経営発達支援計画の概要
実施者名

福知山商工会議所（法人番号

実施期間

２０１９年４月１日 ～

６１３０００５００９９４３）

２０２４年３月３１日

・大型店の進出や購買形態の多様化などの変化に負けない競争力のある強
い企業を育成する。
・事業承継計画の策定と実行を支援して円滑な事業承継により廃業を防ぐ。
目標

・新規創業に対する支援を行い新たな事業者の創出と育成をはかる。
・経営支援体制の充実強化を図り、情報発信の強化と一般職員を含む商工会
議所職員の支援力のスキルアップを図り、地域小規模事業者の持続的発展
を支援する。
１．地域内小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課題等を調査し、収集・整理・
分析を行い、小規模事業者の経営計画策定のために提供する。
２．経営分析セミナーを実施して小規模事業者に経営分析の「気付き」を与え
ると共に、経営資源や財務状況を分析し、経営課題の抽出を行う。
３．経営分析を行った小規模事業者に対し、持続的発展を遂げるためには、
事業計画策定が効果的であることを啓蒙し、これに取組む小規模事業者
を掘り起し、実現性の高い事業計画の作成を支援する。

事業内容

４．事業計画の遂行を伴走型支援で行う。事業の遂行状況を定期的にモニタ
リングし、達成が難しい場合は計画の再構築支援を行う。
５．小規模事業者が個々に販売する商品又は役務の需要動向についての情
報を収集、整理、分析を行い小規模事業者へ提供する。
６．新たな需要の開拓に寄与する情報を収集し、小規模事業者へ発信する。
商談会や展示会への出展が効果的になるよう展示方法やプレゼンテーシ
ョンのスキルアップを支援する。
７．小規模事業者の改善発達は地域経済の発達と密接な関係があり、地域の
多様な機関と意識と方向性を共有し事業に取り組む。

連絡先

福知山商工会議所 中小企業相談所
住
所
〒620-0037
京都府福知山市字中ノ２７
電話番号
0773－22－2108
ＦＡＸ番号 0773－23－6530
E-Mail
fukuchi@kyo.or.jp
ＨＰ
http://www. fukuchiyama.or.jp

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
１.目標
（１）地域の現状及び課題
① 現状
福知山市は京都府北部に位置し、戦国武
将明智光秀が築城したと言われる福知山城を
中心に城下町として栄え、由良川や国定公園
の大江山連峰、大江山の鬼伝説や伝統ある
福知山踊りなど、豊かな自然や歴史・文化が
融合した街である。明治以降は、商都として発
展し、昭和 12(1937)年 4 月に京都府で 2 番目
の市として誕生し、以後、数度の合併を経て、
市域を広げてきた。最近では平成 18(2006)年
1 月に、旧福知山市と近隣 3 町(三和町･夜久
野町･大江町)が編入合併し、新福知山市とな
ったが、福知山商工会議所は旧福知山市を
管轄としている。平成 29 年 9 月末日現在、市
内人口 79,144 人、世帯数 36,152 世帯。その
内福知山商工会議所管内は人口 67,766 人、世帯数 30,954 世帯となっている。
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管内人口の推移は平成 24 年をピ
ークに減少に転じた。しかし、平成 23
年から 29 年の 6 年間の人口減少は
748 人で減少率は 1.1%に留まってい
る。これは、平成 20 年から 24 年の福
知山市の合計特殊出生率が 1.96 と
全国平均の 1.41 を大きく上回り全国
9 番目の高さになっていることから、
出生が人口減少に歯止めをかけて
福知山商工会議所管内人口の推移 (福知山市統計書)
いるものと思われる。福知山市は後
述するように大都市とのアクセスが良く、早くから大規模な工業集積地の開発を行い企業誘致
してきたことや、認可の保育所が３０か所あり、子育て中の方の就業を支援するマザーズ ジョ
ブカフェが北京都ジョブパークに設けられているという特色がある。また、行政では市役所と子
育て支援ＮＰＯに「子育てコンシェルジュ」を配置し、平成３０年には幼児期から独立期までの
子育てに関する問い合わせや問題に対して相談をワンストップで受け付ける「子育て総合相
談窓口」を設置していることなど子育て支援が充実した、働きやすく住みやすいまちであること
も、人口減少が比較的緩やかである要因となっている。
当地域は、直線距離で京都市から 60 ㎞、大阪市からは 70 ㎞の位置にあり、国道 9 号線・
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175 号線をはじめとする多くの国道や舞鶴若狭自動車道、JR 山陰本線・福知山線を主な広域
交通軸として、京阪神経済圏と利便性高く結びついている。
その良好なアクセス環境から、昭和 39 年に福知山市東部に長田野工業団地の造成事業を
計画した。昭和 47 年から誘致を始め、現在では 41 社が操業し構内協力会社を含め 6,300 人
が従事している。
福知山市は地方の小都市でありながら個性的な和洋菓子の店が多く、近年では「スイーツ
のまち」を打ち出し誘客に取り組んでいる。市内のスイーツ店を一同に集めたスイーツフェステ
ィバルやスイーツ店マップの作製、お買いものスタンプラリーなどを行い好評を博している。

長田野工業団地

ふくちやまスイーツフェスティバル

当所管内の教育機関は公立私立を合わせ 5 校の高校があり、大学は平成 28 年 4 月に福
知山市公立大学が開校し、平成 30 年 10 月には京都工芸繊維大学福知山キャンパスが開校
した。
平成 28 年経済センサスによると、福知山市の事業所数は 3,820、従業者数は 37,142 人で
ある。小規模事業者数は 2,713、従業者は 8,594 人であり全事業所数の 71.0%が小規模事業
者であり全従業員の 23.1%が小規模事業に従事している。
福知山市商工会地域を除く福知山商工会議所管内の事業所数は 3,456(全市の 90.5%)、従
業者数 34,146 人(全市の 91.9%)であり、本市の事業者の動態は本商工会議所管内事業者と
同様であると思われる。
産業では卸・小売業が全体の 26.1%と最も多く、次いでサービス業 23.1%、宿泊･飲食業
12.3%、建設業 11.6%、製造業 7.3%となっている。また小規模事業者ではサービス業の 24.9%が
最も多く、次いで卸・小売業 23.3%、建設業 15.3%、宿泊･飲食業 11.7%、製造業 7.8%となってい
る。
事業所数の動態を見ると、平成 21 年から 26 年までの 5 年間で 197 事業所が減少し、平成
26 年から 28 年の 2 年間で更に 175 事業所が減少し減少速度が加速している。小規模事業
者でも同様に、平成 21 年から 26 年までに 210 事業所が減少しており、平成 26 年から 28 年
２

の 2 年間で更に 204 事業所が減少となっている。全体の事業所の減少率よりも小規模事業者
の減少率が大きいことから、小規模事業者の減少が市内事業所数の減少に大きく影響してい
ると思われる。
平成 21 年から 28 年までの業種別の動態ではサービス業を除くすべての業種で二桁の減
少率となっている。減少率が高い順に、卸･小売業 17.7%、宿泊･飲食業 13.8%、建設業 13.6%、
製造業 10.0%となっている。
福知山市の産業割合と動態は以下の表のとおりである。
平成 21 年

業種

総数
建設業
製造業
卸･小売
業
宿泊･飲
食業
ｻｰﾋﾞｽ業
その他

事業所数

4,192
3,127
514
483
311
245
1,213
836
545
392
878
667
731
504

平成 24 年
事業所数

3,898
2,864
475
441
301
232
1,042
688
479
339
887
685
714
479

増減

-294
-263
-39
-42
-10
-13
-171
-148
-66
-53
9
18
-17
-25

平成 26 年
事業所数

3,995
2,917
461
430
305
234
1,074
712
500
353
907
714
748
474

平成 28 年

増減

97
53
-14
-11
4
2
32
24
21
14
20
29
34
-5

事業所数

3,820
2,713
444
415
280
211
998
632
470
319
880
676
748
460

増減

-175
-204
-17
-15
-25
-23
-76
-80
-30
-34
-27
-38
0
-14

割合

100.0%
100.0%
11.6%
15.3%
7.3%
7.8%
26.1%
23.3%
12.3%
11.7%
23.1%
24.9%
19.6%
17.0%

※上段:総数・下段:小規模事業者（経済センサス）

また、福知山商工会議所の会員数は 1,050、内小規模事業者 778（74.0%）となっている(平
成 30 年 3 月 31 日現在)。経営支援の状況は、平成 29 年度窓口において、300 事業所に対し
557 回の支援を行い、巡回では 534 事業所に対し 1,283 回の支援を行った。支援の内容別で
は金融支援が多く、商工会議所が小規模事業者と接する最も多い機会は金融相談であること
が分かる。
② 課題
現在は高い出生率で人口減少が抑えられているものの、事業所数の減少は就労機会を喪
失し人口減少を加速する恐れがある。就労機会を確保するためにも事業所の廃業を防ぐ取り
組みを行わなければならない
本市で最も多い業種である卸･小売業では平成 21 年から 28 年までの 7 年間で 215 事業所
が減少し減少率も 17.7%と最も高い。その内、小規模事業者は平成 21 年から 28 年までの 7
年間で 204 事業所が減少となり 24.4%の減少率になっている。これは、福知山の主たる産業で
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ある卸･小売業では大型店やコンビニエンスストアの台頭、通信販売などの購買形態の多様
化などで、経営環境が厳しい状況に置かれ、環境変化に適応できないことから業績が悪化し
廃業せざるを得ない状況に陥っているケースが多いと考えられる。事業を維持するために、成
り行き経営を脱して、次世代の経営を担う人材を育成しながら、自らの経営資源を活用した新
商品、新役務の開発を行い、新分野への進出のために中長期的戦略を立てた経営を行う必
要があることを事業者に対して啓発し、環境変化に影響されない強い企業を作らなければな
らない。
しかし、市内の事業所は小規模事業者が大半で、その従業者数はほぼ 5 人以下の小企業
で、中には家族のみで構成される事業所も多いため、経営者自身が第一線に立ち営業活動
を行っているのが現状で経営者自身を含め人材を育成する環境ができていない。また、当市
では教育や訓練を行う機会が少ないため、人材育成できる環境を整えなければならない。
（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方
小規模事業者の減少は雇用環境の悪化を引き起こし、更なる人口の減少につながり、まち
全体の活力低下に大きく影響を与える。まちに活力を与えるためには、市内の大半を占める
小規模事業者の持続的発展が不可欠である。
１０年後には高い出生率の時代に生まれた子供たちが就職の時期を迎える。ＵターンやＩタ
ーン希望者の相談で最も問題となるのが仕事であることから、雇用を確保しなければ子供たち
が戻ってくることはない。そのために、商工会議所は管内の小規模事業者の事業継続や業績
の向上を支援し事業所の廃業を防ぎ、雇用者の増加につながる業績の向上を支援しなけれ
ばならない。
また、福知山市では第５次総合計画で小規模事業者の支援方針を次のように示しており、
これらの方針とも連動して小規模事業者の振興に取り組まなければならない。
① 地域資源を活用し商工会議所や外部人材と連携し商業の活性化を図る
② 商工会議所や金融機関と連携した経営支援の強化や融資制度の充実により、中小企
業者の経営安定、経営体質の強化・高度化を図り既存企業を活性化する
③ 創業支援制度の充実と利用促進を図り起業支援を推進する
④ 企業と教育機関、行政等の連携により人材を育成し、職業能力や技術の向上を図り地
域産業を担う人材を育成する
福知山商工会議所は、市内小規模事業者の事業や経営における体質の強化･高度化を図
り、小規模事業者の新商品･新役務の開発･提供を促し、地域産業全体を底上げできるような
取り組みを行う。そのために、小規模事業者が経営者の経験と勘に頼る成り行き経営を脱し、
事業計画の作成を起点とした経営に取り組むことができるよう支援する。
また、後継者がいないことを理由にする廃業を防ぐため、円滑な事業承継の支援を行うほ
か、産業構造･人口構造の変化に柔軟に対応できる起業しやすい環境づくりを行い創業や第
二創業の促進を図る。
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（３）経営発達支援事業の目標
事業所の減少は就業者の減少につながり、街全体の活力低下を引き起こす。福知山商工
会議所は、管内の大半を占める小規模事業者が外部環境の変化や顧客ニーズの変化に柔
軟に対応できる強い企業体質となるよう支援し、事業承継により廃業を防ぎ、創業による新た
な事業者の創出を支援する。そのために経営支援員が中心となり商工会議所が保有する情
報を積極的に発信すると共に、職員一人ひとりの支援能力向上を図る。
本計画実施期間である 5 年間で事業所減少率を平成 21 年～28 年の 8.9%から 2 ポイント
以上、小規模事業者減少率を平成 21 年～28 年の 13.2%から 5 ポイント以上改善する。そのた
めに以下を経営発達支援事業の目標とする。
①大型店の進出や購買形態の多様化などの変化に負けない競争力のある強い企業を育
成する
②事業承継計画の策定と実行を支援して円滑な事業承継により廃業を防ぐ
③新規創業に対する支援を行い新たな事業者の創出と育成をはかる
④経営支援体制の充実強化を図り、情報発信の強化と一般職員を含む商工会議所職員の
支援力のスキルアップを図り、地域小規模事業者の持続的発展を支援する
（４）目標達成に向けた取組み方針
福知山商工会議所は巡回や窓口相談など小規模事業者と接触するあらゆる機会を通し、
小規模事業者が抱える課題の抽出、解決のための事業計画を事業者と共に作り上げその遂
行を伴走支援する。また、地域の支援機関が一体となり小規模事業者が自ら考え行動する集
団となり、自立して持続的発展を遂げることができるよう支援する。
①小規模事業者が持っている強みや経営資源を活かし、各種調査データを活用した支援策
を講じることで競争力ある企業となるよう取り組む。
・地域の経済動向や需要動向調査を行い、消費者ニーズを分析し小規模事業者へ提供す
ることで、新商品開発や販路開拓に取り組む際の計画策定の参考として活用する。
･新商品や既存商品のリニューアルに取り組む事業者に対して、専門家のアドバイスや商品
ＰＲの支援を行う。
・ＳＮＳなどのＩＴツールを使った販路開拓や商談会、展示会への参加を支援する。
②経営支援員の巡回やセミナーの開催により事業承継の必要性を啓蒙し、早期に事業承継
に取り組むことで廃業を防ぐ。
・事業承継について代表者が６０歳以上の事業者に対して個別にヒアリングを行い潜在的な
事業承継者の掘り起こしを行う。
･事業承継のため、経営状況を分析、把握し、事業承継計画の作成を支援する。関係機関
と連携を取りながら必要に応じ専門家による個別相談を実施する。
③潜在的な創業希望者を掘り起し円滑な創業を支援し、伴走支援により早期に軌道に乗るよ
う支援することで新たな企業を創出する。
･年 1 回の創業セミナー又は創業塾により創業希望者の発掘を行う。また、新規創業者に対
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する支援施策を広く広報し創業しやすい環境を作り出す。
･創業前の計画作成のため地域経済動向調査や需要動向調査の結果などを提供し、実現
性の高い計画を作成して、早期の安定経営を支援する。
④職員の経営支援力を強化し職員間の情報共有やノウハウの蓄積により経営支援体制の充
実強化を図る。小規模事業者に有益な情報を発信すると共に、必要に応じて専門家や他
の支援機関、関係団体と連携して支援する。
･経営支援員は研修の受講などによりスキルアップを図り、経営支援員以外の職員は所内
勉強会などで基本的な支援スキルを習得する。
・経営カルテの情報や支援事例を共有できる仕組みを構築し、経験年数の長短による支援
スキルの格差を解消する。
・地域経済動向や需要動向調査の分析結果を小規模事業者へ提供し事業計画作成や新
商品開発、販路開拓を支援する。
･当所職員では対応できない高度な課題に対しては専門家や関係機関と連携して解決を
図るよう協力体制を強化する。
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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（2019 年 4 月 1 日

～

2024 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】
これまでは、市内企業の業況調査を行い四半期ごとに会報で公表してきた。しかし、
調査することが目的となり、経営の参考データとして十分に活用できるような提供が
出来ていなかった。今後は以下の項目に従い地域の経済動向調査を行う。
(目標)
地域内小規模事業者の実態･動向･ニーズ･課題等を把握し、その時々に必要な小規模
事業者支援策を提供できるようにする。また、小規模事業者が自社の経営計画作成の
指針として活用できるよう、地域の経済動向について各種調査を活用し、情報の収集、
整理、分析及び提供を行う。
(調査手段と項目)
(1)福知山市企業業況調査
福知山商工会議所と福知山市商工会が協調して 4 半期毎に実施する。「肌で感じ
る足元の景況感」として経営支援員のヒアリングと小規模企業振興委員(13 名)
を通じて配布されるアンケートにより調査を行う。
また、支援員間で「調査結果の検討会」を行い、ヒアリングで得た数値には表れ
ない情報を分析し小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課題等を洗い出す。
調査項目：売上･採算･仕入･従業員数･資金繰り･業況の前年対比と先行き
分析項目：業種ごとの地域市場の動向及び景況感の推移、ニーズ、課題
調査件数：１５０件/回
(建設業 35 件､製造業 35 件､卸･小売業 40 件､サービス業 40 件)
(2)小規模企業振興委員による地域･業界内企業状況調査
市域よりも狭い範囲の経済動向を知るため、経営改善普及事業の周知推進を図る
ため地域や業界から本所が委嘱した 13 名の「小規模企業振興委員」から情報収
集を行う。委員は地域や業界の情報に精通した「顔役」である。経営支援員が毎
月訪問しヒアリングを行い、地域や業界内の企業情報を収集･調査･分析し、個者
が新拠点の検討や移転を行う際の市場や競合の状況として提供する。
調査項目：地区･業界の市場動向･問題、業種別企業数･増減
分析項目：当該地区･業種ごとの景気動向、競合状況
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(3)二次データの活用
行政並びに日本政策金融公庫や京都北都信用金庫などの金融機関が発行してい
る統計調査の結果を収集し、様々な媒体にあるデータの中から小規模事業者の経
営活動に有益なものを抽出し一元的に集約し提供する。
調査項目：人口･世帯動態、販売額(従業員･面積当たり等)、建築確認申請件数
分析項目：地区別･業種別購買力、潜在需要動向
(活用方法)
収集、整理した情報は、「個者」が創業や事業計画を作成する際に市場規模や新市場
開拓の判断材料として活用できるよう提供する。具体的には 2 か月毎に発行する会報
誌に掲載するほか HP で発信し小規模事業者が必要なデータを容易に取得できるよう
に努める。HP のデータは少なくとも 1 か月に 1 回以上更新するように努める。
窓口相談時に、必要に応じ迅速に情報提供ができるよう相談室に常備する。また、所
内イントラネットから職員誰もがデータにアクセスできる体制を構築する。
(目標)
市内企業業況調査
小規模企業振興委員
地域･業界調査延べ回数
地域･業界内企業
状況調査提供件数
二次データの
収集取りまとめ
公開情報更新回数

現状

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

4

4

4

4

4

4

52

156

156

156

156

156

(13 人×4 回)

(13 人×12 回)

(13 人×12 回)

(13 人×12 回)

(13 人×12 回)

(13 人×12 回)

0

10

10

12

13

15

未実施

随時

随時

随時

随時

随時

4

16

16

20

20

20

(会報 4 回)

(HP12回､会報4回)

(HP12回､会報4回)

(HP16回､会報4回)

(HP16回､会報4回)

(HP16回､会報4回)

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
これまでは主に金融相談時に財務分析を行ってきたが、経営者は資金調達が出来たこ
とに満足し、資金が必要になった本来の課題抽出まで至ることは少なかった。今後は
以下の項目に従い小規模事業者の経営状況の分析を行う。
(目標)
これまでの財務分析に加え、小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、
保有する技術、ノウハウ又は従業員等の経営資源の内容などの分析を行い、小規模事
業者の経営環境や事業構造を分析し経営課題の抽出を行う。
小規模事業者の持続的発展には事業者自身が「気付き」
「考え」
「行動」することが不
可欠である。講習会、セミナー等で自らの経営課題に対する「気付き」のきっかけを
与え「意識改革」を促し巡回や窓口での相談支援により経営分析を行う。
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(分析手段と項目)
(1)経営分析セミナーの開催
管内の小規模事業者に対し、経営分析の必要性や気付きを起こすために経営分析
セミナーを開催する。財務諸表から導き出せる各種指標の解説や計算方法を伝え
ることで定量的な簡易な自己分析が行えるようにする。また、セミナーでは定性
的な分析の方法や手法も紹介し小規模事業者が自ら分析できるようにする。
セミナーを受講した小規模事業者へは継続して巡回や窓口相談により経営分析
の支援を行う。
【定量分析】
分析項目：収益性･効率性･生産性･安全性･成長性、資金繰り診断
調査項目：貸借対照表、損益計算書
【定性分析】
分析項目：経営資源分析
調査項目：商品･役務の特性、保有設備、保有技術、ノウハウ
(手法)
(1)3C 分析、SWOT 分析
小規模事業者に対し、3C 分析を行い、事業環境を分析し自社の立ち位置を明確に
する。そして、小規模事業者と一緒になり、経営資源の「内部環境の強み、弱み」、
業界や経済、社会情勢などの「外部環境の機会、脅威」を洗い出し SWOT 分析を
行う。
(2)経営自己診断システム
中小企業基盤整備機構が運営する「経営自己診断システム」を活用し、自社の財
務状況を示し、経営状況と課題を明確にし、結果を対象事業者へ提供するととも
に経済動向等の情報を提供し解決策を探る。
(活用方法)
セミナー開催や窓口、巡回相談など小規模事業者と接触するあらゆる機会を通し、事
業計画作成の必要性に気付きを与え継続支援により事業者と共に経営分析を行う。そ
して、小規模事業者が持続的発展を遂げるよう、今後の経営方針を決定し、事業計画
を作成する際の基礎資料として活用する。
(目標)
現状

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

経営分析ｾﾐﾅｰ
開催回数

未実施

2

2

2

2

2

受講事業所数

未実施

60

60

70

70

80

20

60

60

70

70

80

経営分析件数

９

３．事業計画作成支援に関すること【指針②】
これまでは経営分析を行い課題抽出ができた場合でも、課題解決のための中長期計画
を作成するまで継続して支援することは少なかった。これは小規模事業者が日常の業
務に日々追われていることを理由とするが、実際は経営者が計画を作成することに対
する意識が低いことが最も大きな原因と思われる。そのため、事業計画の作成を通じ
て成り行き経営から脱し、環境分析を基本とした経営分析結果を根拠として計画経営
を実践する事業者を増加させていくことが当所の課題である。今後は、以下の項目に
従い事業計画作成支援を行う。
(目標)
事業所数の減少の勢いを減速するために『強い企業を作る』
『廃業させない』
『新しく
生み出す』を基本理念として支援を行う。小規模事業者のあるべき姿と現状のギャッ
プを埋めるには計画的・段階的に事業に取り組むことが必要なことを啓蒙する。また、
事業計画の必要性と事業計画作成手法を学ぶセミナーを開催し小規模事業者の事業
計画作成を促す。そして、巡回や窓口相談では中小企業白書で公表されている下記の
ようなデータを示し、計画を策定している事業所ほど売り上げが増加していることを
説明し小規模事業者の理解を深め、作成に取組む事業者の増加に努める。計画作成時
には、企業の経営状況分析や地域経済動向調査、需要動向調査、商圏分析の結果を提
供し実現性の高い事業計画となるように支援する。また、小規模事業者が事業計画を
作成しようとするとき経営支援員では対応できない分野については、ミラサポ等の専
門家派遣を活用して知識面の不足を補う。

(支援対象)
事業計画作成セミナー等を契機として経営分析支援を行った小規模事業者のうち、自
らのビジネスモデルを再構築するため事業計画の作成をしようとする小規模事業者。
経営分析支援を行った小規模事業者。第二創業、事業承継をしようとする者のうち既
存事業の経営分析を行った小規模事業者。その他、持続的発展を遂げようとする意欲
のある小規模事業者(経営分析を行った上で）。また、創業しようとする者(会社が無
く分析する事業が無いため経営分析は行わず）。

１０

(支援に対する考え方)
巡回や窓口相談などあらゆる機会を利用して小規模事業者の事業計画作成の支援を
行う。課題は明確だが解決アクションがない小規模事業者に対し個別支援を行い、専
門家派遣等を活用して具体的な課題解決のための計画を作成する。
後継者が無いことを原因とした廃業を防ぐため、親族･社内以外も視野に入れた事業
承継を支援し、承継後も円滑に事業が進むよう計画作成を支援する。
また、経営計画を作る上でのターゲットや売上予測の参考とするため当該事業者を取
り巻く商圏の分析を行い地図や数値データとして提供する。
(手段と実施内容)
(1)事業計画作成セミナーの開催
事業計画作成の重要性を理解できていない小規模事業者に対し「事業計画作成セ
ミナー」を開催し、中長期的な経営戦略･計画の重要性と効果について啓発し事
業計画作成の意欲のある小規模事業者を掘り起す。セミナーでは事業計画作成の
効果や考え方のほか、販売計画、利益計画、資金計画などの数値計画の作成方法
を習得する。そして目標達成のための行動計画の作成の取り組みを学ぶ。セミナ
ーの募集はホームページで発信、地元紙で広告するほか、募集チラシを作成し、
会員事業所へのダイレクトメール発送、巡回での配布、金融機関などの協力機関
等の窓口に置く。
(2)既存事業者の事業計画作成支援
経営状況の分析を行った事業所を対象に、環境変化への対応や経営基盤の強化に
寄与すると言われる事業計画の作成手法を説明する。中小機構が提供する「経営
計画つくるくん *」などを紹介して、事業者自ら事業計画を作成してもらう。そ
して、必要に応じ経済動向調査や需要動向調査の結果を提供すると共に、経営分
析の結果と経営支援員のヒアリングなどで事業者の強みや課題を引き出し、計画
をブラッシュアップし精度をあげ実現可能性の高い事業計画が作成できるよう
支援する。
＊経営計画つくるくん
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が提供している経営計画作成アプリ。
Windows のパソコンの他、iPad 及び Android のスマートフォン･タブレットで操作できる。
無料で、難しい用語が含まれていないので、誰でも経営計画書を作成することができる。

(3)創業相談を契機とした事業計画作成支援
創業者については、提供する商品や役務の特性などの分析を行い、当該事業者の
事業分野に合った経済動向調査や需要動向調査の結果を提供し、設定した顧客の
ニーズや対象となる市場を分析する。そして、販売計画の作成を支援すると共に、
無理のない資金計画の作成により円滑な創業と早期に軌道に乗る計画作成を支
援する。
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(4)第二創業･事業承継相談を契機とした事業計画作成支援
第二創業･事業承継は既存事業が進行していることから基礎となる現在の事業の
稼働状況や業況をヒアリングし経営分析を行って、当該事業者の事業分野に合っ
た経済動向調査や需要動向調査の結果を提供し事業計画の作成を支援する。
事業承継支援については、親族だけでなく、従業員や第三者への譲渡を含め、専
門家の協力を得て事業計画の作成を支援する。
(5)売上予測の参考となる商圏分析システム *の活用
事業計画や営業方針作成の拠り所として商圏分析システムを活用し当該事業者
の商圏分析を行い提供する。商圏分析システムでは「商圏の傾向」「人口や購買
力」「競合状況」などを分析することで、ターゲットや取扱商品の特性を知り、
売上予測が可能となる。また、新規創業者に対しては創業立地や商品構成の適性
判断が可能となる。商圏分析システムを利用することによりデータが地図やレポ
ートとして見える化されるため相談者にとって非常に分かりやすい。また、経営
支援員にとってもデータ収集や集計作業が不要になり計画立案支援の時間を確
保することが出来る。
＊商圏分析システム
半径 500m･1km･3km の年代別人口･比率、消費購買力、競合先の確認などを地図化すること
でより鮮明･明確に地域特性や傾向が把握できる。ターゲット商圏を設定し新たな「販路開
拓」や購買力と競合、目標シェアなどで売上計画の作成に寄与する。

(目標)
事業計画
作成
セミナー

現状

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

開催回数

1

2

2

2

2

2

参加事業者数

10

40

40

50

50

50

20

40

42

45

50

50

5

5

8

10

10

10

0

2

2

5

5

5

実施なし

45

50

55

55

55

事業計画作成数
内 創業計画
内 第 2 創業
事業承継計画
商圏分析ﾚﾎﾟｰﾄ
提供件数

４．事業計画作成後の実施支援に関すること【指針②】
これまでは、事業計画の作成を行っても計画通りに実行できないことが多く見受けら
れた。事業計画の遂行には経営者の強い意志と意欲が必要であり、モチベーションを
持続させることが不可欠である。小規模事業者と同じ目線に立ち、後押しすることで
計画の実施による持続的発展が図れるよう支援していかなければならない。
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(事業内容と頻度)
(1)事業計画策定後の実施支援
持続的発展を図るため事業計画の作成を支援した小規模事業者に対し、作成した
事業計画の実施状況について、少なくとも 3 か月に 1 回訪問しモニタリングを行
う。計画の達成が難しい状況では、速やかに計画の見直しを行い事業計画の再構
築を行う。
更に、未だ事業計画の作成が出来ていない事業者に対しては経営状況の分析から
取り組めるよう支援を行う。
(2)創業者に対する事業計画実施支援
創業後は原則として 3 か月に 1 回の訪問を行い事業計画の遂行状況を確認する。
更に毎月 1 回以上メールや電話により事業者と接触を行い事業計画の実施状況を
確認する。順調に計画が進行している場合は訪問の頻度を落とすが、事業計画の
実行が厳しい場合は訪問頻度を増やし、計画との乖離が大きい場合は計画の再構
築を行う。
(3)第二創業･事業承継に対する実施支援
第二創業･事業承継計画を作成した事業者に対し原則として 3 か月に 1 回の訪問
を行い既存事業も含んだ事業計画の遂行状況を確認する。
(手段)
(1)専門家との連携
事業計画の進捗に応じてよろず支援拠点やミラサポ等の専門家派遣を活用して
実施を支援する。また、計画実行が難しく再構築が必要な場合には上記専門家の
他、地域金融機関や税理士等と連携して支援する。
(2)補助金活用支援
計画実施の促進や事業の拡大のために活用可能な各種助成金や補助金の情報を
提供し活用を支援する。また、補助金申請に伴う経営計画の再策定を支援する。
(3)財務支援
計画実行支援では計画に沿った円滑な資金繰りで事業継続が可能となるよう財
務面のモニタリングを行う。計画の達成度が大きい場合には増加運転資金、計画
が順調に進んでいない場合には手元資金が枯渇しないように金融機関等と連携
して資金調達支援を行う。
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(目標)
事業計画作成後
フォロー延べ回数
内 創業計画
フォロー延べ回数
内 第2 創業･事業承継
計画フォロー延べ回数

現状
60

2019 年度
160

2020 年度 2021 年度
160
200

2022 年度
200

2023 年度
200

(20 社×3 回)

(40 社×4 回)

(40 社×4 回)

(50 社×4 回)

(50 社×4 回)

(50 社×4 回)

15

20

32

40

40

40

(5 社×3 回)

(5 社×4 回)

(8 社×4 回)

(10 社×4 回)

(10 社×4 回)

(10 社×4 回)

0

8

8

20

20

20

(2 社×4 回)

(2 社×4 回)

(5 社×4 回)

(5 社×4 回)

(5 社×4 回)

５．需要動向調査に関すること【指針③】
これまでは小規模事業者からのヒアリングにより、個者の状況を把握してきた。これ
は経営者の記憶にある需要動向に留まり潜在的な需要の発掘に至ることは無かった。
これからは、販売促進や新商品開発のため小規模事業者が販売する商品又は役務の需
要動向に関する情報の収集、整理、分析支援を行い提供する。併せて外部データを活
用し全国規模の広域な消費トレンドや市場動向等などの小規模事業者が提供する商
品や役務に関する情報を収集整理し提供する。
(事業内容)
(1)消費者アンケートの実施
物産展やイベント会場へ出展している事業者の商品･サービスについて来場者へ
のアンケート調査を行い消費者のニーズを把握し、新たな販路開拓や売上アッ
プ、新商品･サービスの開発に結び付ける。
当地域に比較的多い菓子･食品製造や飲食業の小規模事業者については以下の調
査を行い分析し小規模事業者へ提供する。
a)対象者
事業計画作成支援をした中で需要動向の調査を希望する菓子製造業及び食品製造、
飲食事業者
b)調査項目
消費者の属性､購入商品､価格､味､形状､色合い､購入理由･方法､消費スタイル など
c)手段
「福知山うまいもの展 *2」の来場者に対しアンケー
「スイーツフェスティバル *1」
トを実施する。
*1 スイーツフェスティバル
福知山市が打ち出す“スイーツの街福知山”のコンセプトに基づき市内の菓子製造販売
業者に特化した即売イベント。
スイーツ(ケーキ･焼き菓子等)系の菓子製造業者が商品を出展販売し、女性グループを中
心に約 4,500 人が来場する。
*2 福知山うまいもの展
市内の飲食店や食品製造業者を一堂に集めた即売イベント。
スイーツを含む菓子製造､農産物加工､弁当製造､酒･飲料販売､飲食業者などが商品を出
展販売し、ファミリー層や年配の女性などを中心に土･日曜日の 2 日間で約 5,000 人が来
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場する。

d)調査人数
各イベント 200 人
e)活用方法
調査データを分析することで消費者ニーズを明確にし、出展者の商品構成や販売
方法の改善、効果的な販売促進の検討を行い事業計画作成の参考とする。
また、新商品のテスト販売を行い商品の改良や販促方法の参考とする。
(2)外部データの活用
消費者アンケートにより需要動向の調査を行った事業者には、併せて当該事業者
の独自商品について外部データを活用したマクロな視点からの需要動向を調査
して提供する。事業者が提供する商品の類似商品･役務に関する各種統計データ
を収集しターゲットとする顧客ニーズや市場動向、トレンドを分析し当該事業者
へ提供する。
a)対象者
消費者アンケートにより需要動向調査を行った小規模事業者
b)調査項目
商品販売ランキング、シェア、平均価格、購入年齢層、年代毎の傾向
c)手段
日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ、日経ＭＪ
d)活用方法
前述の消費者アンケートで掴むことが出来た地域の消費者ニーズに本調査で行
う一般的な需要動向を比較・合体させて分析することで、より多くの消費者ニー
ズにマッチする商品の改良や価格の見直しができるよう支援する。
(目標)
消費者ｱﾝｹｰﾄ
提供支援個者数
外部データ
提供支援個者数

現状

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

実施なし

20

20

30

30

30

実施なし

20

20

30

30

30

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】
今までの商工会議所の需要開拓に寄与する支援は当所が主催、共催、後援を行ってい
た事業への参加を促すに留まっていた。小規模事業者が求める情報提供が充分にでき
ず結果の確認も不充分であった。また、出展に際しての効果的な展示方法や出展サポ
ート、メディアや IT を活用した情報伝達などの側面支援が出来ていなかった。
今後は個者に対して以下の事業を一連して行うと共に事業実施の成果を確認する。
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(支援対象)
新たな販路を開拓したいと考えている小規模事業者。新商品・新サービス、新技術・
独自技術の売り込みを考えている小規模事業者。
(目的)
他の商工会議所や支援機関と物産展やマッチング商談会の情報交換を行い、小規模
事業者にとって有効な販路拡大の機会となる情報を収集し提供する。小規模事業者
の販路拡大の機会を創出し売上の増加や利益確保を支援する。
出展にあたっては、助成制度の紹介など、展示会や商談会等に出展しやすい環境づ
くりを提供すると共に、商品・サービスのブラッシュアップ、効果的なレイアウト・
展示・プレゼンテーションの方法などのアドバイスを行い出展効果を高める。
(事業内容)
(1)展示会･商談会の開催情報提供支援
国・行政や域外商工会議所、その他の支援機関や団体等が BtoB の販路開拓を支
援する目的で開催する「京都知恵産業フェア」や「京都ビジネス交流フェア」な
どの展示会、商談会等の情報を収集し提供する。提供方法は当所の HP に掲載す
る他、事業計画作成支援をした小規模事業者の中から対象となる商談会等のテー
マに合った商品を販売する事業者へ個別に提供する。
(2)福知山産業フェアの開催と物産展情報提供支援
福知山商工会議所が主管する福知山産業フェアは BtoC 取引の拡大を目的として
開催する物産展イベントである。このような物産展は多くの店が一堂に会するこ
とで消費者の関心を喚起し集客が見込める。物産展へ出展することで、これまで
広報等が充分できなかった小規模事業者の周知を図り実店舗への来客を促し販
路拡大を図ることができる。また、同様に菓子･食品製造業者や飲食業者に対す
る「スイーツフェスティバル」や「福知山うまいもの展」など各地で開催される
物産展の情報を提供する。出展する小規模事業者に対しては商品の販売方法、POP
やパンフレットの作成など立案・助言を行い売上の増加と認知度向上につながる
よう支援する。
(3)物産展・展示会・商談会等への出展支援
物産展や商談会の出店に伴う助成制度を当所会報や HP で発信することで出店し
やすい環境を整える。また、出展効果を更に高めるため広報や PR 方法、資料作
成、プレゼンテーション手法や商談シートの書き方についてセミナーを開催しセ
ミナー後も継続して支援することで成約率の向上を図る。
必要に応じ、よろず支援拠点やミラサポなどの専門家派遣制度を活用して小規模
事業者ごとの個別支援を行う。
(4)プレスリリース活用支援
小規模事業者の販売する商品やサービスを広く周知するため、新聞、ＴＶや雑誌
などのメディア等に対するプレスリリースの発信を支援する。個者の商品やサー
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ビスがより魅力的で分かりやすく伝わる効果的なプレスリリースとなるため、専
門家と連携した作成支援を行い小規模事業者のビジネスチャンス拡大を図る。
(5)展示会等出展後のフォロー
展示会等へ出展した事業者に対して継続して支援を行う。
BtoB 取引においては価格設定や仕様変更などの交渉や対応に対する支援、BtoC
取引においてはリピーターや口コミが広がる取り組みを支援して出店後も継続
して販売が拡大できるよう支援する。
(効果)
小規模事業者が商品やサービスを広く周知できる機会の情報発信を増加し、出展し
やすい環境を側面から支援する。また、専門家と連携した効果的な出展方法につい
て支援を行う。このことによって BtoB 取引においては成約率を高め、BtoC 取引で
は売上の増加を図る。
(目標)
展示会･商談会
開催情報提供件数(社)
展示会等出展社数
商談成約件数
福知山産業フェア及び
物産展開催情報提供件数(社)
物産展等出展社数
前年比売上10%増加件数
物産展出展セミナーの開催
参加事業者数
プレスリリース発信支援件数

現状

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

3

15

15

20

20

25

未調査

7

7

10

10

12

未調査

2

3

4

5

6

10

20

20

25

25

30

2

10

10

12

13

15

未調査

3

3

4

5

7

実施なし

1

1

1

1

1

0

20

20

30

30

30

実施なし

6

6

10

15

15

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
（現状と課題）
当商工会議所では、これまでも関係機関と連携して各種事業を実施し、一定の成果を
挙げることができた。実施する事業は観光イベントが中心となり、賑わいの創出を促
進することはできた。しかし、その効果は限定的で一過性のものに留まってしまうこ
とが多く、小規模事業者の持続的な売り上げ拡大や新たな需要の拡大による地域経済
の活性化につながるものとは言い難い取り組みであった。
各事業を実施するために地域の多様な機関との協力体制は整っている。各事業の取り
組みが地域経済の活性化につながり、小規模事業者の継続的な売り上げ拡大や新たな
需要の拡大を目的としていることを関係機関と共有していかなければならない。
また、事業毎の連携が十分ではなく事業の相乗効果が期待できず、継続した賑わい創
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出による地域経済活性化に寄与していたとは言い難い。
（今後の取り組みと効果）
今後は、商工会議所が中心となって、行政、観光協会、業界団体、金融機関、商店街
連盟、福知山中心市街地活性化協議会、福知山まちづくり㈱等が地域活性化の方向性
を共有し、管内小規模事業者の持続的発展に向けて意見交換を重ね、意識の共有を図
っていく。それぞれの事業が共通する方向性を持つことで、連携し継続的に小規模事
業者の振興と地域経済の活性化に寄与する。
また、このような効果を広く管内の小規模事業者へ周知することにより、事業への参
加意欲を高め、地域資源を活用したイベントによる賑わいが促進され地域の活性化に
寄与する。
（事業内容）
(1)福知山お城まつり
商工会議所が中心となり、行政､観光協会、福知山料理飲食業組合、福知山市連合
婦人会等により実行員会を編成し実施する。福知山市の観光資源である明智光秀ゆ
かりの福知山城、御霊(神社)公園をメイン会場として福知山市中心市街地一体で開
催し、多くの来場者を迎え中心市街地の活性化、ビジット産業の創出を目的とする。
(2)福知山ドッコイセまつり
商工会議所が中心となり、行政、観光協会、商店街により実行委員会を編成し実施
する。中心市街地にある広小路通りと駅北広場にて事業所、各種団体、自治会等の
｢連｣や一般市民が参加して福知山市の伝統文化である『福知山おどり』を繰り広げ
る。福知山市の郷土芸能の保存、振興、承継を図るとともに中心市街地へ誘客を行
い中心市街地の活性化に寄与することを目的とする。
(3)福知山産業フェア
商工会議所が中心となり、行政、業界団体、長田野工業センター、JA などにより実
行委員会を編成し実施する。商業･工業･農業の各機関、団体が一体となり物産展を
開催することで小規模事業者を含めた管内商工業者の取引機会を拡大する。また、
出展者が一堂に会することで情報交換や異業種交流が促進され新たな需要の創出
が図られることを目的とする。
(4)福知山中心市街地活性化協議会
商工会議所、福知山まちづくり㈱､民間事業者･市民･行政により構成し、中心市街
地活性化事業を推し進めている。平成 23 年 3 月に内閣総理大臣認定を受けた福知
山市中心市街地活性化計画は平成 27 年度で第 1 期計画が終了し、平成 28 年度から
第 2 期計画を作成し活性化に向けた事業が行われる。第 1 期では、福知山城下に設
立した集客施設「ゆらのガーデン」や商店街テナントミックスによる新しい店が生
まれ地域活性化に貢献している。
第 2 期計画では空き店舗情報を提供し創業による地域活性化を図る他、インバウン
ドによる経済活性化を踏まえた地域活性化を図るためシェアハウスやゲストハウ
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スの新設を計画している。

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)金融機関との連携
地域の資金需要動向を知るため、日本政策金融公庫舞鶴支店と毎月 1 回情報交換
会を実施する。その他、京都北都信用金庫などの地域金融機関と年 1 回情報交換
会を実施し地域の金融情勢や資金需要の状況を共有する。
(2)府内商工会議所との連携
経営安定特別相談室を設けている府内 8 商工会議所が年 1 回事例研究会を開催す
る。事業再生や整理、精算など専門的な知識を要する支援に対し、事例を研究す
ることで担当職員のスキルアップを図るほか情報交換の場とする。
また、府内商工会議所が合同で行う年 1 回の管外視察研修により先進事例を学び
当地の事業実施の参考とする。
(3)京都府中小企業応援隊(府内商工会議所･商工会､京都産業 21､京都府中小企業団体中央会)と
の連携
毎年度 1 回行われる「全体連絡会」「地域連絡会」において、府内各地の応援隊
員が事例を発表し研究することで、支援ノウハウや手法、活用施策の情報交換を
行う。
(4)京の農業応援隊との連携
京都府中小企業応援隊に倣い、農業経営者の経営革新等の支援を目的に平成 27
年度に結成された「京の農業応援隊」と連携し、これまで直接交流がなかった農
業者との情報交換を年 1 回以上行うことで、農業への小規模事業者の参入を支援
する。また、小規模事業者と連携した 6 次産業の推進や農商工連携を促進し小規
模事業者の持続的発展を図る。
(5)福知山産業支援センターとの連携
平成 29 年度に新設される福知山産業支援センターは、市内事業者の売上向上等
の課題解決のため、事業者のセールスポイントを引き出し、新商品開発、販路開
拓、新分野進出のアイディア提供支援を目的とする。同センターと連携して、当
所では事業者の事業計画作成や補助金、助成金の活用などを支援してアイディア
実現の効果を高め事業者の事業全体の振興を図る。
(6)福知山市商工会との連携
福知山市内にある福知山市商工会地域は経済圏が密接に重なっている。最も近い
支援団体として支援スキルの向上のための定期的な情報交換会や年間 1 回以上の
支援員連絡会を開催する。
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(7)京都工芸繊維大学との連携
平成 30 年 10 月開校する京都工芸繊維大学福知山キャンパスは理工系大学とし
て、地域課題をテーマとした学習やインターンシップによる多様な実践的体験を
することで、専門性を生かした課題解決を学ぶことを目的としている。理工系人
材を輩出し、地元企業の振興や新産業・雇用の創出を牽引する若者を地元に定着
させることで北京都の地域活性化を図る。
当所も参画し「福知山市産学官連携懇話会」を組織して同大学との連携の方法な
どを協議していく。
(8)福知山公立大学との連携
平成 28 年 4 月に開校した福知山公立大学は文科系大学としてフィールドワーク
を多用した実践教育を特徴としている。商工会議所が大学と連携することで、学
生のインターンシップやフィールドワークの実践、学生によるマーケットリサー
チや地域との共同研究などが可能となる。その結果、小規模事業者を取り巻く環
境の変化や課題、その解決のための手法を導き出すことが可能となる。
(9)観光地域づくりセンターとの連携
平成 29 年 6 月に開設された“福知山観光地域づくりセンター”は地域資源の発
掘と可能性を引き出しながら、体験プランなど地域の活性化につながる観光コン
テンツを作ることを目的としている。小規模事業者の地域資源を活用した新商品
の開発を支援すると共に、福知山市の魅力を発信することで、来街者の増加を図
り地域の賑わいと活力を創造し小規模事業者の振興を図る。
２．経営支援員等の資質向上等に関すること
(1)経営支援員研修会の計画的な受講
経営支援員研修会を各支援員の経験年数及び能力を考慮した上で、年度初めに年
間計画を作成し 1 支援員年間 20 時間以上の研修を計画的に受講する。
(2)その他の研修
支援員一人ひとりが得意分野を持つため、自己で決めたテーマに応じた日本商工
会議所や中小企業大学校などの他の機関が主催する研修会を受講する。
(3)講習会の主催によるスキルアップ
会員向けの研修を主催するときは担当経営支援員自身も受講者として受講する。
(4)OJT の実施
専門家支援を行う際は専門家に同行し、OJT として専門家の支援方法、ノウハウ
を吸収する。
(5)支援員の情報共有
支援員が経験した支援は書面にまとめ、月 1 回開催するミーティングの中で支援
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事例を発表することで支援スキルの共有を図る。また、困難な支援先があれば、
ミーティングのテーマとし支援員同士が知恵を出し合い解決につなげる。支援事
例は支援区分ごとに分類しファイリングし、何時でも支援員が必要な時に利用で
きるようにする。
(6)会議所全体の情報共有
「職員研修会」を開催し経営支援員が習得した支援のノウハウを共有する他、補
助金事業の募集にあたっては全職員に対し事前説明を行い基本的な問い合わせ
に職員全員が答えられるようにする。
(7)各種資格取得に向けた取り組み
経営支援員は京都府の指針による支援員の資格要件を少なくとも 1 つは取得して
いるが、資格要件のすべてを取得するよう取り組んでいく。また既に取得してい
るものは更に高い資格取得に取り組む。
(8)情報の共有について
支援員が得た情報で他の支援員の参考となる情報は、毎日開催する朝礼の時間を
利用して全職員へ周知する。また、その情報は所内職員のみが閲覧できるイント
ラネット上に掲載し職員が何時でも、誰でもその情報にアクセスすることができ
る体制を構築する。
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)京都府による事業評価制度
京都府により年度ごとに行われる「小規模事業経営支援事業費補助金に係る評価
制度」は支援機関が地域の強みや課題を把握すると共に、支援活動を見直し改善
点を浮かび上がらすことで、独自性の発揮、質の向上、モチベーションの向上な
どを図り、小規模事業者への支援活動を強化することを目的としている。年度当
初に独自目標を設定し、その目標の達成状況を書面とプレゼンテーションにより
外部評価委員が 5 段階評価で評価するものである。
(2)外部評価委員会
経営発達支援計画に基づき行った事業に対し、年 1 回年度終了後、外部評価委員
会の評価を受ける。
※予定している委員
・福知山市農林商工部 部長
・福知山公立大学 教授
・日本政策金融公庫 舞鶴支店長
(3)事業の見直しと公表
外部評価の結果を受け事業計画の見直しを行い、事業計画の再構築を行い当所の
ホームページで公表する。
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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
（2018 年 10 月現在）
（１）組織体制

専務理事

事務局長

地域ジョブカードサポートセンター
企業開拓推進員･訓練コーディネーター1 名

庶務・業務課

中小企業相談所

小規模企業振興委員

相談所長 1 名

兼務課長
職員 2 名
臨時職員 1 名

金融課長 1 名

青年部

相談課長 1 名
経営支援員 3 名

女性会

中小企業相談所長をリーダーとして中小企業相談所全職員が事業推進に当たる。

（２）連絡先
名
称
住
所
電話番号
ＦＡＸ番号
HP アドレス
E-MAIL

福知山商工会議所
京都府福知山市字中ノ２７
０７７３－２２－２１０８
０７７３－２３－６５３０
http://www.fukuchiyama.or.jp/
fukuchi@kyo.or.jp

２２

（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
個者支援事業費
地域振興事業費
支援力向上事業費
管理費

千円）

2018 年度
2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度
予算
50,700
51,600
52,100
52,600
53,100
53,600
6,960
1,650
390
41,700

7,500
1,700
400
42,000

7,500
1,700
400
42,500

7,500
1,700
400
43,000

7,500
1,700
400
43,500

（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
会費・国補助金・京都府補助金・福知山市補助金・事業収入(事業所負担金)
（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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7,500
1,700
400
44,000

（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
１．創業・第二創業支援
連携者及びその役割
◆福知山商工会議所
福知山市と連携し起業セミナー、創業塾を開催し「経営」
「財務」
「人材育成」
「販路開
拓」「資金調達」「事業計画」などについて支援を行う。市が発行する「特定創業支援
事業受講者証明書」の推薦を行う。
◆福知山市
「特定創業支援事業受講者証明書」の発行。創業助成金制度の創設、案内と受付。起
業セミナー、創業塾、制度融資の情報提供。
◆(一社)長田野工業センター
長田野立地企業の需要動向等の情報提供。
◆京都信用保証協会中丹支所
京都信用保証協会が運営する専門家派遣制度「京都バリューアップサポート」の紹介
と申込みの受付。
◆地域金融機関
市・府の制度資金、創業に係る支援資金の紹介、受付。
連携者名
住所
代表者
福知山市
福知山市字内記 13 番地の 1
市長
大橋一夫
(一社)長田野工業センター
福知山市長田野町 3 丁目 1-1
理事長 田 晴重
京都信用保証協会中丹支所
福知山市石原 2 丁目 24 番地
支所長 尾上明秀
㈱日本政策金融公庫舞鶴支店
舞鶴市字魚屋 66
支店長 麻生浩之
㈱関西アーバン銀行福知山支店 福知山市駅前町 380 番地
支店長 山口敬二
㈱京都銀行福知山支店
福知山市末広町 1 丁目 21
理事支店長 村上央
〃
福知山駅南支店
福知山市駅南町 1-291
支店長 池田邦史
京都北都信用金庫
執行役員支店長
福知山市字裏ノ 46-1
福知山中央支店
櫻本徹郎
〃
岡ノ町支店
福知山市字岡ノ 157
支店長 水田則広
〃
篠尾支店
福知山市篠尾新町 3 丁目 97-3
支店長 田中晃久
〃
駅南支店
福知山市駅南町 3 丁目 119
支店長 高橋秀樹
〃
前田支店
福知山市字前田 1071-5
支店長 東村保男
〃
六人部支店
福知山市字多保市 235-2
支店長 岡村正史
㈱但馬銀行福知山支店
福知山市昭和町 202 番地
支店長 菅村弘志
但馬信用金庫福知山支店
福知山市駅南町 3-49
支店長 平野大介
中兵庫信用金庫福知山支店
福知山市駅南町 2-286
支店長 余田明久
〃
昭和通支店
福知山市厚東町 151
支店長 藤原義彦
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連携体制図等

特定創業支援事

福知山商工会議所
創業ワンストップ窓口

業受講者証明の
発行推薦

福知山市

起業セミナー・創業塾
事業計画作成指導・助言
金融斡旋・推薦
融資あっせん・推薦

特定創業支援事業受講

者証明の発行

融資申込

創業希望者
創業後５年未満の者

地域金融機関

需要動向等情報提供

創 業バリュ ーアッ プサポー

ト（創業後３年間）

専門家サポート

融資実行

京都信用保証協会
中丹支所

(一社)長田野工業センター
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連携する内容
２．福知山企業交流会の運営
長田野立地企業と市内企業で組織する「福知山市企業交流会」を通じた立地企業と
の交流を促進し、取引拡大を図る。
連携者及びその役割
◆福知山市
交流会の活動支援（活動費補助金）。
◆福知山商工会議所
先進地視察の実施。企業プレゼンテーションの指導、助言。
◆(一社)長田野工業センター
長田野立地企業の需要動向の情報提供。
◆福知山企業交流会
受発注懇談会の企画運営
連携者名
住所
代表者
福知山市字中ノ 27
福知山企業交流会
会長
大槻 毅
福知山商工会議所内
連携体制図等
福知山市
運営支援
活動費補助

福知山企業交流会・受発注懇談会の開催

市内企業

交流

受発注懇談会起業プレ
ゼン指導・助言

福知山商工会議所

長田野立地企業

企業情報伝達
需要情報提供
連携
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(一社)
長田野工業センター

連携する内容
３．中心市街地空き店舗活用事業
連携者及びその役割
◆福知山市
中心市街地空き店舗の調査、情報公開。
◆福知山商工会議所
出店希望者への事業計画作成支援。通行量調査の実施と来街者動向のデータ提供。
◆福知山まちづくり㈱
中心市街地での空き店舗出店者の募集、出店相談会の開催。
◆福知山フロント㈱
駅正面通り地区での空き店舗出店者募集、出展相談会の開催、イベントの開催
連携者名
住所
代表者
福知山まちづくり㈱
福知山市字中ノ 205 番地の 1 代表取締役
堀
一
福知山フロント㈱
福知山市駅前町 15 番地
代表取締役
秋山保彦
連携体制図等

福知山市
空き店舗調査

空 き店 舗 情 報 提 供

福知山まちづくり㈱
福知山フロント㈱

出店相談会の開催

空き店舗情報提供

空き店舗情報提供

中心市街地
出店希望者

出店計画作成
指導・助言

福知山商工会議所
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連携

