
経営発達支援計画の概要 

実施者名 五色町商工会（法人番号７１４０００５０１９１５６） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目  標 

小規模事業者の売上向上と利益確保を目指して、地域経済動向、経営分析に基 

づいた事業計画への伴走支援を行う。さらに地域の支援機関と連携しながら個 

社の活性化や育成を支援することで、小規模事業者の持続的発展と地域の賑わ 

いの創出や地域経済の発展を目指す。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること 

    経済動向の調査を行い、データを調査・整理・分析し、特性を把握した

うえで事業者への支援を行う時のデータとして活用する。また新事業への

取組みや販路拡大のために、事業所へ基礎資料を提供し活用を支援する。 

３．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の持続的発展に向け、商工会職員の巡回・窓口相談、経営

等セミナーの開催し、事業者の経営実態を定量的定性的に分析し、専門家

等と連携して、事業計画策定支援の基礎資料として活用、小規模事業者が

抱える課題解決にむけて、商工会が事業者に寄り添った伴走型サポートで

の効果的な支援を実行する。 

４．事業計画策定支援に関すること 

   小規模企業者が経営課題を解決するため、経済動向調査や需要動向調査

の結果を踏まえ経営状況の分析結果を活用して専門家と連携した伴走型

の指導や助言により、需要を見据えた事業計画策定を可能にし、小規模事

業者の持続的発展を図り、実行や振り返りが自ら出来るように支援する。 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業者に対して、定期的にﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを実施し、進捗状況の確認を行い、

必要に応じて事業計画のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟやや見直しを行う。また事業者に寄り

添い、精神的、実務的な支えになることにより、事業計画が実施されるこ

とを支援する。 

６．需要動向調査に関すること 

販路開拓を目指す事業者の取り扱う商品やサービスについて特産品の新

メニュー開発のための需要動向調査や個社の需要動向調査を実施分析し、

事業計画策定に活用することで、効果的な販路開拓に結び付ける。 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の販路開拓を支援するために、各種展示会・商談会に参加

し、商品や観光資源の知名度向上を図ると共に、地域ブランドとしての価

値を高めていく。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  多様な関係機関と協力し、五色町の今後の発展性や地域の方向性あり方の

情報を共有したうえで、地域の特性や魅力、地域資源を理解、活用した事業

への取り組みを支援する。 

連絡先 

〒656-1301 

兵庫県洲本市五色町都志202 

五 色 町  商  工  会   

担当：経営指導員 課長 長井栄子 

TEL0799-33-0450・FAX：0799-33-1330 

Ｅ－ｍａｉｌ：gosho@themis.ocn.ne.jp 
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（別表１）                         

経営発達支援計画 

経営発達支援計画事業の目標 

【洲本市五色町の概況】 

平成の大合併、2006年２月に洲本市と五色町が合併し現在の洲本市が誕生した。 

五色町地域は、洲本市の西側に位置し、山と海 

に囲まれた豊かな自然があり、温泉や海水浴場 

リゾート施設、ウェルネスパーク五色、アスパ 

五色などの交流施設、菅原道真公を祀る鮎原河 

上天満宮など歴史資源もある。また、海や山に 

育まれており食材の宝庫でもある。 

人口 9,617名(平成 30年 9月 30日現在)主たる 

産業は農業であり「淡路牛」の産地として米はブ 

ランドの「鮎原米」の生産地として有名で、淡路 

島玉葱の生産も盛んである。漁業は、ワカメ・海 

苔の養殖に取組んでおり、魚介においては瀬戸内 

の恵まれた環境の中で、多種の魚介類が水揚げさ 

れている。特にサワラの水揚げは，島内唯一で 

最近は、サワラを使った「サワラ丼」を地域のグ 

ルメとして売り出しており、島内に２１店舗が参 

加、地域活性化に一役を担っている。 

 

２.【五色町商工会地域の現状】 

2006年 2月の洲本市と五色町が合併し現在の洲本市が誕生したことにより、洲本市は

洲本商工会議所と五色町商工会の２団体の経済団体が併存する地域となった。 

五色町商工会地域の商工業者数は 306社であり、そのうち小規模事業者が 254社で 83.0％

を占めている。会員数に占める小規模事業者の割合は 254/323（78.6％）と、その占める割

合は高い。 

当該地域においては 65 歳以上の事業主が 46％以上、後継者がいる事業所が 31％、ビジ

ネスマッチングにより事業承継を進める可能性のある事業所は 8％足らずと、高齢化と後継

者不足が深刻である。今後は事業所の減少が更に進んでいくと考えられる。 

行政の企業誘致策により、企業団地に中堅企業が進出し、雇用は創出されたが既存企業と

進出企業間での取引や提携といった地域活性化につながる動きは未だなく、雇用面に限定

された効果にとどまっている。商業で後継者がいる事業所は 8.7％と低く、前述した全業種

の 31％に後継者ありのデータと比べると極端に少ない。さらに五色町経済の中心である都

志地域の商店街であっても近年は空き店舗が増加している。 

五色町地区の経済の中心である都志地区とりわけ都志商店街は、平成 7年の阪神淡路 

大震災の被害が最も番甚大な地区で、直後に廃業した会員事業所は 6 件であるが、以後仮

設店舗や区画整理等で被災した店舗の修復再建を断念、または住居をなくした住民が町内

新興住宅地や震災復興住宅に移住し、被災地は空洞化し商業が成り立たなくなり廃業を余

儀なくされた事業所も多い。さらに同地区には平成 16年 23号、平成 26年 19号の台風の 
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被害が重なり河川改修を機に廃業した事業所等で、被災地区や被災商店街は壊滅状態とな

ってしまった。 

 

 

３．【五色町商工会地域の課題】 

今後は顕著になった消費の町外流出を食い止め、地域全体の沈滞ムードからの脱却と新

たな賑わいの創出のために、各個店の経営強化と共に新商品・新製品・新サービスの開発や

販路開拓事業への積極的な取組みと、管内小規模事業者の持続的発展を目指し、会員ニーズ

の変化に柔軟に対応出来る職員のスキルの向上や、「儲かる事業者」の支援と創業第二創業

者、事業承継支援地域の特性を活かした商業活性化策等に注力していかなければならない。 

観光についても京阪神から（大阪から約 2時間、神戸から 1時間）の移動距離が短く、手

軽な観光地としての位置づけから観光客のほとんどが日帰り客である。しかし町内にホテ

ルや旅館、民宿だけでなくオートキャンプ場やログハウスなど多彩で手軽な宿泊施設をご

利用頂き、宿泊による滞在期間の拡大や地域資源を活かしたお土産物の開発等に取組み、消

費額の増加を図る必要がある。さらにムードメーカーとなる地域のリーダー的人物育成も

今後の大きな課題である。 

 

 

４.【五色町商工会の現状】 

商工会の役員は会長以下 23名、職員は現在 6名(内パート 2名)で運営している。地域の

商工業者数は 306名。会員数は 323名、組織率は 94.7％（平成 30年 9月）であるが、高

齢化や事業主死亡等自然減による廃業が目立つ。地区内の創業者は 1年に数名程度であ

り、事業承継への取組や開業(創業)事業所増加の取組が急がれる。 

これまで、商工会はよろず何でも相談所として気軽に経営以外のことでも相談できる相

手としての役割を果たし、税務・労務・金融・記帳機械化を中心とは言いながら、小規模

事業者の経営状況（経営実態・後継者問題・経営課題）等が十分把握できておらず、専門

家の活用も少なく、経営改善普及事業経営支援業務の要望は少ない状態で個々の経営課題

に対する支援対策が講じられていなかった。 

地域振興事業については、イベント・祭りの企画協力等を中心に地域の活性化に取り組

んでいたが、地区内の地域資源を活用した特産品開発や交流人口増加への取組等の事業展

開への個社支援が出来ていない。 

職員の資質向上に対しても、県商工会連合会の主催する必須研修は受講しているもの

の、その他の研修や研修後の職員同士の情報交換や資質向上に対する取組はなかった。 
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〈地域内の商工業者数、小規模事業者数、業種別及び地区別会員数の現状〉 

独自調査による (平成 30年 9月末現在) 

業種別地区別 

会員数 

会員数 

(うち小規模事

業者数) 

会員数 事業継続性（有）

事業者数  

(独自調査) 

事 業 継 続 性  

（割合％） 

継続性有/会員数 

 

重点支援先 

建設業 48 50 44 88  

製造業 36 50 12 24 2 

卸売業 15 15 6 40  

小売業 72 72 30 41.7 6 

飲食業 21 23 13 56.5 7 

宿泊業 11 12 8 66.7 7 

サービス業 40 70 32 45.7 3 

その他 11 31 10 32.2  

計 254社 323社 155社 47.9％ 25社 

       ＊事業継続性有：後継者がいる、もしくは、事業承継してほしい事業所 

 

 ＊重点支援先 25社選定手順 

手順 1）商工会独自調査による事業継続性有、後継者がいるもしくは、事業承継し

てほしい事業所 155社を抽出 

手順 2）手順 1）155社から、五色町商工会が重点産業として位置付ける「特産品

販売」（小売業・製造業）「観光サービス」（飲食業・宿泊業・サービス

業）の事業者 95社を抽出。 
手順 3）手順 2）95社から「交流人口を増加させる取組」や「起業支援や新産業の

創出支援を行い地場産業の振興や人材の確保」に積極的に取り組む経営

資源（後継者、資金力、経営能力、意欲）等を保持し、今後の成長可能

性が高い事業者とこれまでの実績や巡回等で判断し、小規模事業者 25社

（小売業 6社・飲食業 7社・製造業 2社・宿泊業 7社・サービス業 3

社）を選出。 

 

５.【五色町商工会の課題】 

 

 ≪経営発達支援に関すること≫ 

①地域内の経済の動向や会員事業所の特性、新たな需要の開拓の調査・分析・現状把握に

基づいた事業計画策定のための支援が出来ていないこと。 

②事業者の各種経営資源等の現状を把握し活用できる、経営計画策定のための伴走型個

社支援が行えていないこと。 

③新商圏開拓や新市場進出のための販路開拓に関る支援（展示会出展、商談会、広報活動）

が出来ていないこと。 

④創業（第二創業）、事業承継、経営革新取組支援への、充実した支援体制が必要なこと。 

⑤各他支援機関や行政、専門家との連携が不十分であること。 
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≪地域経済活性化支援に関すること≫ 

①豊かな地域資源を活かした特産品開発等の事業展開や、交流人口増加への支援体制や

周辺地域からの消費獲得への取組のための個社支援体制が出来ていない。 

 

≪その他支援に関すること≫ 

①商工会情報や、小規模事業者にとって有益な情報発信力が低いこと。 

②個社への伴走型支援能力向上のための体制が十分でないこと。 

 

 

６.【管内の小規模事業者の中長期的（10年）な振興のあり方】 

  洲本市では、『観光や暮らしの魅力を広く発信し、来訪者、移住・定住者を洲本へ呼び

込む』『女性や若者が夢を抱いて躍動する洲本ならではの「しごと」のステージを創る』

を総合戦略の基本戦略として、行政だけではなく、市民や地域団体、企業等と連携・協議

による取組を平成 27年度の洲本市総合戦略として設定している。 

またその基本戦略を実現するための基本的方針として、「洲本市の魅力を高め、地域資

源を生かした交流の促進や集客力のあるイベントの開催により、来訪者（交流人口）を増

加させる」こと「起業支援や新産業の創出支援を行い地場産業の振興や人材の確保」の方

向性を定めている。 

五色町商工会は、洲本市の基本方針に則り、五色町内小規模事業者が顧客の需要や市場

環境に応じた事業計画に基づき、自ら事業目標（収益拡大等）を設定し、その目標達成の

ために自社の事業計画を策定し、実行に移し改善点を抽出することで改善行動を実施する

など（PDCA サイクルの実現）により、自立した強固な経営基盤構築の実現を支援する。 

具体的には、五色町の重点産業「特産品販売」、「観光サービス」及び関連産業である小

規模事業者 25 社（小売業 6社・飲食業 7社・製造業 2社・宿泊業 7社・サービス業 3

社）を重点支援先とし、その事業者を中心に、「既存事業の活性化」（小規模事業者の売上

増）「後継者不足等による地域事業者の廃業による減少を食い止める」（後継者育成）「円

滑な事業承継」「新規創業者(第二創業)の増加・継続」(事業承継・マッチング) 支援に

より、小規模事業者の「収益の拡大」と「強固な経営基盤の構築」を実現し、交流人口の

増加や地域外からの消費獲得による地域全体の活性化を視野に入れた、伴走型個社支援業

務に取り組む。 

 

 

 

７.【経営発達支援計画事業（5年間）全体の目標】 

個社への経営支援業務すなわち伴走型個社支援へとシフトすることで、小規模事業者の

持続的発展に向けた支援に取り組むため以下 5項目を目標と設定し、重点支援先 25社を中

心に伴走型個社支援を徹底的に行う。 
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●目 標 

  ≪経営発達支援に関すること≫ 

①事業計画等の策定支援を通じ、小規模企業者の基礎体力の向上、経営体質の改善及び経

営力強化を図る。 

②創業・第二創業（経営革新）、事業承継、マッチング、後継者育成の新事業展開を推進

する。 

③展示会・商談会・ITの活用による販路開拓を図る。 

 

≪地域経済活性化支援に関すること≫ 

④地域資源（五色町の農産物・海産物等）や観光資源（高田屋嘉兵衛記念館・河上天満宮・

ウェルネスパーク五色、風車等）を活用し、観光客等交流人口の増加と周辺地域からの

消費獲得による地域経済の活性化を図る。 

 

≪経営支援能力・体制強化支援に関すること≫ 

⑤関係機関や行政、専門家との連携での事業推進、職員の資質向上による伴走型経営支援

体制を構築する。 

  

 ●目標の達成にむけた方針 

  

 ≪経営発達支援に関すること≫ 

１）事業計画策定と、実行、フォローアップ支援 
セミナー開催と、ヒアリングや巡回、各種調査事業から個々の事業者の現状を把握

し、情報を蓄積し課題を抽出したうえで、把握している現状と課題から、個々の小規模

事業者の持続的発展のための経営計画策定を支援する。さらにこの事業計画に基づく経

営の推進、新たな需要開拓に向け新事業展開支援等、小規模事業者の売上増加や利益の

確保にむけての実行支援と融資や各種補助金や施策活用を含めたフォローアップを実行

する。 

 

２）経営支援の実績収集と、分析、課題の抽出事業 

   これまでの支援実績を客観的に把握し、事業所のレベルに合った効果的な支援方法を

見極め、今後の支援に結び付けていくために、アンケート実施や窓口巡回での地道なヒ

アリング等による支援実績事例を収集・集計・分析する。その結果会員全体の事業レベ

ルと今後の課題を把握することで、「地域全体の活性化を視野に入れた小規模事業者の

個社支援」を重視した「個社に対する伴走型支援」へとシフトする。 

   

３）小規模事業者の新商圏開拓や新市場進出のための、 

広報活動、展示会や商談会の開催参加支援 

   五色町の小規模事業者は、事業所内に販路開拓や新商品開拓担当の従業員がほとんど

存在しない。またこれまでの商品品揃えや販売方法を大きく変換させる必要性を認識し

ていてもそのノウハウや取組方法がわからず売上増加や新商圏開拓の機会を大きく逸失
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している。このため個社のレベルと必要性に応じた支援を行い、消費者目線でのマーケ

ットインの思考を浸透させ売上と利益の増加を図る。 

 

４）創業（第二創業）・事業承継、経営革新取組支援 
洲本市五色町は、国から産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受

けている。今後、この計画に基づき、行政や地元金融機関とともに創業（開業）等支援

事業に取り組む。創業、事業承継、経営革新取組事業所が相談しやすいように、毎月１

日の「経営何でも相談日」に対応するとともに、創業（第二創業）・事業承継並びに経営

革新セミナーの開催、計画策定(個別相談)アフターフォローと充実した支援体制を構築

する。 
 

≪地域経済活性化支援に関すること≫ 

１）地域資源を活用した事業展開支援（特産品開発・観光開発支援） 

地域資源（農作物、海産物）を活かした特産品の開発や、地産地消の推進など、特産物

の地元での消費の推進（地元の菓子業者による素材としての使用）と共に地域ブランド化

を図り、産業のビジネスモデル（収益構造）を構築し、新たな観光振興に結び付ける取組

を行う。 
  観光客の五色町内回遊性の向上を図るため、個店（観光事業者）の魅力度向上支援事業

を実施する。また、地域資源（農産物、海産物）の特色を活かしたふるさと名物特産品開

発や観光資源（高田屋顕彰歴史文化資料館、鮎原河上天満宮、ウェルネスパーク五色、風

車、五色浜・都志海水浴場、サンセットライン等）を活かした市内回遊のモデルコースの

創設にも取り組み、交流人口の増加を目指す。 
 

≪経営支援能力・体制強化支援に関すること≫ 

１）地域の各団体と連携した各種事業推進支援 

洲本市や淡路県民局などの行政機関や淡路島観光協会・地元の金融機関などと連携し、

地域の小規模事業者に寄り添った支援を行い、事業者の持続的発展を図るため、農商工連

携事業、６次化産業化などへの新事業展開を支援する。 

また行政や地域住民にもその取組を周知し、地域行政の中でも商工会の重要な位置づけ

の確立に努力する。 

 

２）情報発信力強化への取組 

事業所を対象に国、県、市の施策や、各種助成などについての情報、商工会が取り組ん

でいる事業をスピーディーに事業者に周知する情報発信システムを構築する。 

  ★ホームページ（ http://www.awajigosho.com/）の充実 

  ★ＳＮＳやＦＡＸを利用しての情報発信 

  ★広報誌の発行 

  ★各種メディアへの情報提供 

 

 

http://www.awajigosho.com/
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３）個社活性化、伴走型経営支援体制の構築（役職員の資質向上） 
小規模事業者等への個者支援（経営支援）を有効に実施するために、まず、商工会役職員

の意識改革と能力向上が必要である。これまで税務指導や記帳指導、地域振興事業が中心で

あった既存の商工会事業を役職員が共に協議したうえで見直し、経営計画策定支援事業を

はじめ伴走型支援事業や商工会職員の資質向上に費やす時間を担保する。さらに役員を含

めた経営支援員の勉強会の開催、研修会への参加を積極的に進め役職員の資質向上に取組

む。 
 
４）専門家の集中活用 
経営計画策定の基礎データとなる各種調査（需要の把握）を専門家と連携しながら、経営

分析や経営計画策定の支援を行い、より確実に小規模事業者の意識改革や経営改革に対す

る意識の高揚を図っていく。伴走型の拠点となるように商工会に毎月１日専門家と職員が

共に対応する「経営何でも相談日」を開設し、広報やチラシで地域及び会員に周知し、役職

員と専門家が連携して有効かつ専門的な課題克服の為の伴走型支援を進める。 
明確な経営計画の策定と、専門家の導入や支援ツールを共有することで経営支援に対す

る業務の効率化を図り、伴走型支援の推進にむけての PDCAサイクルを構築し、創業や第

二創業、事業承継、経営革新等を含む小規模事業者の持続的発展のための伴走型支援に取

り組む。 
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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３１年４月１日～平成３６年３月３１日（５年間） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

対象地域 五色町商工会管内 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

２．地域の経済動向調査に関すること【指針③後半】 

（１）現状と課題 

【現 状】 

・小規模事業者が持続的発展を目指すため、また小規模事業者に対して地域の経済動向や 

小規模事業者を取り巻く経営環境を正しく把握した上での的確な支援を行うため、地域 

経済や消費動向を把握した基礎資料が必要であるが、これまで情報収集を行わず、地域 

経済動向調査を実施、分析等を行っていないため、基礎資料がなく結果として地 

域経済動向の有効な情報を管内小規模事業者に広く提供出来ていない。 

・自治体、金融機関、シンクタンク等関連機関が公表している資料や知り得た調査結果の分

析や、地域経済分析システム「RESAS」の積極的な活用で情報を具体的な分析や比較検討を

行わず資料のみの提供を行っており、小規模事業者の経営相談に活用出来ていないうえ事

業発展に繋げるなど、支援内容にも反映されていない。 

 ・地域の経済情報について、中小企業庁の委託事業である中小企業景況調査を 5 業種 5 社

（建設・製造、小売、観光飲食、その他サービス）を対象に行い、この調査情報を基に全国 

   商工会連合会が全国ベースでデータを集約・分析し取りまとめ、全国の商工会へ提供しこ

れらの分析結果を基礎資料としているが、具体的な分析や比較検討を行わず資料のみの提

供にとどまっている。 

 

【課 題】 

・今後の事業計画策定や地域経済活性化のための基礎資料として広く活用することが出来

る「五色町経済動向調査」(独自調査)を実施し、専門的具体的な分析や調査結果の比較

検討・分析を行い、小規模事業者が個々に抱える経営課題を把握し、結果を商工会だよ

りや HPで年 1回公表するなど情報提供する。 

・行政や関連機関から知りえた調査結果は資料のみの提供を行っていたため、小規模事業者 

の経営相談に活用出来ていないうえ、支援内容にも反映されていない。今後は地域経 

済分析システム「RESAS」等も活用した専門的具体的な分析や調査結果の比較検討・分析を 

行い、結果を「見える化」し商工会だよりや HPで年 4回公表するなど情報提供し、小規 

模事業者の経営相談に活用するなど事業発展に繋げ支援内容に反映するよう改善する。 
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 (２)事業内容 

 

①五色町経済動向調査の実施・・・・商工会独自で実施する調査 

  

≪目  的≫ 地域の経済動向や、小規模事業者を取り巻く経営環境、消費動向等を年１回 

調査し、整理、分析し、その結果をタイムリーな情報として年 1回 HPで管 

内小規模事業者に広く公表することで、小規模事業者が経営方針を明確に 

し、経営分析、および事業計画の策定に有効活用でき、結果として売上や 

利益の増進に繋がるなど経営基盤の強化、ならびに事業の持続的発展支援に 

効果的に繋げるための資料として活用する。 

 ≪調査対象≫ 管内全小規模事業者 254社 

 ≪調査項目≫ 売上額 仕入額 経常利益 資金繰り、雇用、設備状況、業界動向、景況 

観、経営課題（後継者問題・経営革新・新事業展開等）等 

 ≪調査手法≫ 記名式とし、調査票を郵送し、返信用封筒で回収する 

 ≪調査回数≫ 年１回 

 ≪回収目標≫ 216社（回収率 85％）以上 

          回収に際しては職員の巡回や窓口相談時に、調査の目的や活用方法を例示し、

記入のしかたや内容についても説明し回収の協力を依頼する 

 ≪分析手法≫ 商工会職員が、中小企業診断士等の専門家と連携し分析を行う 

  

②行政等公的機関の調査報告書及び、金融機関等の統計資料の活用 

 

≪目  的≫ 公的機関等が実施する各種統計資料から抽出した調査項目データを、地域経 

済分析システム「RESAS」等も活用し専門的具体的な分析をした結果を、年 4 

回 HPで広く公表し、小規模事業者が地域の経済・消費動向を把握、経営分 

析、事業計画の策定に役立てるなど経営基盤の強化となり、事業の持続的発 

展のための支援に効果的に繋げるための資料としても活用する。 

・「RESAS」活用事例 
 ①観光産業を活性化させるために地域の滞在人口や流動人口のデータから「観光客がどこから集まって

いるか」「どの観光施設に集客能力があるのか」を分析し、その結果をもとに現在の課題を認識すると
ともに今後の施策を講じる。 

 ②中核産業の調査、その産業における収益性や課題を分析し、それらに携わる企業へ利益向上のための
提案を行う。 

 

≪調査項目≫    ㋐中小企業景況調査     （全国商工会連合会調査分析）  

                ㋑兵庫県市区町主要統計指標 （兵庫県統計協会調査分析） 

           ㋒景気動向調査       （日本政策金融公庫調査分析） 

㋓淡路信用金庫景況レポート  (淡路信用金庫調査分析） 

㋔兵庫県の経済・雇用情勢  （兵庫県調査分析） 
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 ㋐～㋔それぞれの資料から上記調査項目データを抽出して公表する。 

●手段・手法 

   五色町商工会が独自で実施する「五色町経済動向調査」については、五色町内小規模事

業者にアンケートを郵送、回収、整理作業を行い、収集したデータ分析は中小企業診断士

等の専門家に依頼する。回収に際しては職員の巡回窓口相談時に、調査の目的や活用方法

を例示し、記入のしかたや内容について説明し回収の協力を依頼する。 

各公的機関が実施する調査結果を分析・整理する。整理された情報は商工会職員の巡回、

窓口相談で直接情報を提供他、会報やホームページで小規模事業者がいつでも閲覧できる

ように情報を開示提供する。  

 

（３）成果の活用 

●活用方法 

地域経済等の外部環境を把握することで経営分析を行なう際の参考資料、ならびに小規

模事業者が売上や利益向上を目指した事業計画を策定する上での売上予測等の根拠（基礎

情報）、販路開拓、特産品開発、事業承継、創業・第二創業(経営革新)、農商工連携、6次

化産業、個社が対象とする今後の需要予測等各種支援の基礎資料として活用する。記名式

とすることで個々が抱える経営課題を把握し、今後開催する課題解決に役立つセミナーへ

の参加を促す、経営計画や事業計画策定への動機づけとして活用する。さらに分析結果は

積極的に商工会報やホームページなどで小規模事業者に開示提供し、職員の巡回や窓口相

談時においてもその結果や活用方法を提案し伴走型支援に活用する。 

 

●成果・効果 

・小規模事業者に対して実施する事業計画策定・実施支援において説得力が高まり、より現

実的な事業目標の設定につながる。 

・市場動向や地域の経済動向に即した計画が立案できることで、商品開発や販路開拓の取組

みがより的確なものとなる。 

・商工会職員等が行なう伴走型支援における的確性が高まり、質の高い支援が出来るように

なる。 

・会報やホームページを通じて、会員だけでなく小規模事業者や地域住民等に分析結果等を

開示し、新たな事業の取組みにも繋がることが期待できる。 

 

(４)目 標 

・独自で実施する五色町経済動向調査の調査分析結果は年 1回、行政等公的機関の調査報告 

書の情報収集、調査、分析した結果は、地域経済分析システム「RESAS」等も活用し、その 

調査対象(活用する資料) 調査項目(データ抽出分析項目) 

㋐中小企業景況調査 業種別売上・資金繰り・採算・業況 

㋑兵庫県市区町主要統計指標 賃金・雇用指数・消費者物価 

㋒景気動向調査 業種別売上・採算・雇用 

㋓淡路信用金庫景況レポート 業種別売上・収益判断・販売価格・資金繰り・雇用・業況 

㋔兵庫県の経済・雇用情勢 景気指数・有効求人倍率・賃金・業種概況 
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結果を会報や HPで年 4回公表し、小規模事業者がいつでも閲覧可能な状態とする。 

 ・管内小規模事業者が、各調査分析結果を事業計画策定に活用し、データに基づいた実現性

の高い事業計画を策定することで、売上や利益の増加に繋げる。 

・地域の経済動向調査で、計画的に情報収集や分析した結果は、商工会職員が巡回、窓口、

会議等で事業者へ支援を行う際の参考データとして活用し、直接情報を提供し有効で効率

的な支援が可能となる 

（数値目標）      

○統計指標によるデータ調査及び集計・HP結果公表回数 

 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の販売する商品または提供する役務の内容、所有する技術やノウハウ、従業

員などの経営資源の内容、財務内容経営状況を分析し、伴走型事業計画策定支援に活用する。 

 

【現状と課題】 

現在事業計画が策定出来ない、経営革新が出来ない、経営不振から立ち直れない等の理由

は、小規模事業者がこれまでの経験や勘に頼った事業形態を自ら事業の実態を把握できてい

ないことが大きな原因の一つである。かつ商工会も、経営状況の分析は補助金申請時や経営

相談、金融相談時などの特別な案件や資料として作成する程度であり、小規模事業者の事業

レベルや現状、強み、経営課題を的確に把握していないために小規模事業者に対して、効果

的なアドバイスが出来ていなかった。 

 

【今後の取組】 

経営分析セミナーの開催、アンケート実施や地道な窓口巡回業務、フォローアップでのヒ

アリング等で、経営状況の分析の必要性と重要性を伝えていく。経営分析により小規模事業

者が経営資源や経営課題、経営実態を的確に把握し客観的に分析を行うことで、分析の結果

抽出された課題の解決にむけた事業計画策定や事業展開に繋げる取り組みが出来る。 

また商工会が小規模事業者の経営分析を支援し、その情報を共有することで、既存の商品

やサービスを顧客のニーズや市場の動向に合わせて行えるよう効果的な支援を行なうことが

可能となる。加えて必要に応じて専門家や兵庫産業活性化センター・兵庫県よろず支援拠点

等と協力し、小規模事業者の経営課題の解決に向けた事業展開取組支援を実施する。 

 

(事業内容) 

 ①目的 

小規模事業者が持続的な発展を目指すためには、自社の置かれている経営環境や保有す

 統計資料 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①五色町経済動向調査 

 (新規独自)調査結果公表回数 

未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

行政等公的機関調査報告書等の調査結果 

の公表回数     ㋐～㋔ 

未実施 4回 4回 4回 4回 4回 
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る経営資源（強み等）を正しく把握し、個社の事業規模に応じての需要を見据えた経営計

画や事業計画の策定が必要不可欠である。職員や専門家が事業所の経営状況の分析を支援

し、なおかつ効果的なアドバイスを行うことにより効果的な事業計画策定支援を行い、経

営分析の重要性を理解し、実践できる小規模事業者の育成と商工会職員が経営状況の分析

を支援し、かつ効果的なアドバイスを行うことで経営課題の解決に寄与することを目的と

する。 

②経営状況分析する項目 

小規模事業者の販売する商品、提供するサービスの内容、保有する技術、またはノウハ

ウ等の経営資源、損益計算書・貸借対照表の財務内容、売上実態の内容分析、統計調査デ

ータを活用した個店シェア分析等、経営実態を定性的、定量的に把握及び分析する。また、

ＳＷＯＴ分析の手法を活用し、強み、弱み、機会、脅威を抽出し、弱みを克服し強みをさ

らに強化することで経営課題の明確化や顧客の創造を目指す。 

 

③対象事業所 

当商工会の重点支援先 25 社。セミナー開催時の参加者。過去に経営相談が行われた小

規模事業者のうち課題が解決できていない小規模事業者。巡回窓口相談、記名式で行った

五色町経済動向調査の今後の課題から経営分析の必要性が認められる小規模事業者。売上

増や利益の拡大を目指す等既存事業を見直したい事業所、後継者育成や事業承継、経営革

新、創業者(第二創業)、ビジネスマッチング等を視野に入れている小規模事業者等。 

 

④手段・手法 

経営分析の対象となる小規模事業者は、経営分析セミナーの開催時やアンケート実施始

め地道な窓口巡回業務のヒアリング、記名式で行った五色町経済動向調査の経営課題から

経営分析の必要性を勘案して分析の対象となる小規模事業者を選定する。 

経営実態の把握は、五色町経済商工会職員による巡回や窓口相談等、個別相談会、フォ

ローアップによるヒアリングによって行い、専門的な課題については、専門家（中小企業

診断士やその他案件に対応出来る資格保持者）、兵庫県商工会連合会アドバイザー、外部

関係機関と連携し、実施する。個々の事業者の現状を把握し、情報を蓄積し課題を抽出し

たうえで、小規模事業者の持続的発展のための経営計画策定を支援する。分析結果及び

支援内容は、経営カルテ（データベース）の有効活用により、記録を保持し商工会職員が

いつでも閲覧できる記録・保管方法を構築し、情報の共有化を図る。 

 

【実施するセミナーの概要】 

①経営分析セミナー 

売上増や利益の拡大を目指す等既存事業を見直したい事業所、後継者育成や事業承 

継、経営革新、創業者(第二創業)、ビジネスマッチング等を視野に入れている小規模

事業者を対象に参加者を募集し、経営分析の必要性や手法、活用方法などを学んで頂

き、経営分析に取り組む動機づけの機会とする。（重点支援先 25 社（小売業 6 社・飲

食業 7社・製造業 2社・宿泊業 7社・サービス業 3社）に積極的に参加を促す） 
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⑤活用方法 

経営実態や経営状況の分析結果は、対象小規模事業者に開示し、個店における商品構成

の見直し、既存のサービス提供方法の改善等の基礎資料として提供する。さらに経営カル

テ（データベース）で商工会職員がいつでも閲覧できる記録・保管方法をとり、策定した

事業計画に基づく経営の推進、新たな需要開拓に向け新事業展開支援等、小規模事業者の

売上増加や利益の確保にむけての実行支援と融資や施策活用を含めたフォローアップの

基礎資料として、また事業所の今後の方向性を決めるための判断材料とし、個社支援を推

進する中での職員の指導力向上のための資料としても活用する。 

 

⑥成果・効果 

・小規模事業者の経営分析を実施することにより、その事業者の経営実態が明らかにな

り、課題を正確に把握することが出来る。経営計画を策定するための基礎資料として具

体的な目標を立てることが出来る。 

 ・職員が、事業者と共に経営分析を支援することにより、事業者をより深く知ることが出

来、今後、事業者に寄り添った支援が出来る。 

・小規模事業者が自社の経営状況を把握・分析し、なおかつ商工会職員がその情報を共有

することで、客観的なデータに基づいた経営課題を抽出し、改善行動を実施しその結果

を評価見直し（PDCA サイクルの実現）により、自立した強硬な経営基盤の構築の実現

を支援する経営支援業務にシフトする。 

・小規模事業者の持続的発展のための経営計画策定の走型支援が可能となる。 

・合理的で実現可能性の高い事業計画の策定、強みを生かした経営の実施により売上・利益

の向上など、経営基盤の強化につなげることが出来る。 

 

⑦目標 

  経営実態の把握、および分析を目的とした、窓口巡回相談を実施することにより、経営

分析に取り組むべき事業所の候補先を選定し、取組事業所の増加を図る。 

(数値目標)                             

セミナー内容 単位 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①経営分析セミナー 
件   

（参加人数） 
0 

（0） 
1  

（15） 
2 

（20） 
2 

（20） 
2 

（20） 
2 

（20） 
                              

支援内容 単位 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
経営分析件数 件 0 6 11 11 11 11 

 

４．事業計画策定支援に関すること【指針②前半】 

（１）現状と課題 

【現 状】 

・経営革新計画、補助金申請時の計画書作成を必要とする際の、限られた小規模事業者の支

援メニューで、事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していない。 

・小規模事業者は、事業計画策定の必要性を感じていても、日々の経営に追われて計画策定
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に取り組むきっかけがない。 

・小規模事業者が経営課題の解消や需要開拓につながる実効性のある個社支援メニューとし

て活用されていない。 

・小規模事業者の事業計画策定の意義や必要性、重要性を巡回窓口相談時に説明や情報提供

するなど、個社支援に前向きに取組んでおらず、商工会職員の計画策定に関する情報や作

成支援能力も低く偏りがある。 

【課 題】 

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

識変化を促せる訳ではないため、「事業計画策定セミナー」の開催時期や時間、講師選定、

カリキュラムを工夫（業種別、後継者の有無、経営課題別、事業レベル別（創業期・成長

期・成熟期等）等）し、小規模事業者の抱える個々の経営課題の問題解決に対応可能な「事

業計画策定セミナー」を企画し、取組に対するハードルを下げ参加しやすく工夫する。 

・経営分析を実施した小規模事業者に対し、巡回・窓口相談時やセミナー開催時に事業計画

策定の必要性を伝え、各種セミナーに参加を促し事業計画策定支援を強化実行する。 

 ・事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していないため、セミナーの開催方法を見直す

等、改善したうえで実施する。 

 

●支援に対する考え方 

 ・上記３．経営状況の分析に関すること(p11～13)で経営分析を行った事業者の ７～８割

程度（年間）の事業計画を目指す。 

・各種補助金申請を契機として経営計画策定を目指す事業者の中から、実現可能性の高いも

のを選定し、事業計画の策定に繋げる。 

 

（３）事業内容 

 

 ①経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

≪支援対象≫ 上記３経営状況の分析に関すること(p11～13)で経営分析を行った 6事業 

       者 

   ≪募集方法≫ 支援対象 6社に対して、商工会職員が担当制で個別訪問を実施し参加を呼 

びかける。 

  ≪カリキュラム≫・セミナー参加者が、受講後取組やすくするため、カリキュラムは業種別・

後継者の有無・経営課題別・事業レベル別（創業期・成長期・成熟期等）

等）等工夫し、小規模事業者の抱える個々の経営課題の今後の問題解決

に対応可能なカリキュラムでの「事業計画策定セミナー」を企画し、 基

本指針となる事業計画策定の必要性、重要性を学ぶ。 

 

 (数値目標)  参加者数と開催回数                           

セミナー内容 単位 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定セミナー 
開催回数 
（人数） 

0 
（0） 

1  

（6） 
1 

（11） 
1 

（11） 
1 

（11） 
1 

（11） 
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②事業計画の策定 

≪支援対象≫ 上記３経営状況の分析に関すること(p11～13)で経営分析を行った 6 事

業者 

  ≪手段・手法≫ ・経営分析を実施した重点支援先 6社に対し、商工会職員が担当制で支

援し、必要に応じて外部専門家（中小企業診断士や案件に対応出来る資

格保持者）兵庫県商工会連合会アドバイザー、外部関係機関と密に連携

を図り、活用精度の高い事業計画書を作成するための伴走型個社支援を

実施する。 

        ・業種別・後継者の有無・経営課題別・事業レベル別（創業期・成長期・

成熟期等）等、小規模事業者の抱える個々の経営課題や現実的な問題を

有効かつ現実的に問題解決へと導く、実現可能性の高い事業計画策定を

伴走支援し、問題解決の為に必要に応じて外部専門家や関係機関と連携

支援する。 

 

（４）目標 

 ・経営分析の結果を踏まえ、経営課題の解決を目的とした事業計画策定に際しての伴走型個

社支援を計画的に実施する。 

・事業計画策定に際し、経済動向調査結果や需要動向調査結果を活用するとともに、必要に

応じて国、県等の施策の活用をはかり、需要を見据えた経営課題の解決を目的とする事業

計画の策定支援に取組むことで、資金の調達時や販路開拓に取り組む小規模事業者が活用

するにとどまらず、小規模事業者の「やる気」意欲を喚起し、後継者育成や事業承継、経

営革新、創業（第二創業）ビジネスマッチングを視野に入れている小規模事業者の、持続

的事業発展を強く目指す意識改革のためにも活用する。 

・事業計画策定に取り組む小規模事業者を掘り起し、育成し、策定から目標達成まで伴走型

個社支援を実施し、実践及び現実的な問題解決、持続的な発展が可能な事業計画策定事業

者数を増加させる。 

 (数値目標)                                
現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定件数 - 5 件 8 件 8 件 8 件 8 件 
上記３．経営状況の分析に関すること(p11～13)で経営分析を行った事業者の 7割～８

割程度（年間）の事業計画を目指す。 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②後半】 

（１）現状と課題 

 

【現 状】 

・当地域の事業者は、計画策定に取り組む意識が少なく持続化補助金など補助金確保のた

めの事業計画書の作成がほとんどであった。そのため補助事業終了後は経営指導員によ

る定期的な巡回や細やかなフォローアップが充分実施できていないのが現状である。 

 ・これまでは巡回や訪問が計画的でなく不定期であり、訪問回数も少ない。 
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【課 題】 

・今後は訪問回数を定める、事業計画策定者に対して職員の担当を決める、巡回訪問時に事

業計画を把握、分析する統一した分析シート（事業計画と実績の差異、原因分析、経営者

の心情などを書き込むシート）を作成するなど、事業計画を策定した事業者の状況や必要

に応じた、定期的且つ計画的な巡回訪問計画により、適切な頻度を設定し効果的なフォロ

ーアップを実施する。 

 

（２）事業内容 

 【支援内容】 

① 事業計画を策定したすべての事業者を対象に、商工会職員の担当を決め、その職員が

主となって巡回訪問や窓口相談により情報を共有しながら計画的に伴走型個社支援を

行う。 訪問回数は、基本四半期に１回の頻度とする。 

   

（３）目標 

  支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ   

対象事業所数 

- 
5 8 8 8 8 

①頻度（延数） - 20回 32回 32回 32回 32回 

   

 

 ６．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状と課題 

【現 状】 

・小規模事業者の多くは、商品やサービス内容を見直しすることはほとんどせず、従来どお

りの経営を行っている。また、商品やサービス需要の根拠ある情報源もなく、自社でも需

要や市場動向をリサーチしていない。 

・商工会において、巡回窓口指導時販路開拓や新規取引先の開拓を希望する事業者に対して、

展示会の出店案内や商談会の相談等にとどまり、組織的に個社の商品、サービスの消費者

及び市場のニーズ調査等、個々の事業者が自店の状況に即した有効な事業計画策定に活か

せる需要動向調査や分析に関する情報の収集や分析を実施していない。 

 

【課 題】 

・管内小規模事業者が消費者ニーズに応じた商品構成、および販売方法販路等を確立する

ため、また展示会、商談会等において効果的な販路開拓への取組を実施するために必要

な情報を提供し、その情報を基に小規模事業者がマーケットインの視点と思考による事

業計画の策定、新たな販路開拓、新商品開発、顧客に支持される品揃えやサービスの提

供を行えるように繋げていく。 
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・調査項目や分析内容、手段、手法を十分検討、目標や成果の活用を念頭において調査を

実施し、個々の事業者が自店の状況に即した有効な事業計画策定に活かせる需要動向調

査や分析に関する情報を提供する。 

  

（２）事業内容 

①特産品の「さわら」を活用した五色町の新たなメニューの開発のための需要動向調査 
名称 調査対象 回答者数 調査時期 

特産品「さわ

ら」新メニュー

開発のための 

需要動向調査 

ウェルネスパーク五色 

（宿泊施設、レストラン) 

夢工房(体験施設)    

に訪れた観光客 

 

50人 

 

年 1回  

（７月） 

   ※鰆（さわら）を活用した「生さわら丼」は、淡路島の集客における「食」の目玉 
    の一つとなっている。 

  (目      的) 管内飲食店 5店において、特産品「さわら」を活用した新商品を開発す 

るため、消費者へのアンケートを実施し、事業計画策定や個社の商品開 

発、販路開拓に活用可能なデータを収集、分析、提供する。        

(調査支援対象) 管内飲食店 5店 

（調査対象者） ウェルネスパーク五色（宿泊施設、レストラン)、夢工房(体験施設) 

   に訪れた観光客 50人   

（ 調 査 場 所 ）ウェルネスパーク五色（宿泊施設、レストラン)、夢工房(体験施設) 

（サンプル数） 上記来場者 50人分（1人で 5社全てのサンプルを食べ比べて頂く） 

         （性別、年齢、等 50人の特性に偏りがないよう考慮してサンプルを抽出する） 

(調査分析項目) ①味 ②硬さ柔らかさ ③ 色 ④大きさ ⑤匂い ⑥価格  

⑥見た目 ⑦パッケージ 等 

（調査手段・手法)「ウェルネスパーク五色」の来場者が増加する７月(年 1回)の来場客

に、開発中のさわらを活用した新たなメニューを試食してもらい、商工

会職員が聞取りの上、アンケート用紙に記入する。 

（分析手段・手法） 調査結果は、中小企業診断士等専門家に意見を聞きつつ、商工会職員 

        が分析を行う 

(分析結果の活用)・調査結果を分析したうえで分析結果を当該 5 社にフィードバックし更

なる事業活動の参考資料として活用する。 

・事業者は、消費者の声を直接把握しニーズを敏感に感じ取り「マーケ

ットイン」の視点から市場やお客様の求める商品サービスに、自社の

シーズ（ノウハウ・技術）で応え、従来の勘や経験に頼ったメニュー

やサービスの提供方法から脱却してデータに裏付けられた消費者ニー

ズに応えたメニュー開発等に取組むための参考資料として活用する。 
       ・商工会は、調査分析した当該事業者の商品等に対する需要動向結果

を、具体的な情報として 5社へ情報提供し、伴走型個社支援として情

報提供する基礎資料として活用する。 
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②五色町商工会の重点支援先（25社）の個社の需要動向調査 

名称 調査対象 回答者数 調査時期 

個社（25社）の 

需要動向調査 

重点支援先 25社     

（小売業 6社・飲食業 7社  

 製造業 2社・宿泊業 7社 

サービス業 3社） 

 

25件 

 

年 １ 回  

（6月） 

(目      的) 特産品の販路開拓や新商品開発、新市場進出を視野に入れている個社 

に対して、有用な売れ筋商品や最新トレンド情報を収集、整理分析し、 

事業計画策定や個社の商品開発、販路開拓に活用可能なデータを収集分 

析提供する。         

(調査支援対象) 重点支援先 25社（A：2社  B：23社） 

A：主に BtoB事業所（製造業 2社 ） 

         B：主に BtoC事業所 

(小売業 6社 飲食業 7社 宿泊業 7社 サービス業 3社 計 23社) 

（調査対象者）   ①取引先事業所  20社（A  2社×各 10社＝ 20社）   

  ②一般消費者   460名（B 23社×各 20名＝460名） 

(調査分析項目)   調査対象者①味やサービスの質 納期 支払方法 仕様 

（量・内容量・見た目・ネーミング・ロット）等 

    調査対象者②味やサービスの質 仕様 

（量・内容量・見た目・ネーミング・購買動機 

 購買頻度・購買理由・購買額・事業所に期待する事) 等 

（調査手段・手法) 調査対象者① 

事業所（A）が主要取引先 10社を選定し、商工会職員が郵送等の手段 

においてアンケート調査を実施する。 

調査対象者② 

商工会職員が各事業所（B）へ出向いて、直接一般消費者にアンケー 

トを実施。実施後は集計後専門家と連携し整理分析を行う。 

（分析手段・手法）・調査結果は、中小企業診断士等専門家に意見を聞きつつ、商工会職員が 

分析を行う。 

(分析結果の活用)・調査結果を分析したうえで分析結果を当該25社にフィードバックし、 

        更なる事業活動の参考資料として活用する。  

・事業者は買い手の声を直接把握しニーズや敏感に感じ取り「マーケ 

ットイン」の視点から市場やお客様の求める商品サービスに、自社の

シーズ（ノウハウ・技術）で応え、従来の勘や経験に頼った商品構成

や販売方法から脱却してデータに裏付けられ消費者ニーズに応えた品

ぞろえや販売方法の改善、効果的な販路開拓、展示会出展や、新商品

開発に取組むための参考資料として活用することが出来る。 
        ・商工会は、調査分析した当該事業者の商品等に対する需要動向結果を、

具体的な情報として 25社へ情報提供し、伴走型個社支援を実施する際

の情報提供する基礎資料として活用する。 
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（３）目標 

・調査結果を今後の事業者の商品等の需要動向の把握に活用出来る調査項目とし、目標

達成が見込まれる手段手法で、今後の成果の活用等を踏まえた、「需要動向調査」で

得た情報から調査分析した調査結果を、具体的な情報として商工会が個社支援を実現

するための基礎資料として活用する。 

・調査分析結果を当該事業者に提供することで、需要動向を把握し勘や経験に頼った商

品構成や販売方法から脱却して、データに裏付けられた品揃えの実施や販売方法の改

善、さらにニーズに応えるだけでなくマーケットインの考え方から販売する商品や提

供する役務に反映し、より効果的な商品開発やサービス改善、新市場への販路開拓を

行なう 

・個社の売り上げアップにより、その事業者が地域のけん引役として、地域に活力が生

まれ、経済の波及効果を見込む。 
 
 (数値目標) 

支 援 内 容 単位 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①特産品の「さわら」を活用した五色町の新

たなメニューの開発のための需要動向調査 

回 0 1 1 1 1 1 

調査結果の情報提供先 社 0 5 5 5 5 5 

②五色町商工会の重点支援先 

（25社）の個社の需要動向調査 
回 0 1 1 1 1 1 

調査結果の情報提供先 社 0 25 25 25 25 25 

 

 

 

 

７．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）現状と課題 

【現 状】 

 ・小規模事業者は、新規顧客を開拓するためのアプローチ方法やターゲットとすべき顧客の

選定を課題と感じているものの、販路開拓担当を専任する者はおろか、営業専任者も不在

で、自社や商品、サービスのＰＲ経験もなく、手法も認知せず、販路開拓事業を苦手とし

て敬遠している事業者が多い。 

・商工会も、新たな需要開拓相談に対する展示会や商談会への出展等支援について、最新の

情報も少なく、小規模事業者に合った商談機会の提供や支援をすることが困難で、支援は

一般的な展示会案内や出店前手続き、FCP 展示会商談シート記入方法等にとどまり、出展

前や出店後のフォローによる需要開拓への支援が出来ていない。 
＊ FCP展示会商談シートとは・・・ 

「FCP展示会・商談会シート」は、出展者の「伝えたい情報」と、バイヤーの「知りたい情報」を 1枚にまと
めることで、効率的に商談を進めることを可能にした統一シート 
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【課 題】 

 ・他の支援機関と密に情報交換し、需要の創造や掘り起し等新規販路開拓や市場並びに顧客

獲得を目的とする商談機会の最新情報を入手し、機会を必要としている小規模事業者に情

報を提供し、新たな需要の拡大に向けての取組を支援していく。 

・展示会出展の事前・事後のフォローも実施してはいるものの、フォローが不十分であった

ため、今後は商工会職員と専門家との連携により、出展中サポートや情報発信力向上の取

組等で商談の成功確率も高め、さらにネット販売等の IT を通じた販路開拓も積極的に織

り込んだ事業計画策定と実施にむけた支援を行う等改善したうえで実施する。 

 

●支援に対する考え方 

 ・多様な顧客のニーズに合った商品・サービスの提供・発信する機会を増大させるための 

  商談会、展示会、等の出店支援、アンテナショップ等拠点の整備やネット販売など ITの

活用等を通じた販路開拓の支援を行う等、事業者の販路開拓を支援する。 

 ・展示会等を自前で開催するのは困難なため、既存の展示会への出展を目指す。出展にあ

たっては商工会職員が事前・事後の出展支援を行うとともに出展期間中は、陳列・接客

等きめ細やかな伴走支援を行う。 

 

＊展示会・商談会への出展サポート 

・商談の成立件数を増やすために必要とされる取組をアドバイスする。出展前に行うべき

準備と、商談成立後に行なうべきこと、出展中商談中対応について、セミナーの開催や

他の支援機関が開催するセミナーへの参加を促し、専門家派遣等も活用しながら具体的

なアドバイスを個別のレベルに応じ行なう。 

・展示会商談会情報収集は、みらサポ、(公財)ひょうご産業活性化センター、兵庫県中小

企業団体中央会等との連携を密にし、開催情報を積極的に取得し小規模事業者に情報を

提供する。 

   

ア．出展前 

・自社や自社商品に興味、関心を抱いてもらえる商品の展示方法、FCP 展示会商談会シー

ト等説明資料の作成手法、プレゼン手法について専門家派遣等を活用してアドバイスす

る。準備や本番の体制についても、職員が可能な限りサポートし、出展事業者がより多

くの商談機会を得られるよう支援していく。 

・出展が単なる商品やサービスの羅列になることのないよう、出展に備え手法や展示方法、

プレゼンテーション法などを必要に応じて専門家相談等も活用し個別に支援する。 

   

イ．出展後 

・単なる参加に終わることのないよう、商談後に取引を実現させ、今後の持続的な取引に

繋げていく方法（名刺交換した事業所へのアプローチ支援等）について、IT活用を含め

専門家等の意見も活用して支援していく。このサポートを通じて、小規模事業者自らが

取引につながる成立確率の高い商談を行えるようになり、取引先を開拓できる資質と自

信を身につける。 
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（２）事業内容 

  

【支援対象】 

伴走型個社支援重点支援先 25社から、地域の実情と課題を踏まえ、「特産品開発」（小売業

6社・製造業 2社）のうち 6社を計画期間中重点支援する。 

 

①展示会出展事業（BtoB） 

商工会が、国・県・市・金融機関等の支援機関等が販路開拓を支援する目的で開催する取

引を希望される業者を対象とする展示会（アグリフード expo、ファベックス関西等）におい

てブースを借上げ、事業計画策定事業者を優先的に出展し、新たな需要の開拓を支援する。

展示会を自前で開催するのは困難なため、既存の展示会への 2社の出展を目指す。 

 

★出展を予定している展示会と詳細                (29年度実績より) 

展示会・商談会名 

（主催者） 

開催趣旨、特徴等 場所 対象業種 出展社 入場者 開催

時期 

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 

ﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ 

（(一社）ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ協会） 

4 つの同時開催展に 
よる、 小売・中・ 
外食業界の垣根を 
越えた商談展示会 

東京都 食品流通・販売業者 2,054

社 

28,164 

人 

2 月 

アグリフード expo 

（日本政策金融公庫） 

国産農産物及び加 

工品を個別出展ブ 

ースに展示。来場 

のバイヤーとの 

展示商談会有 

大阪市 食料製造加工業者 490社 15,876 

人 

2 月 

ファベックス関西 

(日本食糧新聞社) 

業務用の食品・食
材・機器・容器の
総合見本市。関西
唯一提案型展示会 

大阪市 新規客獲得、自社製
品アピール、販路拡
大、認知度アップを 
狙う事業者 

384社 36,362 

人 

10 月 

 

 

②商談会参加事業（BtoB） 

  独自で商談会を開催するのは困難なため、商工会議所・商工会、企業が主催する既存の

「商談会」を選定し 2社の参加を目指す。 

 

 

★参加を予定している商談会と詳細               (29年度実績より) 

商談会名 

（主催者） 

開催趣旨、特徴等 場所 対象業種 参加 

業者数 

開催時期 

販路開拓市 

（神戸商工会議所） 

商社への販路拡大 兵庫県 

（神戸） 

食品ﾒｰｶｰ 

食品販売業 

40 社 6 月 

兵庫・神戸アライアンス 

（神戸商工会議所） 

事前調整型商談会 兵庫県 

（神戸） 

不問 259社 2 月 
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③展示会・即売会・アンテナショップ参加・出店事業（BtoC） 

 アンテナショップでの展示即売、各種イベントへの参加による販売促進活動で認知度の向

上と新たな需要と販路の拡大の取組を行う。アンテナショップ 2 社（③-1）イベント年 1

回（③-2）の参加を目指す。 

 

★参加を予定しているイベント・アンテナショップ等と詳細    (29年度実績より) 

 

④IT 活用推進事業（BtoB）（BtoC） 

インターネットなどのネットワークを介して契約や決済などを行う eコマース（電子取

引）は、実店舗を構えて商品を販売する従来の商取引と比べて維持コストが少なく、地

方在住者でも簡単に売買を行えるといったメリットがあり、PCやスマホ、タブレットな

どのデバイスから簡単に注文を行え急速に発展している。ITに不慣れな事業所 3社に IT

活用のメリット・デメリットを踏まえた支援を実施し新たな需要の開拓を支援する。 

  

●事業の有効性 

・新たな取引先を開拓し商談機会を得ることで新規事業への取組意欲が高まる。 

・取引先が増え、売り上げの向上、収益の安定化につながる。 

・積極的に IT の活用を推進の結果、全国的に取引を拡大せることが出来、営業力に乏しい

小規模事業者の弱点を補完できる効果を得ることが出来る。 

（３）目標 

・事業者ごとの課題（商品内容、客数増加か客単価向上か等）を見極めた上で、多様な顧

客ニーズに合った商品・サービスを提案発信する機会を増大させる取組で、売上と利益

を確保し小規模事業者の新たな需要の開拓を支援する。 

・他の支援機関が開催する商談会、展示会などの商談機会の情報を事業者に提供し、ター

ゲットに見合う展示会や商談会を選択参加を実現させ、よりよい商談が行なえるよう、

プレゼン資料のブラッシュアップなどのアドバイス等事前支援や商談後に持続的な取

引に繋げるための事後支援も実施し商談の成立確率を高める。さらにマスコミへのプレ

スリリース等の情報発信を支援し、ITの活用等を通じた販路開拓の支援を実施する。 

ｲﾍﾞﾝﾄ・ｼｮｯﾌﾟ名 

（運営） 

場所 来場者等

（約） 

ｲﾍﾞﾝﾄ・ｼｮｯﾌﾟの概要 種別 開催

期間 

むらからまちから館 

（全国商工会連合会） 

東京都有楽町 

(東京交通会館) 

3,000 人 

（1日） 

全国の中小企業の地域特産品を 
扱う複合アンテナショップ 
日本唯一の公設地域総合専門館 

ｱﾝﾃﾅ 

ｼｮｯﾌﾟ 

常設 

ひょうごふるさと館 

(兵庫県物産協会) 

兵庫県神戸市  145,000人 

（年間） 

展示販売ｺｰﾅｰ、ｲﾍﾞﾝﾄｺｰﾅｰ、

地域情報ｺｰﾅｰ等 

ｱﾝﾃﾅ 

ｼｮｯﾌﾟ 

常設 

ひょうご博覧会 in 大阪

(淡路食ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ協議会) 

大阪府大阪市 20,024人 

(2 日間) 

淡路島産農林水産物、加工品

の販売、PR活動 

ｲﾍﾞﾝﾄ 7 月 

食のリレーイベント 

（(一社)淡路島観光協会） 

淡路島全域 25 ヶ所で 

開催 

淡路島産の農林水産物・特産

品の認知度向上 

ｲﾍﾞﾝﾄ 9～

10 月 
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(数値目標)  

★①②展示会･商談会＝(BtoB） ③ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ、ｲﾍﾞﾝﾄ＝（BtoC） ④IT（BtoB）（BtoC） 

支援内容 単位 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①②③④情報提供 社 2 25 25 25 25 25 

①展示会参加事業者数 社 1 2 2  2 2 2 

    成約件数 社 2 6 6 8 8 8 

②商談会参加事業者数 社 0 2 2 2 2 2 

    成約件数 社 0 3 3 4 4 4 

①②展示会等出展サポート事業者数 社 2 4 4 4 4 4 

③-1 アンテナショップ参加事業者数 社 0 2 2 2 2 2 

 成約件数（来場ﾊﾞｲﾔｰ対象） 社 0 2 2 2 2 2 

③-2 ｲﾍﾞﾝﾄ参加回数  回 0 1 1 1 1 1 

 成約件数（来場ﾊﾞｲﾔｰ対象） 社 0 1 1 1 1 1 

④IT活用推進事業者数 社 0 3 3 3 3 3 

  売上増加率(年)前年度比 ％ 0 5 5 5 5 5 

情報発信支援事業者数 社 1 5 5 5 5 5 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

８.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

【現状と課題】 

現在当商工会は、特産品開発や販路開拓観光分野等、様々な分野での地域づくりのための

取組を支援し地域の活力の増進を実施するために「高田屋嘉兵衛まつり」「ごしき青空市」

「へその市」「すもとマラソン」等各種地域振興イベントの主催や共催、「キッズあきんど」

「ごしきまちあるき」等後継者育成等地域振興事業、「100円商店街」等商店街活性化事業を

おこなってきた。しかしながら、開催資金の不足や人的労力の不足などで持続性に乏しく一

過性のイベントの色合いが濃かった。 

今後は、関係機関と連携することで「地域活性化効果の高い事業」を維持継続していく必

要がある。具体的には、「高田屋嘉兵衛まつり」「ごしき青空市」「へその市」「すもとマラソ

ン」の 4事業である。また、当地域の観光拠点である「ウェルネスパーク五色」においては

観光客が平成２７年度には３７４千人訪れており、この施設を中心にした交流人口の増加を

図ることも今後の大きな課題である。 

 

（事業内容） 

①目的 

  事業を通じて、関係者（兵庫県・洲本市等の行政機関、地域内の金融機関等事業者、およ

び地域住民）が、地域の課題や方向性を共有できるように、これまでより連携を密に事業を

実施する。具体的には、すべての事業において、五色の名所、地域の特産物（五色地域ブラ

ンド認定特産品）の PRを共通のテーマとし、「五色町」への集客向上（交流人口の増加）に

資することを目的とする。 
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②手段・手法 

    洲本市、淡路島観光協会、農協、漁協、財団法人五色ふるさと振興公社、高田屋嘉兵 

衛顕彰会において地域の課題ついて意識の共有を図り、下記の４つの「事業テー 

マ」を設定したうえで地域経済の活性化事業を進める。 

 

●交流人口増加の取組 

1）洲本市、淡路島観光協会、農協、漁協、財団法人五色ふるさと振興公社と連携

し東京・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・高松等を対象に観光キャンペーンを

実施し、地元産品や観光イベントや体験ツアー観光名所のＰＲ活動を行なう。 

2)淡路島には神戸淡路鳴門自動車道が縦断しているが、五色町地区には唯一インタ 

ーチェンジが設けられていなかった。平成 30年 3月に五色町地区に隣接して淡

路島中央インターが開通することとなり、五色町地区に隣接するインターチェン

ジが洲本インターチェンジ,津名一宮インターチェンジ、西淡三原インターチェ

ンジの４か所となる。この利便性を活かしてイベントの開催等交流人口増加の取

組を進める。 

 

  ●地域の魅力発信の取組 

    1)アスパ五色やウェルネスパーク五色と連携し、スポーツ合宿などの誘致活動を行

い交流人口の増加を図る。 

      2)高田屋嘉兵衛まつり・へその市イベントを観光イベントとしてＰＲを実施、島外

の観光客を呼び込み、観光業の振興を図る。 

 

   ●物産展の開催・参加による特産品販売 

    1)町内で開催するイベント（高田屋嘉兵衛まつり・へその市）やスポーツ大会（洲

本マラソン・アスパ五色でのスポーツ大会）時に、五色町特産品「淡路・五色ブ

ランド」を PRするための物産展を開催し、町外島外からの多くの観光客や参加者

に五色の特産品のすばらしさを伝える。 

    2）各地で開催される「特産品フェア」等に参加し、淡路島五色町の特産品ならでは

の良さを PRし、五色町への関心を掘り起し五色への誘客の動機づけとする。 

 

 ●遠隔地からの誘客 

1）関空から淡路島航路が平成 29年に再開通したことにより、関空から 1.5時間で五 

色町に来町可能となる。このことから今後は、（広域社団法人）ひょうごツーリズ 

ム協会等の助成金を活用するなどで、海外の観光客むけの多言語看板設置等のハ

ード整備や体験型観光コースの設置などで、外国人観光客誘致のアプローチや近

隣県からの観光客の誘客を図る。 

 

③効 果 

  地域住民のみならず、町外、島外、国外から多くの観光客が訪れ、飲食店や宿泊施設など 

の売上増加を始め雇用の創出、土産物施設・宿泊施設・飲食店の利用者拡大が見込まれ地域

の活性化にもつながる等、地域経済にも大きな波及効果が期待できる。 
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 Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

  

【現 状】 

①淡路島内の南あわじ市商工会、淡路市商工会、洲本商工会議所と月 1回ネットワーク連

携会議を開催し、研修会の情報等について共有を図ってきた。しかし、小規模事業者の

情報交換などは行っていない。 

②洲本市や五色町地域内金融機関との連携も行っていない。 

   

 

【課 題】 

①ネットワーク連携会議では、小規模事業者への支援事例や支援事業などを紹介する場

とすることが必要である。小規模事業者支援対策のための、情報共有や対策を講じる

ために、洲本市及び洲本商工会議所との定期的な連絡会議の必要がある。 

②地域内の小規模事業者支援のために、淡路信用金庫都志支店、淡陽信用組合都志支店

と情報共有を行う必要がある。 

①目 的 

洲本市、五色町管内の金融機関、淡路島の商工会・商工会議所その他関係団体と連携

をはかり双方の情報を共有することにより小規模事業者の経営計画実現の支援を図る。 

 

②手 段 

○ネットワーク連携会議 

    ★構成：南あわじ市商工会、淡路市商工会、洲本商工会議所 

1)各商工会が取り組む研修会や相談会及び地域活性化事業について情報を共有する。 

2)小規模事業者の支援事例や、支援事業の内容や参加者の評価情報を話し合う場にする

ことにより、支援機関としてのノウハウを共有する。 

3)各商工会が、小規模事業者の情報をもちより、“ネタ”探しをすることにより事業マ

ッチングにつなげる。 

 

○洲本市地域経済対策会議（仮称） 

  ★構成：洲本市・洲本商工会議所 

1)地域の小規模事業者の支援のために、洲本市及び洲本商工会議所と定期的な会議を提

案し、地域の問題点や、支援事業の内容等の共有を図り、解決に向けて支援策につい

て連携していく。 

 2)洲本市のＰＲ事業や特産品の販路開拓事業などは共同で行う。 

 

○地域金融機関連絡会議（仮称） 

   ★構成：淡路信用金庫都志支店、淡陽信用金庫都志支店 
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1)管内の景況や、顧客ニーズについて情報交換を行ない、事業者の事業計画策定後の経

営安定化に向けた資金需要に対しての金融支援等について情報交換を密にして、解決

に向けて連携を図る。 

  2)小規模事業者の抱えている情報を共有し、その情報を基に開催するセミナー等の内容

を決定し、そのセミナーを金融機関の顧客に対して案内する。 

 ★連携内容 

機   会 連携する内容 

ネットワーク連携会議 研修会情報・支援事例・支援事業の内容と効果・研修ニーズ 

洲本市地域経済対策会議 施策の内容・支援事業の内容と効果・小規模事業者対策 

地域金融機関連絡会議 金融市場動向・地域経済動向・地域の課題・研修ニーズ 

③効 果 

   支援ノウハウの情報交換を行うことにより、手法や成果及び問題点を把握でき、知識

を得ることとなり、新たな支援策を講ずる時のヒントとなり、より効果的な支援を行う

ことが出来る。  

 

④目 標 

五色町地区の唯一の経済団体としての責務の大きさと必要性を役職員の共通認識とし

たうえで、多様な機関と協力し、五色町地区の今後の発展性や地域の方向性、あり方や

情報を共有し、五色地域の特性や魅力を十分にふまえて地域のブランド化や賑わいの創

出に、取り組むことを目標とする。 

 （数値目標） 

項目 単位 現在 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ネットワーク連携会議 回 12 12 12 12 12 12 

洲本市地域経済対策会議 回 未実施 6 6 6 6 6 

地域金融機関連絡会議 回 未実施 4 4 4 4 4 

 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（１）現状と課題 

【現 状】 

・商工会連合会が実施する研修会等に参加しているものの、個々の情報収集と知識の習得

にとどまっており、職員間での知識等の共有が図られず、小規模事業者への支援能力が

構築されていない 

 

【課 題】 

 ・経営指導員だけでなく、他の職員も含めた商工会職員全体の支援能力向上の為、個人に

帰属しがちな支援ノウハウを組織として共有するために、義務研修のみならず外部講習

会にも積極的に参加する、専門家の活用、OJTの実施、定期的なミーティングによる職

員間の情報交換等で職員の伴走型個社支援能力の向上と共に、組織全体の支援能力の向

上を図る。 
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（２）事業内容 

 ①外部講習会等の積極的活用 

  ・経営指導員及び一般職員の支援能力の一層の向上のため、中小企業庁が主催する「経

営指導員研修」および兵庫県商工会連合会主催の「経営支援力向上セミナー」に対

し、計画的に商工会職員を派遣する。また、職員の能力に補完が必要と思われるとき

は上記の研修以外にも派遣する。 

  ・これまで、当商工会はよろず何でも相談所として気軽に経営以外のことでも相談でき

る相手としての役割を果たし、税務・記帳を中心とした経営改善普及業務を行ってき

た。しかし今後小規模事業者が事業計画に基づく経営を推進し、商工会が小規模事業

者の新たな需要に向けた新事業展開を支援し、売上の増加や利益の確保に役立つ伴走

型個社支援を実施するためには、管内小規模事業者の事業計画策定件数の増加と、そ

のための経営分析が弱いので当該能力向上の為、中小企業大学関西校及び他校が実施

する「事業計画策定セミナー」への参加を積極的に受講し、支援能力の向上を図る。 

 

 ②ＯＪＴ制度の導入 

   ・支援経験の豊富な商工会職員と一般職員が、巡回訪問や窓口相談での同席の機会をつ 

くり、経営支援の手法を学び、ベテラン職員も現在のスキルに満足することなく常に 

支援スキルの向上を目指すことで組織全体としての支援能力の向上を図る。 

・専門家派遣により課題解決や計画策定の場に同席することにより、手法や支援のノウ

ハウを吸収し、今後の小規模事業者の支援に役立てる。さらに会議等で他の職員に内

容、実績等を報告し情報を共有することによって、職員全体の資質の向上を図る。 

   

  ③職員間でのミーティングの開催（月１回 年間１２回） 

   ・月 1回全職員参加の職員会議時、定期的に業務報告会を開催し職員が順番で進行役を 

務め、参加した研修で修得した内容を発表する、普段の支援業務で思ったこと、気づ 

いたこと疑問点、失敗談や経営支援の基礎から話の引出術に至るまで、意見交換等を 

行うことで、職員間の情報共有と支援能力の向上を図る。 

  ・週１回月曜日に開催している朝礼を支援会議に改め、取組んでいる事業所の支援内容

について状況説明を行い、全職員で検討することにより、支援ノウハウを共有し、お

互いのレベルアップにつなげる。 

  

 ④データベース化（経営カルテによる情報の共有） 

  ・経営指導員、商工会職員が習得した支援ノウハウ、巡回及び窓口対応時の事業者との

相談指導記録、支援状況、事業者の経営状況分析結果等を基幹システム上の経営カル

テにデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者の状況を職員全員が相互

共有できるようにすることで、担当外の職員でも一定以上の対応が出来るようにな

る。 

 

⑤ＯＦＦ-ＪＴ 

・中小企業基盤機構・・・・個社支援、地域支援に繋がる、経営支援能力向上研修受講 

・中小企業大学校・・・・・小規模事業者への伴走型支援スキル向上のための研修受講 
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・全国商工会連合会・・・・ＷＥＢ研修全職員受講 

・兵庫県商工会連合会・・・階層別、担当業務別、職歴別等義務研修受講 

・各種団体が行なう税務・・労務・金融研修に参加をする 

 

●効 果（支援ノウハウの共有） 

 ・個々の職員が研修や経験により得た情報を、個人に帰属させるだけでなく組織内で共有

する事で、全職員の資質の向上が図られ、小規模事業者への支援に生かすスキルが豊富

になり、よりきめ細かな伴走型支援が可能になる。 

 ・支援会議の定期的な開催や情報のデータベース化により、支援中の小規模事業者の状況

が全職員に共有されることにより小規模事業者への対応がスムーズになる。 

 

 

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）現状と課題 

【現 状】  

 経営発達支援計画を実施していないため、事業の評価と見直しを実施する仕組はない。 

【課 題】 

経営発達支援計画の効果的な実施のため、定期的に事業の評価と見直しを実施する仕組 

を構築する。 

 

（２）事業内容 

≪頻度≫ 定期的（半期ごと）に行なう。（毎年度１回以上必ず実施する） 

     本事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。 

  

①職員による事業進捗度評価  

  チェックリストを作成し、全職員による進捗度の評価を行い、事業検証委員会への報告

資料を作成する。 

②事業検証委員会による事業評価を定期的（半期ごと）に行う。 

（事業検証委員会のメンバー構成）・・・ 外部有識者を活用する。 

     洲本市職員・淡路県民局職員・中小企業診断士 

  ・評価は、支援を受けた小規模事業者に対し、アンケートとヒアリングを実施する。 

 ・事業検証委員会は、職員による事業進捗度評価の報告①と小規模事業者からのアンケ

ートとヒアリング結果をもとに評価を行ない、見直し案を検討報告する。 

③正副会長会での見直し案の決定 

  事業評価委員会より報告を受け、見直し案を決定する。 

④理事会で事業の成果・評価・見直し案を報告し、承認を受ける。 

⑤総代会に報告し、承認を受ける。 

⑥事業の成果・評価・見直しについては、商工会事務所に常時備え付ける他、ホームペー 

ジ(http://www.awajigosho.com/)で年 1回掲載し、管内小規模事業者等誰でも閲覧可能な状

態にする。     

http://www.awajigosho.com/)%E3%81%A7%E5%B9%B41
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【経営発達支援計画のＰＤＣＡ】 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ 
理事会・総代会で 

承認 

Ｃｈｅｃｋ 
事業検証委員会に
よる評価・見直し 

Ａｃｔｉｏｎ 
正副会長会 

見直しを行ない改善 
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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 

（30年 10月現在） 

（１）組織体制 

 ①組織図  

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

〒６５６-１３０１ 

兵庫県洲本市五色町都志２０２ 

五 色 町  商  工  会  

  担当 長井 栄子 

ＴＥＬ０７９９－３３－０４５０・ＦＡＸ：０７９９－３３－１３３０ 

Ｅ－ｍａｉｌ：gosho@themis.ocn.ne.jp 

 

 

【五色町商工会】 
（事業の成果・評価・見直し・報告・承認） 
会員数 323 名 総代数 75 名 

【理 事 会】 
（事業の成果・評価・見直し・報告・承認） 
会長 1 名・副会長 2 名・理事 18 名・監事 2 名 

【正 副 会 長 会】 
（事業の成果・評価・見直し案の決定） 

会長 1 名・副会長 2 名 

【事業検証委員会】

（事業の成果・評価・ 定期的に開催） 
洲本市職員・淡路県民局職員・中小企業診断士 

【経営発達支援事業】 
（事務局体制） 

総括責任者 事務局長   1 名 
担   当 経営指導員 2 名 
補   助 経営支援員 1 名 
補   助 臨時職員  2 名 

 

五色町管内

の小規模事

業者 

【連携機関】 
行政・ 
関係機関・ 
関係団体 

mailto:gosho@themis.ocn.ne.jp
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 ３1年 

４月以降 
３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 4,000 4,000 4,200 4,200 4,200 

 
地域の経済動

向調査費 
500 500 500 500 500 

 
経営分析・需

要動向調査費 
500 500 500 500 500 

 

事業計画策

定・実施支援

事業 

800 800 800 800 800 

 展示会開催費 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 

 
地域活性化対

策費 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
事業検証委員

会開催費 
200 200 200 200 200 

 

（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 

 

国補助金・県補助金・市補助金・会費収入・手数料収入・参加者負担金 

 

 

（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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（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 

 

連携する内容 

Ⅰ．地域の経済動向調査 

情報共有、経済動向を調査・分析、同行による巡回訪問 

 

 

Ⅱ．経営状況分析 

    情報交換、経営分析と助言、同行による巡回訪問 

 

 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 

情報交換、事業計画策定支援及び事業者への助言、セミナー・説明会の開催、 

個別相談会、小規模事業者経営発達支援融資制度活用者への支援 

フォローアップ 

    

 

 Ⅳ．需要動向調査 

    テストマーケティング、展示会・物産展出展、市場調査、情報分析 

   

 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 

    情報交換、専門家によるアドバイス、商談会などの場の提供 

 

 

 Ⅵ．地域経済の活性化に資する取組み    

    観光ＰＲキャンペーン、専門家によるアドバイス 
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連携者及びその役割 

Ⅰ．連携者リスト    

 

Ⅱ．役割 

 専門家派遣、事業補助、情報共有、情報交換、事業の共同開催、展示会・商談会斡

旋、金融相談・融資斡旋 

Ⅲ．連携することによる効果 

（１）専門家による指導による効果的な指導 

（２）情報交換、情報提供による小規模事業者への情報提供 

（３）商談会場等の場の提供による効果的な PR 

（４）経営指導員の資質の向上 

 

名  称 代表者名 住       所 電話番号 

(独立行政法人) 

中小企業基盤整備機構 
高田坦史 

東京都港区虎ノ門 3-5-1  

虎ノ門 37森ビル 
03-3433-8811 

(独立行政法人)中小企業 

基盤整備機構近畿本部 

中島 

龍三郎 

大阪市中央区安土町 2丁目 3-13  

大阪国際ビルディング 27階 
06-6264-8611 

兵庫県 井戸敏三 神戸市中央区下山手通 5丁目 10-1  078-371-7711 

(公財)ひょうご産業 

活性化センター 
榎本輝彦 

神戸市中央区東川崎町１丁目  

8番 4号 
078-977-9070 

兵庫県よろず 

     支援拠点 
榎本輝彦 

神戸市中央区東川崎町１丁目  

8番 4号 
078-977-9070 

洲本市 竹内通弘 洲本市本町 3丁目 4番 10号 0799-22-3321 

近畿税理士会洲本支部 坂田哲也 洲本市山手１丁目 1−15 0799-22-1322 

社）淡路島観光協会 樫本文昭 兵庫県洲本市港 2-43 0799-25-5820 

日本政策金融 

   公庫明石支店 
松下佳史 明石市樽屋町 8-36 078-812-4114 

淡路信用金庫 

都志支店 
松下和弘 洲本市五色町都志 171番地 3 0799-33-0271 

淡陽信用組合 

     都志支店 
鳥井淳司 洲本市五色町都志 276番地９ 0799-33-0470 

全国商工会連合会 石澤義文 
東京都千代田区有楽町 1丁目 7番 1

号  有楽町電気ビル北館 19階      
03-6268-0088 

兵庫県商工会連合会 志智宣夫 神戸市中央区花隈町 6-19 078-371-1261 

一財） 

五色ふるさと振興公社 
浜辺 学 洲本市五色町都志 1087番地  0799-33-1600 

淡路日の出 

農業協同組合 
石田 正 淡路市志筑 3112-14 0799-62-6200 

五色町漁業協同組合 福島富秋 洲本市五色町鳥飼浦 1-2 0799-34-0331 

http://www.weblio.jp/content/%E6%B4%B2%E6%9C%AC%E5%B8%82
http://www.weblio.jp/content/%E6%B4%B2%E6%9C%AC%E5%B8%82
http://www.weblio.jp/content/%E7%95%AA%E5%9C%B0
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