たに支援を開始する件数であり、計画完了まで複数年に及

ぶ場合は翌年以降も引き続きフォローアップを行う。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）第 1期の状況 
①事業内容 

ア）「日経テレコン POSEYE」からの情報収集 

日本商工会議所が経営支援体制強化情報ネットワーク整備推進事業として実施する「日

経テレコン POSEYE」を活用して、「売れ筋商品」「消費者の支持」等、最新の市場情報及び

分析結果を収集した。 

小規模事業者にとっては、後述の「エ）バイヤーからの情報収集」を補完するものとして、

自社の新商品開発や販売計画を検討する材料として活用することができた。 

 

イ）専門誌からの情報収集 

金融財政事情研究会の業種別審査辞典や専門紙から業種・製品別の市場の大きさ、シ

ェア等業界情報を収集した。 

小規模事業者にとっては、後述の「エ）バイヤーからの情報収集」を補完するものとして、

ターゲットとなるドメインやセグメントを検討する材料として活用することができた。 

 

ウ）専門家からの情報収集 

広告代理店、マスコミ、商品開発等の専門家を講師として招き、市場のトレンドや消費者

ニーズ、売れる商品づくり・これから売るために必要なポイントを学ぶ機会としてセミナーを

年３回開催し、小規模事業者に情報提供した。 

小規模事業者にとってはバイヤーからの情報収集を補完するものとして、自社の新商品

開発や販売計画を検討する材料として活用することができた。 

＊なお、本項目については、「需要動向調査」から小規模事業者の関心がより高い「需要開

拓に関する内容」に軸足を移すため、第２期では「６．新たな需要の開拓に寄与する事
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業」に販路開拓セミナーとして記載する。 

 

エ)バイヤーからの情報収集 

◇書面による需要調査 

本所主催の事前マッチング型マンスリー商談会では、小規模事業者の商品情報とバイヤ

ーから照会のある商品・サービス情報をあらかじめつき合わせ、バイヤーが商談の可否を判

断した上で、当日の商談に臨む形を取っている。消費者ニーズを熟知した百貨店、高級ス

ーパーをはじめ、大手流通バイヤーに対して、小規模事業者の商品・サービスに関する情

報（例．価格、大きさ、性能、デザイン、供給能力、納期、ターゲット等）を照会。バイヤーか

ら、個別の商品・サービスに対する評価を書面で受け取り、その内容を分析した上で、小規

模事業者に提供した。 

小規模事業者にとっては、今後の商談に向けての商品デザイン調整など、事前準備に活

用するだけでなく、需要動向を反映した新商品開発における改良、改善を検討するなど、バ

イヤーからの情報を活用することができた。 

 

◇バイヤー訪問による需要調査 

小規模事業者が出展する展示商談会に先立ち、経営支援員が毎年６０名を超える新規

バイヤーに対する訪問活動を展開。出展申し込みのあった小規模事業者の商品・サービス

に関する情報（例．価格、大きさ、性能、デザイン、供給能力、納期、ターゲット等）をバイヤ

ーに照会した。バイヤーから、商品に対する評価、ニーズなどを収集し、分析した上で、小

規模事業者に提供した。 

小規模事業者にとっては、展示商談会に出品するための商品選定の参考にするなど、今

後の商談に向けての事前準備を検討する上でバイヤーからの情報を活用することができ

た。 

 

◇商談会・展示商談会開催による需要調査 

 

・商談会におけるバイヤーからの情報収集 

本所主催の商談会開催時、小規模事業者が経営支援員同席のもとバイヤーと面談し、実

物を示して、取扱商品及びサービスに対する消費者ニーズについてヒアリングを行った。

聞き取った内容を“売れる”価格帯、大きさ、性能、デザイン、ターゲット等に整理して、小

規模事業者の伴走支援に活用することができた。 

 

・展示商談会におけるアンケートによる情報収集 

本所主催の展示商談会開催時、来場バイヤーに出展商品及び出展者に関するアンケー

トを実施した。回答のあった内容を “売れる”価格帯、大きさ、デザイン、ターゲット等に整

理して、出展した小規模事業者に情報提供を行った。 

小規模事業者にとっては、今後、必要な改善を加える等、新たな販路開拓を考える上で

活用することができた。 

＊なお、平成 29 年度までは、京都府・京都市の支援の下、本所主催の展示商談会を開

催し、需要動向を調査するためにアンケートを実施してきたが、展示商談会では販路

開拓に注力したい事業者の要請があり、次期計画では展示商談会においてはアンケ

ート調査の実施は行わないこととする。 

 

 

 

 



- 33 - 

 

②実績〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

情報収集件数 132 

(105) 

121 

(115) 

80 

(120) 

 バイヤー訪問件数(展示商談会来場者となる新規バイヤ

ーへの訪問数） 

82 

(55) 

66 

(60) 

60 

(60) 

来場者アンケート（逆商談会・事前マッチング型商談会

参加バイヤー・H29は逆商談会を中止） 

50 

(50) 

55 

(55) 

20 

(60) 

小規模事業者への情報提供数 402 

(307) 

368 

(307) 

314 

(307) 

 販路開拓セミナーにおける情報提供(40人×3回) 197 

(120) 

225 

(120) 

200 

(120) 

展示商談会出展者に対する情報提供 

（知恵産業フェア、海外展示会、東京インターナショナ

ル・ギフトショー出展者に対する支援） 

205 

(187)  

143 

(187) 

114 

(187) 

 

③成果と課題 

本所が接点を持つ大手流通バイヤー等から、小規模事業者の商品・サービスに対する市場

ニーズやトレンドを聴取した。また、バイヤーからの情報を補完する形で、「日経テレコン

POSEYE」、専門誌から「同種商品の市場情報」「業種・製品別の市場規模」に関する状況や、

セミナーの開催を通じて商品開発のポイントとなる市場調査の進め方等を小規模事業者に情

報提供した。小規模事業者は、これらの情報を自社の新商品開発や販売計画等を経営支援

員とともに検討する上で活用することができた。 

課題としては、参加しても小規模事業者なので最初から相手にされないと考えている経営者

がいることである。また、限られた人数の経営支援員や予算上の制約から、商談会の規模と頻

度に限界があり、一定の小規模事業者にしか需要動向調査の機会を提供できていない。さら

に、「日経テレコン POSEYE」や専門誌を利用している経営支援員が限られており、全ての経営

支援員が活用できるよう取り組む必要がある。 

 

（２）第 2期の取組み 
①改善の内容 

新たな小規模事業者の参加を促すために、小規模事業者が多く参加し、取り扱う個別の商

品・サービスの需要動向調査に利用している商談会、展示商談会であることを経営支援員の巡

回・面談、広報で周知徹底する。 

また、商談会での需要動向調査に参加できる小規模事業者には限りがあることから、商談

会、展示商談会へ新たに参加する小規模事業者を優先することや、新しくインターネットを活用

し消費者の反応を直接知ることができる購入型のクラウドファンディングを活用して、小規模事

業者の商品・サービスに対する需要動向調査を行う。 

さらに、バイヤーからの情報を補完する「日経テレコン POSEYE」や専門誌等の情報を伴走

支援で利用できるよう全経営支援員向け研修を行う。 

 

②事業内容 

ア）消費者ニーズを熟知したバイヤーからの情報収集（継続） 

小規模事業者の個別の商品・サービスについて各市場の需要動向を調査するために、

本所主催事業等を通じて接点がある消費者ニーズを熟知したバイヤーに対し、訪問や書

面によるヒアリングを行う。また、商談会においては、小規模事業者が経営支援員同席のも

と、バイヤーと面談し、取扱商品・サービスに関する消費者ニーズ等についてヒアリング調

査を行う。 
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それぞれ実施した結果を“売れる”価格帯、大きさ、性能、デザイン、ターゲット等に整理

した上で分析を行い当該小規模事業者に情報提供を行う。 

   

◇書面による情報収集 

調査時期 通年（毎年１０回程度） 

調 査 先 本所主催の事前マッチング型マンスリー商談会等に参画する百貨店、高

級スーパーをはじめ、消費者ニーズを熟知した大手流通バイヤー等（延

べ５０社、※１参照） 

調査方法 

・ 

調査項目 

本所主催の商談会に参加する小規模事業者（３００社、※２参照）が取

り扱う個々の商品・サービスに関する需要動向調査を行う。 

具体的には小規模事業者の商品・サービスに関する情報（例．価格、

大きさ、性能、デザイン、供給能力、納期、ターゲット等）を経営支援員が

バイヤーに書面で照会。商品・サービスに対する評価を収集、分析する。 

調査結果

の活用 

・小規模事業者は、経営支援員からバイヤーによる評価を収集、分析した

結果についての情報の提供を受けて、商品開発や商品改良等、今後の

商談に向けての商品デザイン調整など、事前準備に活用する。 

・バイヤーとの商談に至らなかった小規模事業者にとっては、経営支援員

からその原因（例．デザインや大きさが市場ニーズに合っていない、価格

帯が高すぎる等）を情報入手し、今後の対応を検討する材料とする。 

 

 

◇消費者ニーズを熟知したバイヤー訪問による情報収集 

調査期間 毎年 11月～２月 

調査対象 首都圏を中心とする京都発の小規模事業者の商品・サービスに関心を示

すバイヤー（延べ６０社、※１参照） 

調査方法 

・ 

調査項目 

展示商談会に出展する小規模事業者（６０社、※２参照）が取り扱う

個々の商品・サービスに関する需要動向調査を行う。 

具体的には、展示商談会に出展申し込みのあった個者支援先である

小規模事業者の商品・サービスに関する情報（例．価格、大きさ、性能、

デザイン、供給能力、納期、ターゲット等）を、経営支援員がバイヤーを直

接訪問し、商品に対する評価、ニーズなどの情報収集を行う。 

調査結果

の活用 

小規模事業者は、経営支援員からバイヤーによる商品に対する評価、ニ

ーズ等、収集した情報の提供を受けて、展示商談会に出品するための商

品選定の参考にする等、事前準備に活用する。 
 
 

◇商談会におけるバイヤーからの情報収集 

調査時期 通年（毎年１０回程度） 

調査対象 本所主催の事前マッチング型マンスリー商談会等に参画する百貨店、高

級スーパーをはじめ、消費者ニーズを熟知した大手流通バイヤー等（延

べ５０社、※１参照）  

調査方法 

・ 

調査項目 

本所主催の商談会に参加する小規模事業者（１００社、※２参照）が取

り扱う個々の商品・サービスに関する需要動向調査を行う。 

具体的には商談会当日、小規模事業者がバイヤーに対して、商品の

実物を示し、商品やサービスを詳しく説明した上で、契約等の有無だけで

なく、売れ筋動向や競合商品に対する差別化のポイント等をヒアリングす

る。 
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調査結果

の活用 

・小規模事業者が経営支援員同席のもと、バイヤーから自社商品に対す

る意見（市場が求めるデザインや品質、価格など）を聞き、商品開発や

品質改良など、商品企画の際の参考情報として活用する。 

・バイヤーとの商談が成立しなかった小規模事業者は、収集した情報

（例．デザインや大きさが市場ニーズに合っていない、価格帯が高すぎ

る等）を分析し、経営支援員とともに今後の対応を検討する材料とする。 

 

※１：想定する情報収集先 

イオン／伊東屋／小田急百貨店／カルチュア・コンビニエンス・クラブ）／京

王百貨店／京急百貨店／三省堂書店／シェルガーデン／全日空商事／そごう西

武／高島屋／東急ハンズ／東急百貨店／東武百貨店／大丸松坂屋百貨店／日本

百貨店／藤巻百貨店／マルイ／三越伊勢丹／明治屋／ロフトアバハウス／コム

サ／ナノユニバース／バーニーズジャパン／ワールド／日本ホテル／藤田観光

／ホテルオークラ／森トラスト・リゾーツ／伊藤忠食品／エトワール海渡／オ

ンワード商事／日清商事／藤栄／マルショウエンドウ／三井食品／インペリア

ルエンタープライズ／カタログハウス／ディノス・セシール／JTB 商事／JP

三越／日本ダイレクトプロモート／大和／ＮＨＫ出版／ぐるなび／ＪＴＢパブ

リッシング／小学館／ハースト婦人画報社 等 
 

※２：想定する小規模事業者像 

下記業種のうち、職人の技術力や意匠力など自社の強みや、京都の文化性など

を核に、生活提案型の商品・役務（生活雑貨、ファッション・アパレル、コス

メ、食品等）を提供しようとする企業 

業種：食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、衣服・その他

の繊維製品製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、なめ

し革・同製品・毛皮製造業、その他の製造業、各種商品卸売業、繊維・

衣服等卸売業、飲食料品卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業織

物・衣服・身の回り小売業、飲食料品小売業、家具・じゅう器・機械

器具小売業、その他の小売業 

 

イ）インターネットを介した消費者の需要動向調査 

◇購入型のクラウドファンディング（新規）の活用 

事業調達額が数十万円からと比較的低額で利用できる購入型クラウドファンディング

は、提供する新商品・新サービスのターゲット層、消費者の希望購入価格帯、消費者の

声などを集めるテストマーケティングとして活用できる。 

購入型のクラウドファンディングは、初期投資が不要であり、特に資金に余裕が少な

い小規模事業者にとって利用しやすい仕組みである。新たに提供する商品、サービス

に関心を持つ出資者でもある消費者からの当該商品・サービスに対する評価を直接集

めることができ、自社の新商品・サービスに対する需要動向調査を行えるツールの一つ

である。 

（流れ）①プロジェクト実施準備 

（「MAKUAKE」等クラウドファンディング運営業者への申し込み・企画書提出 

 ・新商品・サービスの概要、募集目標額・期間、ターゲット等） 

     ②募集開始・プロジェクト実施（通常 2 ヵ月半～3 ヵ月） 

③募集終了（運営業者から当該事業者へ調達額の振込） 

④プロジェクトの活動報告（新商品・サービスの状況報告） 

⑤応募者（消費者）への新商品・サービスの送付・提供 

⑥プロジェクト終了 
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＊募集開始からプロジェクト終了まで、資金提供を行った消費者の性別、年齢、住

所、商品・サービスに関する直接の評価（価格、デザイン等に対する要望・希望、商

品への批評等）を得ることができる。 

 

調査時期 通年 

調査対象 全国の消費者等 

調査方法 購入型クラウドファンディングを活用 

調査内容 ・小規模事業者の新商品・サービスへのニーズを把握するためのテストマ

ーケティングとして活用。 

・小規模事業者の提供する商品、サービスのターゲット層、消費者の希望

購入価格帯、消費者の声等を集め、需要動向調査を行う。 
＊クラウドファンディングとはインターネット経由で不特定多数の人々から資金調達を行い、商品開発

や事業などを達成する仕組み。クラウドファンディングには、「投資型」「購入型」「寄付型」の三つ

のパターンがある。 

・「投資型」…出資者が投資した金額に応じた配当もしくは株式発行が行われる。 

・「購入型」…出資者がプロジェクト達成後、購入する商品やサービスを前払いするもの。 

・「寄付型」…出資者が見返りを求めず出資するもの。 

＊「ＭＡＫＵＡＫＥ」に聞き取り調査を行ったところ、現在、「購入型」の登録事業者は月間 150 件以上

の実績があり、そのうち、７割以上の案件で調達目標額を超えている。 

 

ウ）補完的情報収集 

「ア）バイヤーからの情報収集」や、「イ）インターネットを介した消費者の需要調査」を補

完する形で、次の手段により必要な情報（例．地域別の取扱商品のシェア、トレンドなど）を

収集し、個社支援先の小規模事業者に情報提供する。 

 

◇「日経テレコン POSEYE」からの情報収集(継続) 

日本商工会議所が経営支援体制強化情報ネットワーク整備推進事業として実施する

「日経テレコン POSEYE」を活用して「売れ筋商品」、「消費者の支持」等、最新の市場情報

及び分析結果を収集する。 

小規模事業者にとってはバイヤーからの情報収集を補完するものとして、自社の新商品

開発や販売計画を検討する材料として活用する。 

 

◇専門紙からの情報収集（継続） 

金融財政事情研究会の業種別審査辞典や専門紙から業種・製品別の市場の大きさ、

シェア等、業界情報を入手する。 

小規模事業者にとってはバイヤーからの情報を補完するものとして、ターゲットとなるドメ

インやセグメントを検討する材料として活用する。 

 

 ③目標 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

需要動向に関する情報収集件数 160 160 160 

 書面による情報収集件数 50 50 50 

消費者ニーズを熟知したバイヤー訪問による情報収集件数 60 60 60 

商談会におけるバイヤーからの情報収集件数 50 50 50 

情報提供を行う小規模事業者件数 460 460 460 

 「書面による情報収集」に関する情報提供件数 300 300 300 

「消費者ニーズを熟知したバイヤー訪問による情報収集」に 

関する情報提供件数 

60 60 60 
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「商談会におけるバイヤーからの情報収集」に関する情報提

供件数 

100 100 100 

クラウドファンディング活用の小規模事業者数 10 15 20 

 

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】 

（１）第 1期の状況 
①事業内容 

ア)知恵ビジネスプランコンテスト認定事業所に対する販路開拓支援 

知恵ビジネスプランコンテストの認定を受けた事業所（毎年６社程度を認定）に対して、

認定後、1 年間、専門家派遣、広報・プロモート等のハンズオンで集中支援を行った。その

結果、社会認知度や信頼度に乏しい小規模事業者に事業計画を検証しながら販路開拓

を行うことで、企業体力に合わせた売上向上や、新たな取引先の開拓に繋がる等の成果

があった。 

＊成果事例 

第８回認定事業所に対する支援事例（抜粋） 

Ａ社・・・地元紙や本所会報誌への掲載等、広報支援と販路開拓支援を実施し、売上高

対前年比 109％ 

Ｂ社・・・地元紙や本所会報誌への掲載等、広報支援と販路開拓等 

各種助成金申請、売上高対前年比 110％  新規契約 100件成立 
 

（実績）〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

販路開拓に向けた重点支援企業数 6 

(6) 

5 

(6) 

6 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ)商談会の開催 

小規模・中小事業者が取り扱うイチ押し商品を大手流通バイヤー等に売り込む逆見本市

型の商談会を実施。全国の約 30 社のバイヤー約 100 名が一堂に会し、地域の小規模・中

小事業者と商談を行う“京のイチ押し商品逆商談会”を年 1 回、バイヤーとサプライヤーの

希望情報を予め調整の上、商談を行う“事前マッチング型マンスリー商談会”年 10回程度、

いずれも京都市内において実施した。 

他の支援団体でも同様の逆商談会を行っており、他団体との棲み分けが必要なことに加

えて、成約率が低いことから、平成 29 年度は運営方法を見直し、事前マッチング型商談会

を重点的に行うこととした。 

参加バイヤーの例: 

近鉄百貨店、大丸松坂屋百貨店、髙島屋、三越伊勢丹、イズミヤ、大近、シェルガーデ

ン、シティ・スーパー・ジャパン、ニッセン、日本文化センター、東急ハンズ、ドン・キホー

テ、ロフト、日本アクセス、三菱食品、エトワール海渡 等 

★知恵ビジネスプランコンテスト：京都の特性や企業の強みを活かしながら、新たな知恵に 

よって自社ならではのビジネスモデルや技術、商品・サービスを開発し、“顧客創造”を 

実現するビジネスプランを公募。平成 21 年より実施し、本年度で９回目を迎える。 

   審査基準は、知恵の使いどころ（独自性・競合優位性）、知恵の使いどころが与えるイン 

  パクト（社会性・顧客創造性）、知恵ビジネスの実現性（事業計画の熟度・市場競合性）の 

３点であり、書面審査と実施調査・事業者によるプレゼンテーションを経て、毎年６件の 

認定を行う。認定企業に対しては、次年度にプラン実行に対する伴走支援を行うとともに、 

認定されなかった企業に対しても、申請プランのレビューとプランのブラッシュアップを 

図る継続支援を実施する。 
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（実績）〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

      ＊成約件数は目標件数を設定していなかったため、数値を省略。 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

展示会、商談会開催回数 12 

(11) 

12 

(11) 

8 

(11) 

参加バイヤー企業数 52 

(52) 

52 

(52) 

21 

(52) 

出展企業数 331 

(280) 

324 

(280) 

120 

(280) 

商談件数 1,194 

(1,000) 

1,093 

(1,000) 

300 

(1,000) 

成約件数 

（成約見込を含む） 

349 

（－） 

329 

（－） 

150 

（－） 

 

ウ)京都知恵産業フェアの開催 

知恵ビジネスに取組む小規模・中小事業者の製品を一堂に集めた商談会を本所のみな

らず、京都府・京都市なとど共催して首都圏で開催した。また、京都の地域特性を活かした

商品やサービス、ものづくり技術等を首都圏マーケットに対して売り込むため、オール京都

による展示商談会「京都知恵産業フェア」を開催した。 

小規模事業者が「首都圏における販路開拓」と「首都圏のバイヤーとのパイプ作り」を行う

という当初の目的を達成したものの、オール京都で行う３年間限定の事業ということから、平

成３０年度以降はこれまでの成果を踏まえて事業の見直しが必要となっている。 
 

京都知恵産業フェア  実施体制 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（実績）〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

     ＊商談件数、成約件数は目標件数を設定していなかったため、数値を省略 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

展示会、商談会開催回数 1 1 1 

参加バイヤー人数 890 

(500) 

991 

(500) 

900 

(500) 

出展企業数 169 

(150) 

109 

(150) 

84 

(150) 

商談件数 1,100 

(－) 

1,706 

(－) 

1,200 

(－) 

成約件数（成約見込を含む） 240 

（－） 

580 

（－） 

500 

（－） 

＊平成 27、28年度は衣食住が対象、平成 29年度は費用対効果を考え衣住のみが対象 

 

エ)国外展示会への出展 

海外展開に向けた商品開発と開発した商品の展示会への出展を行う 「Kyoto 

主催：京都知恵産業フェア実行委員会(事務局:京都産業育成ｺﾝｿｰｼｱﾑ) 

（平成 29年 9月 1日現在） 

京都府商工労働観光部長 兒島宏尚、京都市産業観光局長 上田誠、 

京都商工会議所 参与 山下徹朗、公益社団法人京都工業会 専務理事 有馬透、 

公益財団法人京都産業 21 専務理事 小林章一、 

公益財団法人京都高度技術研究所 専務理事 北村康二  にて 構成 

        （委員長：京都商工会議所 参与 山下徹朗） 

 

首都圏販
路開拓支
援事業ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰ
ﾑ会議 
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Connection / Kyoto Contemporary」事業を京都市と連携して実施した。 

本事業では、海外展開を目指す小規模・中小事業者約 20社を選定し、専門家の指導の

もと、現地ニーズにマッチした新商品の企画・開発、バイヤー向け展示商談会の開催や世

界的見本市（MAISON & OBJET）への出展とともに、パリ市内「アトリエ・ド・パリ」での展示商

談会の開催を通して、海外市場獲得を目指す。帰国後は、東京と京都においても凱旋展を

行い、国内バイヤーに対しても販路拡大に取り組んだ。 

その結果、出展者自身、「社内体制・意識の変化」「海外市場ニーズの把握と製品開発・

改良」「ツールの整備」等の成果により、海外取引の販路を広げるきっかけができた。一方、

現地の市場ニーズを考慮せずにプロダクトアウトの形で商品を持ち込んだ結果、ニーズのミ

スマッチにより、取引が成立しなかった。今後、市場調査をした上で、製品を海外に持ち込

む必要がある。 
（実績）〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

＊成約見込額は目標値を設定していなかったため、数値を省略 

＊他団体との共同事業のため、公表している情報のみ掲載 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

出展企業数 18 

（17） 

18 

（17） 

16 

（17） 

商談件数 528 

（250） 

391 

（250） 

400 

（250） 

成約見込額（万円） 約 1,543 

（－） 

約 1,540 

（－） 

約 1,500 

（－） 

 

オ)国内展示会への出展 

本所が事務局を務めるファッション京都推進協議会と共同で実施してきた国内販路開拓

事業について、京都府からの協力を得て商品開発部分をさらに強化した新事業「あらたしき

もの京都事業」を実施。東京で開催されるギフトに特化した展示商談会「東京インターナシ

ョナル・ギフトショー」へ出展した。京都の染織・繊維をはじめとするものづくり産業における

知的資源（技術、素材、意匠、感性等）を活かした新商品を開発し、首都圏における情報発

信、販路拡大を目指した。 

以前は低価格帯から高価格帯までの幅広い層をターゲットにした全体展示会に出展して

いたものを、平成 28 年度から高価格帯で高付加価値な商品をターゲットとする「ＬＩＦＥ×Ｄ

ＥＳＩＧＮ」に出展した。成約件数（見込件数を含む）は減少したものの、成約金額（見込額を

含む）が大幅に増加した。増加した要因としては出展者とバイヤーとのミスマッチが大幅に

減ったことが大きな要因と考えられる。 

一方、出展事業者が例年大きく変わっておらず、掘り起しが大きな課題となっている。 

 
（実績）〔上段：実績値（平成 29年度は見込値）、下段（カッコ内）：当初目標値〕 

＊成約件数は目標件数を設定していなかったため、数値を省略 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

出展企業数 18 

(20) 

16 

(20) 

14 

(20) 

来場バイヤー数 528 

(250) 

391 

(250) 

400

（250） 

 成約件数（見込も含む） 184 

（－） 

95 

（－） 

90 

（－） 

 

③成果と課題 

本所が定期的に実施する「経営経済動向調査」では、経営上の問題点として「売上不振」
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が第一位であった。また、各種セミナー等のアンケートにおいて、最も関心の高いのは「販路

開拓」であり、これらに対する支援ニーズは常に高く、小規模事業者の持続的発展に向けて

は、新たな販路開拓のための支援策を強化することが必須である。 

この状況を踏まえ、本所では、京都の小規模事業者における知恵ビジネスの推進と新たな

販路開拓を目指して、自社の強みを活かした新たな商品・サービスを提供するビジネスモデ

ルを認定する「知恵ビジネスプランコンテスト」を実施、また、京都府や京都市、その他産業支

援機関等と連携して、個別企業の販路開拓の取り組みを伴走にて支援するほか、「各種の展

示会・商談会」を開催してきた。 

その結果、百貨店や専門店、通信販売等の様々な流通業者との商談の場を設定し、新た

な販路先を小規模事業者に提供できた点が大きく、成果として新たな取引先を開拓して、大

きな収益源を確保できた事業者が数多くあった。 

一方、「京のイチ押し商品逆商談会」では、参加した小規模事業者の中でもバイヤーのニ

ーズに合致していない商品の提案をして成果につながらなかったり、参加者が多く、細やかな

支援ができておらず、「事前マッチング型マンスリー商談会」へシフトし、“量より質”の支援へ

と展開を始めている。 

 

（２）第 2期の取組み 
①改善の内容 

展示会・商談会に参加したもののバイヤーからの反応が乏しかった事業者に対して、その

原因の検証を支援し、マッチングの場を継続的に提供するとともに、商品開発から商談まで

一貫して支援するスキームを提示して、多様な小規模事業者の個別課題の解決に向けた伴

走支援に対応していく。また、需要動向調査でも記載したが、展示会・商談会は、参加者数に

限りがあるため、参加者の新陳代謝も必要である。その為には、新たな小規模事業者の参加

割合を高めることがポイントとなるが、参加しても小規模なので最初から相手にされないと考え

ている経営者もいる等、バイヤーの求める需要動向が伝わっていないこともあり、事前情報の

周知徹底に努める必要がある。巡回や本所広報媒体等を通じて、収集したバイヤーからの意

見やニーズを小規模事業者に伝える機会を増やし、新たに参画する小規模事業者の掘り起

こしを行う。また、バイヤーから得られる助言を今後の小規模事業者の経営に活かすため、商

談会開催後の支援をより一層充実して実施していく。また、商談会に参加できる事業者には

限りがあることから新しくインターネットを活用した需要動向を把握する手段として、クラウドファ

ンディングを活用すると共に新たな販売手法としても活用し利用する小規模事業者の支援を

行う。 

 

②事業内容 

ア)知恵ビジネスプランコンテスト認定事業所に対する販路開拓支援（継続） 

知恵ビジネスは自社の強みと京都の地域特性を資産として、現代のライフスタイル等、顧

客の嗜好に合わせて、経営資源を活用しながら、新しいビジネスモデルを構築するもので

あり、特に小規模事業者に有効な取り組みであることから、同コンテストを継続実施する。 

新規顧客を獲得するにあたり、既存のチャネルと違う販路や情報発信等のプロモートが

求められることから、伴走支援によるきめ細かい対応を行う。 
（目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

販路開拓に向けた重点支援企業数 6 6 6 

 

イ）商談会の開催（既存事業改善） 

バイヤーとサプライヤー（小規模・中小事業者）の希望情報を予め調整の上、商談を行う

“事前マッチング型商談会”を年 10 回程度、いずれも京都市内において実施する。商談で
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はその場で成約することは比較的少なく、商談の場に経営支援員が同席し、消費者ニーズ

を熟知したバイヤーの意見反映について商談後に支援することで、市場に適合した商品開

発や取引条件の設定等、商談成約率の向上につながる。 

 

参加バイヤーの例:近鉄百貨店、大丸松坂屋百貨店、髙島屋、三越伊勢丹、イズミヤ、大

近、シェルガーデン、シティ・スーパー・ジャパン、ニッセン、日本文化センター、東急ハ

ンズ、ドン・キホーテ、ロフト、日本アクセス、三菱食品、エトワール海渡 等 
 

（目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

展示会、商談会開催回数 10 10 10 

参加バイヤー企業数 16 16 16 

出展企業数 120 120 120 

商談件数 300 300 300 

成約件数 165 180 200 
 

ウ）国外展示会への出展（既存事業改善） 

費用対効果に伴う予算の見直しにより、海外展開に向けた商品開発と開発した商品の展

示会への出展を行う「Kyoto Connection」事業に絞り、京都府・市と連携して実施する。 

欧州での取引先獲得に意欲的な小規模・中小事業者約 8 社程度を選定し、専門家の指

導のもと、海外のニーズにマッチした新商品開発に取り組み、毎年１月にパリで開催される

展示商談会（MAISON & OBJET）に出展し、海外市場獲得を目指す。帰国後は、東京と京

都においても凱旋展を行い、販路拡大に取り組む。 
（目標）＊他団体との共同事業のため、公表している情報のみ掲載 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

出展企業数 8 8 8 

商談件数 250 270 270 

成約見込額（万円） 1,500 1,500 1,500 

 

エ）展示商談会「東京インターナショナル・ギフトショー」へ出展（既存事業改善） 

本所が事務局を務めるファッション京都推進協議会と連携し、「あたらしきもの京都事業」

として東京で開催されるギフトに特化した展示商談会「東京インターナショナル・ギフトショ

ー」へ出展する。京都の伝統産業事業者を中心に新たな商品開発に意欲を持つ小規模・

中小企業を約 15 社程度選定し、専門家・プロデューサーの指導の下、商品開発、出展支

援を行い、販路開拓を支援する。経営資源に乏しい小規模事業者は多くの商品アイテムを

開発・展開することが難しい一方、百貨店等のバイヤーからは、売り場を面構成できる商材

が求められている。本事業のもと、同じコンセプトで商品開発・展示商談することで、複数の

事業者が合同で売り場をつくることが可能となり、商談成約の可能性が高まった。 

今後は、平成２７年度から実施してきた首都圏販路開拓事業「京都知恵産業フェア」のノ

ウハウを引き継ぎ、予算を抑えながらもバイヤーへの積極的なアプローチを行い、より費用

対効果の高い事業を展開していく。 
（目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

出展企業数 30 40 50 

成約件数 200 260 320 

来場バイヤー数 800 800 800 

 

オ）クラウドファンディング活用による支援（新規） 

今後、利用急増が見込まれるクラウドファンディングについては、需要動向調査を活用で
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きるだけでなく、固定のファンづくりに有利であることから、セミナー開催による情報提供だ

けでなく、セミナー後、具体的な導入に向けて専門家による個別相談等を活用し普及につ

なげていく。 
（目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

セミナー開催回数 2 2 2 

セミナー参加事業者数 60 60 60 

導入支援件数 10 15 20 

 

カ）販路開拓セミナーの開催（継続） 

販路開拓に意欲的な小規模事業者を対象として、広告代理店やマスコミ、商品開発の専

門家を講師として「販路開拓セミナー」を年３回程度開催し、最新の時代の流れを押さえ売

れる商品づくり・これから売るために必要なポイントを学ぶ機会を提供する。 
（目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

販路開拓セミナーにおける情

報提供(40人×3回) 

120 120 120 

 

キ）IT導入による販路拡大の支援（新規） 

今後、ネットによる売上比率の増加が見込まれることから、ホームページやソーシャルメデ

ィア等のＩＴを活用した宣伝をはじめメディアを活用した販路開拓の取り組みを学ぶセミナー

を開催、併せて個別相談を実施し IT導入支援を行う。 
（目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

セミナー開催回数 14 14 14 

セミナー参加事業者数 420 420 420 

個別相談件数 30 40 50 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

１．地域活性化事業 

（１）第 1期の実施内容（成果と課題） 
ア）支部別地域活性化会議の開催 

京都市内に所在する中小企業組合（業種組合、商店街等）の代表者 193名(29年 9月末

日現在）を地域活性化推進委員として委嘱し、組合事業者の経営動向や支援ニーズの集

約と本所の小規模事業者支援施策の普及等に取り組んだ。加えて、各支部の担当行政区

毎に「支部別地域活性化会議」を開催し、地域活性化推進委員と行政担当者、本所経営

支援員が地域や各種業界の課題等についての意見交換、活性化に関する研究や事業促

進を行った。 

地域活性化推進委員と経営支援員が 2 ヶ月に 1回以上接触することにより、当該団体の

事業者の業況や経営課題を把握することにより、講習会の開催や補助金の情報提供等、

施策の活用で次への対策を講じ経営改善につながった。 

また、定期的に業界の意見を聞ける良い機会となっているが、多忙等の理由によりタイム

リーな接触が困難な地域活性化推進委員もおり、直接、話を聞けないケースも見られた。 

 

イ）支部別地域ビジネス活力交流会 

地域を近接して営業を行う小規模事業者が、エリアネットワークを強化するための交流会
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を開催。名刺交換に止まらない交流会として、参加者が自社製品やサービスを紹介するツ

ールを持ち込み、各事業所が互いの事業内容を理解できるような仕組みを構築した。 

各支部で年 2回、合計 8回開催。毎回、約 30名の参加があり、これまで接点のなかった

エリア内の事業所同士のつながりができ、毎回１～５件の新たな取引開始に繋がった。ま

た、アンケートでも満足度が 90％以上である。 

しかし、本交流会の参加者から「もっと回数を増やして欲しい」との要望があることから、プ

ログラム内容、開催頻度、参加定員拡大等の改善を検討する必要がある。 
 

（実績） 

支援内容 27年度 28年度 29年度 

地域活性化のための会議・交流会開催数 16 16 16 

       同      参加者数 600 600 600 
 

ウ）地域商業ビジョンの実現に向けた各種事業 

地元商業者等が地域ごとの商業の在り方を議論し、地域特性やストックを生かして策定し

た「山科地域」、「嵯峨・嵐山地域」、「伏見桃山・中書島地域」の各商業ビジョンに掲げる地

域振興事業を推進した。 

本所では関係者と最低 2 ヶ月に 1 回以上情報交換を行うとともに、事業に係る補助金申

請、事業の周知に関する広報等の支援を行ってきた。 

策定後のビジョンの具現化に向けて、各地域の商業者等が主体的に活動するようにな

り、本所の本事業に対する支援の在り方が側面的な支援に移行してきたため、次期経営発

達支援計画への掲載は見送る。 
 

山科地域・・・平成 19 年ビジョン策定を機に地元商店街、企業、大学、本所が一体となり協力体制が出来、地域

活性化に取り組んでいる。本所では、山科駅前で開催する陶器で作成した行燈で駅前のにぎわ

いを創出するイベント「陶灯路」開催にかかる広報や運営支援を行う。 
 

嵯峨・嵐山地域・・・嵯峨商店街、嵐山商店街、嵐山十軒会、嵐山中之島会、嵐山西の会の５つの商店街を中
心に組織された策定委員会において、これからの商業の在り方を「嵯峨嵐山おもてなしビジ

ョン」(平成 22 年策定)にとりまとめた。同地域では、これをもとに「後世に承継できる、住んで

よし 訪れてよし のまち」をめざして、勉強会・調査研究・各種活性化イベントを実施してい

る。本所としては、春・秋の観光シーズンのみならず、各商店街が地域活性化を目的として

主催する種々のイベント等の広報支援や京都嵐山・花灯路事業の運営等に努める。 
 

伏見桃山・中書島地域・・・７つの商店街が集まる伏見桃山・中書島地域の若手商業者が中心となって特色あ
る商店街づくりを検討、地元主体による「伏見桃山・中書島地域における商業ビジョ

ン」を策定した。本所は、京都市とともに同ビジョンの策定に参画した。現在は、同ビ

ジョンをもとに各種活性化事業が実施される中で、本所では桜まつりや万燈流し等

の事業運営に対する支援を行う。 
 

エ）商店街振興を通じた地域活性化 

地域商業者や商店街等が主催する地域活性化事業に対する支援を行う。中でも千本商

店街・朱雀大路の街等、法人格を有しない任意組織の小規模商店街における集客イベント

（100円商店街）開催にあたり、事前勉強会の開催や当日の運営を支援した。 

少なくとも 2 ヶ月に 1 回以上、関係先と定期的に接触することにより、地域活性化推進委

員団体や事業者の業況や経営課題を把握。そして、補助金の活用、講習会の開催等の施

策の活用で次への対策を講じ、従業員の意識改革や経営改善につながった。 

しかし、団体役員の高齢化が進み、活力持続が難しくなってきており、本所補助金活用

や講習会の開催を実施したのは約 30団体／年と、支援した団体が限られた。 
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②成果と課題 

地域経済を支える小規模事業者の経営の安定化を積極的に進めると同時に、市内各地域

の活性化を目指し、４つの支部（洛央・洛北・洛西・洛南）を核として、地域振興に向けた事業

を展開した。地域活性化事業においては、商店街をはじめとした地域の中小企業組合・団体

の自主的な取組が不可欠であり、こうした環境整備に向けて、本所は意欲ある事業者のネット

ワーク構築に資する取組や地域団体の具体的な地域振興事業への支援を推進し、一定の成

果をあげることができた。 

課題としては、地域の活性化を担うリーダーの高齢化が進んでおり、活力、持続が難しくな

ってきている。 
 

（２）第２期の取組み 
①取組の方向性 

これまでと同様、地域経済を支える小規模・中小事業者の経営の安定化を積極的に進める

と同時に、市内各エリアの活性化を目指し、４つの支部（洛央・洛北・洛西・洛南）を核として、

京都市や京都府の行政担当者の参画を得て地域振興のため、４つの事業を展開する。また、

地域活性化事業においては、商店街をはじめとした地域の中小企業組合・団体の自主的な

取組が不可欠であり、こうした環境整備に向けて、本所は関係者間における地域の課題共有

と意欲ある事業者のネットワーク構築に資する取組や地域団体の具体的な地域振興事業へ

の支援を行う。 
  

②事業内容 

 ア）支部別地域活性化会議の開催（既存事業改善） 

第２期も京都市内に所在する中小企業組合（業種組合、商店街等）の代表者 193 名(29

年 9 月末日現在）を地域活性化推進委員として委嘱し、組合事業者の経営動向や支援ニ

ーズの集約と本所の小規模事業者支援施策の普及等に取り組む。 

具体的には、２ヶ月に１回以上、推進委員団体と接触した際に吸い上げた業況や経営課

題を踏まえて、推進委員団体が課題解決に繋がるテーマ別の会議やセミナーの開催、各

団体における地域独自の課題を解決するための講習会の共催等、様々なニーズに応え、

各地域の活性化につなげていく。 

また、業務多忙等の理由により接触が困難な地域活性化推進委員には、場合により推進

委員の見直しや代理回答者を予め紹介いただく等、ヒアリングできる体制を構築する。 
 

イ）支部別地域ビジネス活力交流会（既存事業改善） 

地域を近接して営業を行う小規模事業者が、エリアネットワークを強化するための交流会

を開催する。 

具体的には、名刺交換に止まらない交流会として、参加者が自社製品やサービスを紹介

するツールを持ち込み、各事業所が互いの事業内容を理解できるような仕組みを構築する

だけでなく、テーマ設定に沿ったセミナーや事例発表、施策紹介等も盛り込むことにより、

バリエーションを持たせて、より質の高い交流会とする。また、参加者の要望に応えるべく、

回数や参加者数を可能な範囲で増やして実施する。 
 (目標) 

支援内容 30年度 31年度 32年度 

地域活性化のための会議・交流会開催数 18 18 18 

       同      参加者数 650 650 6５0 

 

ウ）商店街振興を通じた地域活性化（既存事業改善） 

地域商業者や商店街等が主催する地域活性化事業に対する支援を行う。具体的には

伏見稲荷地域をはじめとする各商店街における外国人観光客への対応や、近隣型商店街
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ならではの強みを活かした地域住民の来街者を増やすための勉強会の開催や各種イベン

ト運営に係る支援を行う。 

また、本所ではこれまでと同様、2ヶ月に 1回以上情報交換を行うとともに、団体の活力維

持を図るために、事業に係る補助金申請、事業の周知に関する広報等の支援を行っていく

ことに加え、京都府事業引継ぎ支援センターとの連携を深め、団体の後継者育成にも力を

入れていく。 

 

エ）観光振興に向けた検定事業（追加） 

京都の文化、歴史の継承と観光の振興、人材育成を目的に、平成１６年（西暦２００４年）

より京都・観光文化検定試験（通称「京都検定」）を行っている。 

毎年１２月に行う本試験（受験者数 約７，５００名）並びに毎月３～４回行う関連の講習会

（受講者数 延べ約４，０００名）を実施することにより、京都の文化・歴史を学ぶ機会と環境

を提供し、府民、市民の観光に対する意識向上を図り、世界中から訪れる観光客を温かく

迎えるおもてなしの心を醸成する。また、観光関連産業に携わる小規模事業者において

も、一層のサービス向上に取り組むことで、地域の活性化をつなげていく。 

 

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 

（１）第１期の事業内容（成果と課題） 

ア）京都府中小企業応援隊世話人会への参画 

小規模・中小事業者に対するきめ細やかな伴走型支援を目的として、京都府は平成 23

年から京都府内の経営支援員をはじめ、各種産業支援機関の支援担当者を中小企業応

援隊員(平成 29 年 4 月末現在 281 名)として委嘱している。当応援隊員の活動内容等は主

な産業支援機関の代表者による“中小企業応援隊世話人会”が京都府と定期的に協議。

本所も同世話人会に参画し、府内における小規模事業者向け支援状況の情報交換や今

後の支援の在り方・方法等につき意見交換を行い、中小企業応援隊事業を通して小規模

事業者の支援力向上を図った。 

経営発達支援事業を円滑に推進する上で、京都府に対する小規模事業者支援施策の

ニーズは京都府内の各商工会・商工会議所で共通することが多いため、支援状況を定期

的（年４回程度）に京都府へ報告し、また支援機関が連携して要望することができた。 

 

イ）京商がんばる経営応援専門家ネットワークにおける情報交換会の開催 

本所では、小規模・中小事業者の経営課題解決を専門家の助言を得て行う際に、相談

相手を自由に探せるよう、会員である弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・

社会保険労務士・中小企業診断士・弁理士を「京商がんばる経営応援専門家ネットワーク」

として組織している(平成 29年 8月現在 176名登録)。本ネットワークでは、登録者である士

業専門家向けにメールマガジンを配信、事業に役立つ情報提供を行うことで、経営相談の

傾向や地域の課題等について情報共有を行うとともに、交流事業への参加を促進して、士

業と事業者とのマッチングを図った。 

平成２７年度は情報交換会を２回開催したが、同じ業種の士業専門家でも専門分野が異

なると関心事項が異なることが分かったため、平成２８年度からは同ネットワークでの情報交

換会に代えて、月２回メールマガジンを配信し、小規模事業者関連の情報を発信するととも

に、支部別で開催している地域ビジネス活力交流会への参加を促し、その交流の場で情報

交換を行うことに変更した。 
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ウ）京都府内商工会議所中小企業相談所長会議の開催 

京都府内８つの商工会議所の相談所長会議を年１回開催し、各地域における経営支援

活動の状況や課題について情報交換や意見交換を行った。また京都府に対する小規模事

業者支援活動に係る要望等についても協議した。 

経営発達支援事業を円滑に推進するため、京都府に対する小規模事業者支援施策の

ニーズは京都府内の各商工会・商工会議所で共通することが多いため、支援状況を定期

的（年４回程度）に府へ報告し、また支援機関が連携して要望することができた。また、各地

の課題把握や次年度の支援員研修の内容を調整する機会となっており、継続して実施す

る。 

一方、小規模事業者が抱える課題が多岐かつ複雑化していることから、本所と同規模の

商工会議所や県庁所在地商工会議所の情報交換を行うことで、課題解決の糸口を見出す

必要がある。 

 

（２）第２期の取組み 

①改善の内容 

京都府内の支援機関との連携・情報交換はもとより、大都市商工会議所や県庁所在地商

工会議所単位で毎年開催される中小企業相談所の連絡会議で協議し、支援力向上に役立

つ内容は本所経営支援員にも情報共有する。 

また、専門家の協力をより効果的に得るためのネットワーク構築と情報収集を推進する。 

 

②事業内容 

ア）京都府中小企業応援隊世話人会への参画（継続） 

引き続き中小企業応援隊世話人会（年4回開催）に参画し、支援機関間で情報交換を図

るほか、中小企業応援隊員が参加する意見交換会（年１回開催）の内容を充実させること

で、参加した全ての経営支援員の支援力向上に役立つよう推進する。 

 

イ）京商がんばる経営応援専門家ネットワークにおける情報交換会の開催（既存事業改善） 

小規模事業者が抱える経営課題の解決を専門家の助言を得て行いたい際に、相談相

手を迅速・的確に探せるよう、さらに多くの弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理

士・社会保険労務士・中小企業診断士・弁理士に「京商がんばる経営応援専門家ネットワ

ーク」へ登録いただき、その得意分野を把握する等の情報整備を進める。 

また、登録者である士業専門家向けに、月２回メールマガジンを配信、事業に役立つ情

報提供を行うことで、経営相談の傾向や地域の課題等について情報共有を行う。 

本所で構築した専門家ネットワークのメンバーには、小規模事業者に役立つ情報を提供

するとともに、支部別交流会への参加を促し、支援情報や支援ノウハウの共有を図る。 

 

ウ）京都府内商工会議所・大都市商工会議所等中小企業相談所長会議への参加 

（一部追加） 

地域の現状、課題の情報交換の場として京都府内８の商工会議所、都市規模が大きい

地域や各都道府県レベルにおける現状と課題の情報交換の場として、全国２２大都市商工

会議所、県庁所在地商工会議所の相談所長会議がそれぞれ年 1回開催される際、本所管

理職が参加する。 

そして、各地域における経営支援活動の状況や課題について情報交換や意見交換を行

うとともに、本所の小規模事業者支援の体制強化と経営支援員の伴走支援に役立つ情報

の共有と活用を図る。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること (*グループ内は、課単位、または支部単位を示す) 

（１）第１期の事業内容（成果と課題） 

①事業内容 

ア）経営支援員研修の実施 

小規模事業者の経営改善に資する基本的な知識（税務や記帳、労務管理）から伴走支

援に必要なコミュニケーション能力の向上、経営計画の策定支援や販路開拓に必要な手

法を習得するための研修を年間約 20 回（延べ約 90 時間）開催した。研修には、本所経営

支援員のみならず、京都府内の商工会議所・商工会の経営支援員にも公開し、グループ

討議時等に日常の経営支援活動について意見交換を行い、他地域の支援状況や支援方

法等の把握にも役立てた。なお、経営支援員は、京都府の規定により、本研修を 20時間以

上受講することが定められている。 

経営支援員が支援力向上の目標とする分野を中心に計画的に経営支援員研修を開講

することにより、個人と組織の支援力向上を図った。経営支援員には様々な相談が寄せら

れるため、必要に応じて専門家等の力を借りるものの、総合的な支援の基礎能力向上が必

要である。 

 

イ）京商しっかり３００社応援プロジェクト（特定の事業者に対する中長期の伴走型支援）と 

経営支援・成果検証評価会議 

各経営支援員が重点支援先（2社）に対して一定期間（主に 1年間）経営改善成果を意識

した伴走支援を行った。支援経過は、日常的な内部報告に止まらず、定期的（月１回）に所

属グループ内でのミーティングにおいて報告し、支援方法の改善に図った。 

これらの支援を行った内容や成果の上がった事例については、本所会報や地元紙等を

用いて報告することにより、本所の経営支援機能の周知・ＰＲを図るとともに、経営支援員の

支援意欲の向上にもつなげた。支援の成果については、年に１度、「経営支援・成果検証評

価会議」を開催し、各経営支援員の支援内容に対して外部有識者が評価・講評し、以後の

経営支援の在り方の改善につなげた。また、支援内容の報告書及び評価・講評をファイル

化し、年度を越えて活用できるよう蓄積した。 

この取り組みにおいて、長期間にわたって計画的に支援することにより、ＰＤＣＡサイクル

で回す成果の上がった経営支援員の支援事例を情報共有することで、支援ノウハウを蓄積

するとともに支援力向上に繋がり、外部審査員からも高い評価を得た。平成２８年度までは小

規模事業者が抱える課題を解決するための伴走支援を行ったが、平成２９年度からは小規

模事業者が持つ強みを把握し、如何に伸ばして事業拡大をつなげていくかについての伴走

支援を行っていくよう、内容を進化させて取り組んでいる。 

  

ウ）中小企業経営支援センター全体事務懇談会における支援事例報告会の開催 

全経営支援員を対象に、業務上必要な施策情報・支援情報の提供や今後の支援の在り

方につき協議するための全体事務懇談会を年 4～5回開催した。 

同懇談会では、各回２名ずつ、経営支援事例の発表を行う予定であったが、他の議案も

あり、事例発表を行う機会が当初予定の半分程度となった。 

 

エ）中小企業経営支援センター各グループ内ミーティングの定期開催による支援内容の共有化 

前述の「京商しっかり応援プロジェクト」の進捗確認を目的に実施しているグループ内(課

または支部単位)ミーティングにおいて、各経営支援員が行う支援内容を報告した。 

事業所の課題と支援内容について情報共有を図れた。併せて、他の経営支援員の支援

手法について議論を交えることにより支援能力の向上につながった。共有した支援事例がノ

ウハウとして組織に蓄積できるよう継続して取り組む必要がある。 
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オ）その他 

・各支部、グループ（課）における先輩経営支援員による OJTによる支援力向上 

・全国支援力向上フォーラム(日商主催)への参加 

・中小企業応援隊研修（京都府主催）への参加 

・その他、国・日商等が主催する研修会への参加 

支援員の経歴や研修内容等を考慮して適切に経営支援員を派遣した。全ての経営支援

員の業務に関係する研修の場合、全体事務懇談会等で他の経営支援員にも報告して情報

共有を図った。 
 

（２）第２期の取組み 

①改善の内容 

経営支援員には様々な相談が寄せられるため、総合的な基礎的支援力の幅の拡大と底上

げを図ると共に、得意分野を伸ばすだけでなく、弱点を克服するために、幅広い観点から研

修を行う。また、課題解決に向けて支援し、成果の上がった事例については、事務懇談会等

を通じて経営支援員で共有する。さらに、既に導入している支援内容の報告書及び評価・講

評のファイル化については、経営支援員がより活用しやすくするために支援項目ごとに電子

データの管理を行う。 

 

②事業内容 

ア）経営支援員研修の実施（継続） 

経営支援員の支援力の幅の拡大と基礎能力の底上げのため、小規模事業者の経営改

善に資する基本的な知識（税務や記帳、労務管理）から伴走支援に必要なコミュニケーショ

ン能力の向上、経営計画策定支援や販路開拓に必要な手法を習得するための研修を年

間約２０回（延べ約９０時間）開催する。研修の受講に当たっては担当の経営支援員が上席

者の助言を受けながら、支援力向上に必要な分野を中心に選定する。 

 

イ）京商強み発掘プロジェクト（特定の事業者に対する中長期の伴走型支援）と経営支援・成果 

検証評価会議（既存事業改善） 

第 1 期で取り組んだ課題解決型の「しっかり応援 300 社プロジェクト」から、第２期は各経

営支援員が重点的に伴走支援を実施する先を選定して、小規模事業者の“強み”をまず見

つけ出し、小規模事業者とその“強み”を最大限に活かして課題解決や、事業所固有の“強

み”を活かした経営を支援する。 

各経営支援員はその支援状況を定期的に所属グループ内で報告し、他の経営支援員

からの意見やアドバイスを受けて支援方法の改善に努めると共に、他の経営支援員は支援

事例を参考に自身の伴走支援に当たる。 

支援の成果については、年度末に「経営支援・成果検証評価会議」を開催し、各経営支

援員の支援内容に対して外部有識者が評価・講評し、以後の経営支援の在り方の改善に

つなげる。 

 

ウ）経営支援員サポートアドバイザーの設置（新規） 

小規模事業者が抱えている課題は年々、複雑かつ多岐にわたっている。経験の浅い経

営支援員にとっては、その対応が難しく、支援経験が豊富な専門家のノウハウを習得してい

く必要がある。そこで、支援員歴の短い経営支援員の相談対応能力を向上させるために支

援実績が豊富な専門家に同行し、現場での指導に加えて事業所の支援実施後に指導した

内容の振り返りを行い、実践的な支援力向上につなげる。 
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エ）中小企業経営支援センター全体事務懇談会における支援事例報告会の開催 

（既存事業改善） 

全経営支援員を対象に、業務上必要な施策情報・支援情報の提供や今後の支援の在り

方につき協議するための全体事務懇談会を年4～5回開催し、組織と個人の支援力向上に

努める。次期においては、発表する時期、担当グループを予め決定し、計画的に情報提供

できるよう運営する。 

 

オ）中小企業経営支援センター各グループ内ミーティングの定期開催による支援内容の共有化 

  （継続） 

前述の「強み発掘プロジェクト」の進捗確認を目的に実施しているグループ内(課または

支部単位)ミーティングにおいて、各経営支援員が行う支援内容を報告することで、他の経

営支援員の支援手段や内容を知るとともに、必要な情報を共有フォルダに保存して、経営

支援員が必要なときに情報活用できるようにする。 

また、具体的な内容について意見交換を行うことで、各経営支援員の支援能力を底上げ

し、組織としての支援力の向上につなげる。 

 

カ）その他（追加） 

    ◇本所経営支援員向け 

・各支部、グループ（課）における先輩経営支援員による OJTによる支援力向上 

・全国支援力向上フォーラム(日商主催)への参加 

・中小企業応援隊研修（京都府主催）への参加 

・その他、国・日商等が主催する研修会への参加 

 

◇本所全職員向け 

・階層別、職種別、テーマ別の公開セミナー（京商ビジネススクール）への受講促進 

・資格取得の推進 

対象：税理士（試験合格）、公認会計士（論文式試験合格）、 

中小企業診断士（２次試験合格）、社会保険労務士（試験合格）、 

日商簿記検定１級・２級、販売士検定１級・２級、 

初級システムアドミニストレータ、ＩＴパスポート試験 

 

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 
（１）第１期の事業内容（成果と課題） 

ア）京都府による小規模事業経営改善普及事業の評価制度に基づく事業の見直し 

京都府が年１回開催する“小規模事業経営支援事業費補助金に係る評価研究会”（平成 

２６年度試行実施、平成２７年度以降本格実施）の評価結果をもとに本所事業の改善を図った。 

平成２７年度、２８年度ともに高い評価をいただいた。また、補助金の執行状況をもとに事業

の検証をいただき、これからの事業展開を考える上で大いに参考になったので、継続する。 

【京都府による評価制度】 
      趣旨：各支援機関が地域の強みを再発見し、支援活動の改善点を見出す契機とすることで、独

自性の発揮、質の向上、モチベーションの向上等を図り、小規模事業者への経営支援活

動を強化するため、小規模事業経営支援事業費補助金における評価制度を平成 26年度

試行実施を経て、平成 27年度より本格実施。 

評価：①独自目標・数値目標の設定 ②取組にかかるプレゼン ③外部評価とフィードバック 

委員：委 員 龍谷大学政策学部教授                 白須  正 

委 員 一般社団法人京都府中小企業診断協会 理事   多田 知史 

          委 員 京都府商工労働観光部商業・経営支援課長    玉木 利忠 
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イ）京都府、京都市による事業検収と補助金検査を通じた各事業の改善への取り組み 

・京都府補助金については、例年、以下のスケジュールで予算要望から事業・補助金検

査までの業務を行った。（京都市もほぼ同様の形で進めた） 

・京都府、京都市とも毎月指導実績件数の報告をはじめ、小規模事業者の実態に関する

情報提供を行った。 

・事業検収や検査等を通じて、各事業で指摘を受けた点については、事務手続き等を

中心に業務改善を図った。 

 

 ＊補助金要望、申請から報告、検査までに関する例年の流れ 

 前年度 当年度 翌年度 

４月  交付決定通知 

（補助金事業開始） 

実績報告提出 

５月  ― 事業検収 

８月  ― 事業・補助金検査 

９月 予算要望 

(事業内容確認) 

―  

12月 ― 実績見込み報告(1次)  

１月 ― 実績見込み報告(2次)  

３月 予算申請 補助金事業終了  
 

ウ）京商強み発掘プロジェクト（長期間の伴走型支援）の支援事例成果検証と見直し〔再掲〕 

     ※４７頁の記載参照。 

 

エ）事業結果の公開 

京都府の評価制度においては、京都府が実施主体であるため、本所が結果を公表する

に至らないが、本所に対して示された評価結果や本所としての対応策については本所事

業報告書にとりまとめた。また、その内容は誰でも閲覧可能なよう、本所書架に５年分の事

業報告書を配置した。 
 

（２）第 2期の取組み 

①改善の内容 

第２期も前述した全ての事業を着実に実施することで、小規模事業者の経営発達支援事

業をサポートし地域経済が発展するよう、経営発達支援計画に掲げた事業を展開する。 

 

ア）京都府による小規模事業経営改善普及事業の評価制度に基づく事業の見直し（継続） 

京都府が、年１回開催する“小規模事業経営支援事業費補助金に係る評価研究会”の 評

価結果をもとに、本所事業の更なる改善を図る。 
 

イ）京都府、京都市による事業検収と補助金検査を通じた各事業の改善への取り組み（継続） 

 ・京都府補助金、京都市補助金とも、例年通りのスケジュールで予算要望から事業・補助

金検査までの業務を行う。 

・京都府、京都市とも毎月指導実績件数の報告をはじめ、小規模事業者の実態に関する 

情報提供を行う。 

・事業検収や検査等を通じて、各事業で指摘を受けた点については、事務手続き等を中心

に業務改善を図る。 
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ウ）京商強み発掘プロジェクト（長期間の伴走型支援）の支援事例成果検証と見直し〔再掲〕 

     ※４８頁の記載参照。 

 

エ）事業結果の公開（一部追加） 

・本所に対して示された評価結果や本所としての対応策を本所事業報告書にとりまとめ、誰

でも閲覧できるように、本所書架に５年分の事業報告書を配置する。 

・月２回開催する運営会議において、毎月末現在の運営目標の進捗状況を情報共有し、

課題の抽出と改善策を検討する。 

・京都府による評価制度を年１回受け、事業の評価・見直しを行う。 

・事業の成果・評価・見直しの結果を本所ホームページ（https://www.kyo.or.jp/kyoto/）に

て、計画期間中公表する。 
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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 

（平成 29年 10月末現在） 

（１） 組織体制 

５５人の経営支援員を中心に、経営発達支援事業を実行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 

  京都商工会議所中小企業経営支援センター 

本部 

   住 所：京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町 240    電話 075－212－6467 

 

洛央支部：住所本部と同じ                 電話 075－212－6460 

  洛北支部:京都市左京区下鴨高木町６アトリエフォー１階   電話 075－701－0349 

  洛西支部:京都市右京区西院巽町 13西院くめマンション１階 電話 075－314－8771 

洛南支部:京都市伏見区京町北 7丁目 11増田組第 2ビル１階 電話 075－611－7085 

 

 

 

 

京 都 商 工 会 議 所 

（●部分の職員数１０５名） 

●会員部 

(２３人 内、 

経営支援員２名) 

 

●経済センター 

 ＰＪ  ４人 

●企画室  5 人 

●総務部 1１人 

●産業振興部 

(１３人 内、 

経営支援員９人) 

●中小企業経営支援センター 

（職員４９人 内、経営支援員44人） 

本部(経営支援員１７人) 

 ・知恵産業推進室    (６人) 

 ・創業・事業承継推進室 (３人) 

 ・金融担当       (２人) 

 ・共済：労務担当    (３人) 

 ・企画・計画担当    (３人) 
 
支部(経営支援員２７人) 

 ・洛央支部 (経営支援員 1０人) 

 ・洛北支部 (経営支援員 ５人) 

 ・洛西支部 (経営支援員 6 人) 

 ・洛南支部 (経営支援員 ６人) 

 

京都府 

中小企業 

再生支援 

協議会 

（14 人） 

経営安定 

特別相談室 

(商工調停士 

３人) 

*職員数 112 人 

（内、経営支援員 55 人、外部への出向者 7 人） 

中小企業経営支援センターが中心となり経営発達支援事業を実施する。 
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◆京都商工会議所組織図◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職  員  数 ：  112名 

内、外部への出向者： 7名 

経営支援員数 ：      55名 

会   員   数 ：  11,850件 

専務理事 

常務理事 

事務局長 

（事務局） 

 

経済センタープロジェクト 

企画室 

総務部 

会員部 

産業振興部 

中小企業経営支援センター 

 知恵産業推進室 

 創業・事業承継推進室 

 共済・労務担当 

 金融担当 

 企画・計画担当 

 洛央支部 

 洛北支部 

 洛西支部 

 洛南支部 

副会頭 

会 頭 

議 員 

常議員 

 部 会 

 ①小売商業部会 

 ②卸売商業部会 

 ③繊維・染織部会 

 ④電機・機械金属部会 

 ⑤建設産業部会 

 ⑥食品・名産部会 

 ⑦化学部会 

 ⑧生活産業製造部会 

 ⑨観光・運輸部会 

 ⑩金融部会 

 ⑪文化・情報部会 

 ⑫サービス産業部会 

部会員数 

1,521 

761 

804 

835 

1,324 

1,263 

278 

285 

1,387 

221 

1,205 

1,966 

委員会 

[常設委員会] 

①中小企業活性化委員会 

②産業政策委員会 

③地域開発・都市整備委員会 

④選挙制度・会員強化委員会 

 

[特別委員会] 

①工芸産業振興特別委員会 

②関西文化学術研究都市推進特別委員会 

③国際交流特別委員会 

④ファッション産業振興特別委員会 

⑤観光産業特別委員会 

⑥環境・エネルギー特別委員会 

⑦京都スポーツ振興特別委員会 

⑧京都ブランド推進特別委員会 

⑨産学連携・新産業推進特別委員会 

⑩京都南部創造特別委員会 

⑪人材開発特別委員会 

⑫京都経済センター推進特別委員会 

監 事 

顧  問 

参  与 

会 員 

11,850 

会員数・部会員数 平成 29年 10月 24日現在 

 

 



- 54 - 

 

 

（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） 

  

27年度 
（決算額） 

 

28年度 
（決算額） 

 

29年度 
（予算額） 

 

30年度 
（見込額） 

 

31年度 
（見込額） 

 

32年度 
（見込額） 

必要な資金の額 

 

638,717 603,925 609,528 609,528 609,528 609,528 

 

中小企業経営支援セン

ター特別会計 

一般会計 

 

 

 

568,213 

 

70,504 

508,449 

 

95,476 

477,178 

 

132,350 

477,178 

 

132,350 

477,178 

 

132,350 

477,178 

 

132,350 

（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 

京都府補助金、京都市補助金、国等補助金、事業受託費、会費、事業収入 

 

 

（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 

創業セミナー（全２回）：創業希望者に対して、基礎知識の習得と創業に向けた準備を促すと 

ともに、創業に向けた具体的な準備を後押しする。 

創業塾（全５回連続講座、２コース開催）：創業に関する諸手続きや経営に関する横断的な知識

の習得、創業計画書の作成と資金調達に関する指導を行い、円滑な創業を促す。 

連携者及びその役割 

京都市（市長：門川大作）京都市中京区河原町御池上ル 

公益財団法人京都高度技術研究所（理事長：西本清一）京都市下京区中堂寺南町 134 

公益財団法人京都産業 21（理事長：村田恒夫）京都市下京区中堂寺南町 134 

地方独立行政法人京都市産業技術研究所(理事長：西本清一)京都市下京区中堂寺粟田町 91 

一般社団法人京都発明協会（会長：石田明）京都市下京区中堂寺南町 134 

京都リサーチパーク株式会社(代表取締役社長：松尾一哉)京都市下京区中堂寺南町 134 

独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部(本部長:中島龍三郎)大阪市中央区安土町 2-3-13 
金融機関 

株式会社京都銀行(取締役頭取：土井伸宏)京都市下京区烏丸通松原上ル 

京都信用金庫(理事長：増田寿幸)京都市下京区四条通柳馬場東入 

京都中央信用金庫(理事長：白波瀬誠)京都市下京区四条通室町東入 

京都信用保証協会(理事長：麻生純)京都市右京区西院東中水町 17  

株式会社日本政策金融公庫京都創業支援センター(総裁：細川興一) 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 101 
連携する役割については、連携図に記載 

連携体制図等 

 

創業希望者・創業者 

連携 連携 

 

 

 

    

京都高度技術研究所 
 

・女性起業家セミナー 
・新事業創出講座 
・創業準備ｽﾍﾟｰｽの運営 
・有望なﾍﾞﾝﾁｬｰの発掘・認定・

育成 
・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設入居者への支援 

京都リサーチパーク 
 

・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設の運営 
・創業準備ｽﾍﾟｰｽの運営 

京都市 
 

・ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ創業支援 
・創業支援融資制度 
・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設入居者
への賃料補助 

京都商工会議所 
 
・創業セミナー 
・創業塾 
・創業窓口相談等 

金融機関 
・金融支援 
・創業関連セミナー開催 
・創業相談窓口開設 
・専門ｽﾀｯﾌによる創業者、
ベンチャー企業育成 

京都産業 21 

・起業家ｾﾐﾅｰ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ-による相談対応 

京都発明協会 
・特許等の出願、権利化、活用相談 
・知的財産権に関する調査方法指導 

京都市産業技術研究所 
・創業,第 2 創業に際しての商品
施策における技術支援・情報提供 

中小機構近畿本部 
(京大桂ﾍﾞﾝﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞ、ｸﾘｴｲｼ
ｮﾝｺｱ京都御車) 
・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設の運営 
・情報提供、専門家派遣 
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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 
 

ＢtoＢ展示商談会の開催 
 

連携者及びその役割 
 

[役割]出展者募集・事業開催にかかる広報、事業資金の拠出 

京都府（知事：山田啓二）京都市上京区下立売通新町西入 

京都市（市長：門川大作）京都市中京区河原町御池上ル 

[役割]出展者募集、出展者に対する技術支援、事業にかかる広報 
公益社団法人京都工業会（会長：依田誠）京都市右京区西京極豆田町 2 

公益財団法人京都高度技術研究所（理事長：西本清一）京都市下京区中堂寺南町 134 

公益財団法人京都産業 21（理事長：村田恒夫）京都市下京区中堂寺南町 134 

[役割] ＢtoＢ展示商談会の運営 

京都産業育成コンソーシアム（京都府知事、京都市長、本所会頭、京都工業会会長にてステアリング 

コミッティを構成）京都市中京区烏丸通夷川上ル 
 

連携体制図等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都産業育成コンソーシアム 

出展者 

(小規模・中小事業者) 

京 都 

商工会議所 

京都市 京都府 

京都 
産業 21 

京都 
高度技術
研究所 

京都工業会 

支

援 

連携 

支援 
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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 

 

本所が実施する、地域の小規模・中小企業の経営改善ならびに事業成長・発展のための 

事業に必要な事項について京都府、京都市、各種支援機関等とさまざまな連携を図る 
 

連携者及びその役割 

 

[役割]小規模事業者の振興に必要な各種施策の展開に関すること 
 

京都府（知事：山田啓二）京都市上京区下立売通新町西入 

京都市（市長：門川大作）京都市中京区河原町御池上ル 
 

 

[役割]小規模事業者の振興のための情報提供 

本所事業の広報 

小規模事業者の伴走支援に必要な事項 

経営支援員の能力向上に関する事項に関すること 
 

公益財団法人京都高度技術研究所（理事長：西本清一）京都市下京区中堂寺南町 134 

公益財団法人京都産業 21（理事長：村田恒夫）京都市下京区中堂寺南町 134 

地方独立行政法人京都市産業技術研究所(理事長：西本清一)京都市下京区中堂寺粟田町 91 

公益社団法人京都工業会（会長：依田誠）京都市右京区西京極豆田町 2 

独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部(本部長:中島龍三郎)大阪市中央区安土町 2-3-13 

日本商工会議所(会頭：三村明夫)東京都千代田区丸の内 2-5-1 

舞鶴商工会議所(会頭:小西剛)京都府舞鶴市浜 66 

福知山商工会議所(会頭：谷村紘一)京都府福知山市字中ﾉ 27 

綾部商工会議所(会頭：塩田展康)京都府綾部市西町 1-50-11 

宇治商工会議所(会頭：山本哲治)京都府宇治市宇治琵琶 45-13 

宮津商工会議所(会頭：今井一雄)京都府宮津市字鶴賀 2054-1 

亀岡商工会議所(会頭：川勝啓史)京都府亀岡市余部町宝久保 1-1 

城陽商工会議所(会頭：堀井美郎)京都府城陽市富野久保田 1-1 

京都府中小企業団体中央会(会長：渡邉隆夫)京都市右京区西院東中水町 17 

京都府商工会連合会(会長：沖田康彦)京都市右京区西院東中水町 17 
 

[役割] 小規模事業者の経営改善・発展のための事業に対する協力 
＊次の機関は本所が運営及び共同運営する機関である 

 

京都府中小企業再生支援協議会(会長：渡邉隆夫)京都市中京区烏丸通夷川上ル 

京都産学公連携機構(代表幹事：府知事、市長、本所会頭、京都工業会会長、京都大学総長、 

大学コンソーシアム京都理事長)京都市中京区烏丸通夷川上ル 

ファッション京都推進協議会(会長：吉田忠嗣)京都市中京区烏丸通夷川上ル 

京都産業育成コンソーシアム（京都府知事、京都市長、本所会頭、京都工業会会長にてステアリング 

コミッティを構成）京都市中京区烏丸通夷川上ル 
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[役割]小規模事業者に対する金融支援と情報提供に関すること 
 

株式会社京都銀行(取締役頭取：土井伸宏)京都市下京区烏丸通松原上ル 

京都信用金庫(理事長：増田寿幸)京都市下京区四条通柳馬場東入 

京都中央信用金庫(理事長：白波瀬誠)京都市下京区四条通室町東入 

京都信用保証協会(理事長：麻生純)京都市下京区西院東中水町 17 

株式会社日本政策金融公庫京都支店国民生活事業(事業統括：小倉悟):京都市下京区函谷鉾町 101 

株式会社日本政策金融公庫西陣支店国民生活事業(事業統括：大西俊典)：京都市上京区大上之町 82 
 

連携体制図等 

 

事業計画の策定・実施

・経営計画策定の周知

・経営計画策定支援

販路開拓
・商談会の実施

・展示商談会への出展支援

・商品開発支援

経営分析・需要動向調査

・経営課題の発見と解決

・強み（知恵）の分析

・業界動向と市況の調査

創業・第二創業（経営革新）
・創業（前掲）

・知恵ビジネスの啓発と育成

・経営承継支援

・

・支部別地域活性化会議

・支部別地域ビジネス活力交流会

・商店街振興を通じた地域活性化

・観光振興に向けた検定事業

小規模・中小事業者に対する伴走支援

地域活性化のための取り組み 支援力向上のための取り組み

・京商版伴走型支援「強み発掘ＰＪ」とＯＪＴ

・他の支援機関との連携による情報交換

・各種研修の実施と参加

・京都府と京都市による補助対象事業の検収と検査

・京都府小規模事業経営改善普及事業にかかる評価

政

策

要

望

と

施

策

展

開

運営

共同運営

融

資

斡

旋

新商品・サー

ビス開発、各

種事業の広

報等

連 携

伴走支援(需

要動向調査、

販路開拓)、

支援力向上、

各種事業の

広報等

連 携

政

策

要

望

と

施

策

展

開

連 携
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