経営発達支援計画の概要
実施者名

橿原商工会議所（法人番号 5150005004778）

実施期間

平成３０年４月１日～平成３４年３月３１日

目標

事業内容

連絡先

橿原市の観光都市化に貢献するにあたり、小規模事業者に対して、「個社の経営力強化」
と「地域ブランドづくり」を主軸の２大テーマとし、「個の支援」と「面の支援」に取り組む。
個の支援では、橿原管内小規模事業者の「経営力向上」と「廃業の防止・廃業率の改善」を
目標に、伴走型支援で事業承継と需要開拓を促進しながら、売上拡大で持続的発展を遂げ
ていくビジネスモデルの再構築に結実させる。
面の支援では、「地域ブランドの開発・PR」と「まちのにぎわい創出」を目標に、「古代大和
飛鳥」の歴史をモチーフにした地域ブランド発信と観光客来訪を促す観光体験ゼミの実施で
地域経済活性化に結実させる。
第２期の橿原商工会議所経営発達支援事業として下記事業を実施する。
１．地域の経済動向調査に関すること
（１）事業所アンケート（会員アンケート）事業
（２）橿原管内小規模事業者景況等調査事業
（３）金融機関との連携支援事業
（４）情報発信事業
２．経営状況の分析に関すること
（１）巡回事業
（２）窓口相談事業
（３）外部相談窓口事業
（４）専門家との連携支援事業
（５）小規模・セーフティ共済事業
３. 事業計画策定支援に関すること
（１）事業計画策定セミナー事業
（２）創業・事業承継事業
（３）ビジネスプランコンテスト事業
（４）ものづくり企業育成事業
４. 事業計画策定後の実施支援に関すること
（１）巡回事業
（２）窓口相談事業
（３）専門家との連携支援事業
（４）経営力強化セミナー事業
５．需要動向調査に関すること
（１）モニタリング事業
（２）販路開拓商談会（バイヤーヒアリング・小規模事業者ヒアリング）事業
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
（１）かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）
（２）販路開拓商談会（商談）事業
（３）新商品・新サービス・ブランドづくりのための事業交流会
（４）KASHIHARA街ゼミ事業
７．地域経済の活性化に資する取組
（１）空き店舗対策事業・創業者出店支援事業
（２）観光地域づくり事業
橿原商工会議所
中小企業相談所
〒634-0063 橿原市久米町652-2
電話番号：0744-28-4400
ＦＡＸ：0744-28-4430

メールアドレス：info@kashihara-cci.or.jp
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経営発達支援事業の目標
第１期における取組と成果
【取 組】
〇橿原市の観光都市化政策の一翼を担うにあたり、小規模事業者に対して、
「個の支援」と
「面の支援」に取り組んだ。個の支援では小規模事業者の「経営力向上」と「廃業の防
止・廃業率の改善」を目標に、面の支援では「地域ブランドの開発」と「まちのにぎわ
い創出」を目標として、総計３４の事業を実施した。
【成 果】
〇「個の支援」における成果
・廃業防止策の一環として、「知的資産経営報告書作成セミナー」を毎年１度開催し、事業承継対
策を実施していることを、当所機関紙やホームページで広くＰＲできた。毎年、問合せやセミナ
ー受講者数が逓増していることをみても確実に事業承継への関心の高まりが伺えた。
（効果測定のひとつとして、当所退会理由「事業承継者・後継者不足による廃業」をモニタリング
している。27年度は廃業17件中8件で47％、28年度は廃業26件中12件で44％で3％減少してお
り、下げ止まりの兆候をみせている。）
・廃業率改善策の一環として、創業支援に取組み「創業塾」の実施と「空き店舗対策事業」で14名
の創業者を輩出した。
○「面の支援」における成果
・地域ブランドづくりの一環として、古代大和飛鳥の歴史をモチーフにした新商品を開発し、県内
外の物産展やモニター会<新作見本市>で地域ブランド候補作としてＰＲできた。
（平成２７年度・２８年度で、物産展等は６回、モニター会は３回開催）
・体験型サービスづくりの一環として、ふれあいゼミナールを開催し、歴史都市にある事業所の仕
事体験を市民、観光客に楽しんで頂くことができ、橿原市の魅力をＰＲできた。
・観光ルートづくりに関しては、産官学連携事業により開発した観光ルートを外国人観光客による
モニタリングツアーで検証し、その結果を踏まえて観光ルートを絞り込むフェーズまできた。
今回の申請における取組の方向性
【課 題】
①「個の支援」における課題は下記２点である。
・小規模事業者の廃業防止策の一環としての事業承継支援の強化
・小規模事業者の経営力向上策の一環としての販路開拓支援の強化
②「面の支援」における課題は下記２点である。
・地域ブランドづくりの体制整備とＰＲ
・観光ルートの完成とＰＲ
【課題解決を踏まえた取組みの方向性】
第三者事業評価委員会から、
「実施事業をひとつひとつ細かく紐解けば個々に課題も出て
くるだろうが、大勢に影響のない範疇である。効率化・合理化を進め、実りある事業に
昇華させていくことを継続すれば、橿原商工会議所の経営発達支援事業における目標は
達成できる域にあると期待できる。橿原市は「まち・ひと・しごと」地域総合戦略で、
観光都市化に向けた政策展開に重点を置いており、それは平成３１年まで続く。ゆえに、
「個の支援」、「面の支援」ともに現枠組内で、ＰＤＣＡを回しながら進め、課題をひと
つひとつクリアし、効率化・合理化を進め、目標成就に励んでほしい」とあった。
第１期の３年間の事業実施を通じて、継続・拡充・統合・廃止・新規と、事業を整理
できたため、第２期の経営発達支援事業を企画するにあたり、選択と集中を念頭に置い
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て一過性の取り組みについては除外し、成果のあった、あるいは成果がでるであろう取
り組みは持続・強化することとした。また、国策に伴う事業に臨機応援に対応できるこ
とも加味し、３年間の事業評価から１年間延長して事業評価を行うこととした。
以上から、当所は第 1 期と同様の目標を掲げ、効率化・合理化を図った 21 事業を第 2 期の
経営発達支援事業として臨むものとする。とりわけ課題にあがった①事業承継支援の強化②販
路開拓支援の強化③地域ブランド・観光ルートのＰＲに係る事業には重点的に取り組む。
↓第２期事業内容

橿原市の現状及び課題
〔橿原市概要〕
橿原市は、奈良県のほぼ中央に位置し、東西 7.5km、南北 8.3km の広がりを見せ、東は桜井
市、西は大和高田市、南は高取町・明日香村、北は田原本町と接しています。面積は 39.56
平方キロメートルで、全体的に起伏が少なく、市内の中央部には飛鳥川、西には曽我川が
流れている。また、万葉の時代を偲ばせる大和三山（畝傍山：標高 199m、耳成山：139m、
香久山：152m）がそびえ、その中央には約 1300 年前にわが国初の首都であった藤原宮跡が
ある。その他、市内には歴史的文化遺産が点在している。鉄道網では JR と近鉄が縦横に走
り、あわせて 13 の駅があり、また国道 24 号・165 号・169 号と道路網も発達し、大阪から
は 30～40 分、京都からは約 1 時間、関西国際空港からは約 1 時間、名古屋からは約 2 時間
と交通の便も良く、古代から交通の要となっている。
橿原市は、昭和 31 年 2 月 11 日、奈良県下で 5 番目の市として発足し、当時 38,560 人で
あった人口は、現在 12 万 3 千人余りとなっている。
〔橿原市のイメージ〕
橿原市は県下第２の都市として県中部に位置し、奈良中南和の玄関口、拠点となっている。
大阪から 30～40 分の通勤圏内のため、ベッドタウンとして発展してきた。県立医科大学を
中心に医療機関が充実している。橿原神宮、藤原京、今井町など歴史遺産を数多く有して
いるが、全国的な知名度は高いとは言えない。橿原市・高取町・明日香村の合同で古代大
和飛鳥をモチーフに日本遺産に登録されており、現在は世界遺産認定を目指している。
〔橿原市の産業について〕
卸売や小売、サービス業が比較的多い。また、工業はプラスチック加工業が多い。郊外型
の大型店には県外からの来店も多い。他の観光都市に比べ飲食店の数が多く、新たに中南
和の観光拠点となるべく市中心部に大型ホテルが平成 30 年春オープン予定である。
〔人口の推移〕
当市の現在の人口は 122,952 人（平成 29 年 10 月 1 日現在）である。
昭和 55 年以降ゆるやかに増加し、平成 7 年に人口 12 万人を超えたが、近年は横ばいが
続いている。高齢化率（市内総人口に占める 65 歳以上人口の割合）は年々上昇し、平成 26
年には 24.9％となっている。
※平成 7 年～27 年は国勢調査
Ｈ12 年

Ｈ17 年

Ｈ22 年

Ｈ27 年

Ｈ29 年 10 月

125,005

124,728

125,605

124,489

122,952
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※平成 32 年以降は国立社会保障・人口問題研究所調査
Ｈ32 年
（推計）
116,199

Ｈ42 年
（推計）
106,738

〔事業者数〕
○事業所数
平成 26 年経済センサス‐基礎調査によると、事業所数は 4,739 事業所。産業別をみると、
卸売・小売業 27.5％（1,303 事業所）、宿泊業・飲食サービス業 11.9％（562 事業所）、不
動産業、物品賃貸業 8.8％（419 事業所）、医療・福祉 8.8％（418 事業所)。
○従業者数
平成 26 年経済センサス‐基礎調査によると、従業者数は 49,532 人となっている。産業別
をみると、卸売・小売業 22.3％（11,046 人）、医療・福祉 13.6％（6,744 人）、製造業 13.6％
（6,712 人）、宿泊業・飲食サービス業 12.1％（5,979 人）、教育・学習支援業 10.4％（5,164
人）。
※橿原市統計年報（平成 21 年経済センサス活動調査、平成 24 年経済センサス活動調査）
※橿原商工会議所部会別会員数の推移
以上をうけて、橿原商工会議所の経営発達支援事業の目標の根拠となる橿原市の現状
及び課題は下記のとおりである。
１．現状
（１）橿原市の方針
平成２６年５月に国から「地域活性化モデルケース」に選定されている橿原市は、
飛鳥地域（＊）の観光振興を直近５ヶ年計画で重点施策にしている。
＊飛鳥地域・・・橿原市、高取町、明日香村の隣接地域の１市１町１村を指す。
広域連携トライアングル。
（２）橿原市の強み
１)歴史という無形資産
日本最初の都である藤原京や万葉歌人に愛された大和三山、江戸時代の町並みを
そのまま残す今井町、橿原神宮に代表される社寺仏閣等、古代・近世の歴史の観光
資源を多数有している。
２)交通のハブ機能所有
市の中心にある近鉄大和八木駅を結線とする鉄道網と南阪奈道路・京阪奈道路で東
西南北の道路網を整備し、市外・県外から人口流入しやすい交通のハブ機能を有し
ている。
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３)実施体制
広域連携トライアングル（橿原市・高取町・明日香村）を発足させ、「超小型モ
ビリティ導入促進事業」を実施した実績がある。
（３）特徴
卸売や小売、サービス業が比較的多い。また、工業はプラスチック加工業が多い。
２．課題
飛鳥地域の歴史資産や交通網等のハード面の充実度に比し、橿原市の魅力づくりと
PR 活動と言ったソフト面での充実が課題である。
（１）魅力づくり【継続】
「古代大和 飛鳥の歴史」をモチーフにした地域ブランドをつくる。
（２）PR 活動の充実【拡充】
県内外の物産展や即売会、モニター会、新たにマスコミ等を活用して PR を図る。

橿原地域内の小規模事業者の中長期的振興のあり方
観光振興が、まちづくり、地域づくりへと繋がる産業振興を目指す。数多く有する
歴史資産を有効に活用し、経営力強化を実現した個社が地域経済活性化の担い手になっ
ていくようにする。

橿原商工会議所の経営発達支援事業の目標

（大目標）

橿原商工会議所が、小規模事業者の支援機関として実施する経営発達支援事業の
目標は、「廃業の防止・廃業率の改善」と「地域ブランドの開発」の２点である。
１．橿原管内事業所の廃業防止と廃業率改善
（１）事業所の廃業防止【継続】
個社の経営力強化支援によって、小規模事業者が「事業の存続・発展」すること。
定量目標
現在
廃業率
―
（法定廃業除く）
事業承継に関するセミナー開催
１回
＊年平均：平成２７年度と２８年度の平均

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

10％減

12％減

15％減

15％減

１回

１回

１回

１回

（２）廃業率の改善 【拡充】
創業・起業支援・事業承継支援・空き店舗対策・創業者出店支援事業によって、
管内事業所数が増加すること。
*空き店舗対策・創業者出店支援事業とは、市内の空き店舗を活用して新規出店する事業者
を支援する事業。第２期より定量目標に組み込む。
定量目標
創業塾開催数
（年平均開催数）
起業者数

現在
３回
（1.5 回）

３名
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30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

３回

３回

３回

３回

３名

３名

５名

５名

（年平均起業者数）

（1.5 名）
11 名
（年平均支援対象者数）
（5.5 名）
＊年平均：平成２７年度と２８年度の平均
空き店舗対策・創業者出店支援事業

６名

８名

１０名

１２名

２．橿原の魅力を PR する地域ブランド開発
観光振興による地域経済活性化に貢献するためにも「ふるさと名物」開発によって、
地域ブランドを確立する。「ふるさと名物」は、「古代大和 飛鳥の歴史」をモチーフに
した新商品や新サービスを開発する。
（１）新商品開発【拡充】
個店が新規開発した商品や地域ブランドづくりで開発した商品を、従来の県内外の
物産展や即売会、モニター会でのＰＲ活動ばかりではなく、新たにマスコミを活用
した PR 活動を行い、商談会での販路開拓を図る。
定量目標
物産展や即売会開催数

現在
６回
（年平均３回）

モニタリング開催数
＜旧モニター会（新作見本市）＞

２回
（年平均１回）

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

―

―

―

―

２回

２回

２回

２回

未実施
１回
１回
１回
１回
マスコミを活用した PR 活動
＊モニター会（新作見本市）はモニタリングに名称変更。年平均：平成２７年度と２８年度の平均

（２）新サービス開発
１）体験型サービスづくり【継続】
遺跡堀や遺跡磨き等歴史を感じたり、歴史都市にある事業所の仕事体験
定量目標
現在
30 年度
31 年度
32 年度
33 年度
体験事業（ふれあいゼミナール）
450 名
参加者数
450 名
495 名
540 名
630 名
（225 名）
（年平均参加者数）
＊年平均：平成２７年度と２８年度の平均。第 2 期より開催回数をこれまでの１回から２回に
増やす。

２）観光ルート・観光地づくりＰＲ【新規】
産官学連携で開拓した周遊性を高める観光ルートや観光体験プログラム、地域資源
を使い開発したメニューや新商品・新サービス等、第１期で制作したコンテンツを
を特設ポータルサイトで発信するとともに観光塾において担い手作りを実施する。
定量目標
観光ルート確定数
観光塾受講者数
（年平均参加者数）
計画数
観光商品開発

現在
６ルート案
30 名
（15 名）
２
（１）
３商品
（1.5 商品）
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30 年度
６ルート

31 年度
－

32 年度
－

33 年度
－

20 名

20 名

20 名

20 名

４

４

５

５

０商品

5 商品

８商品

１０商品

ＨＰアクセス数

－

18,250

25,550

29,200

36,500

＊年平均：平成２７年度と２８年度の平均

橿原商工会議所の支援機関としての役割（中目標）
商工業の観点から、橿原市の観光振興の課題である商業機能を強化することである。
特に、土産物販売業や飲食業、宿泊業、レンタカーサービス業等々、橿原市の観光振興
の中心を担うであろう卸売／小売／サービス業を重点的に支援する。
技術やノウハウの向上、安定的な雇用維持、持続的発展を志向する小規模事業者の経
営活動を、きめ細かい経営相談とワンストップ高度支援メニューで下支えする。
卸売・小売・サービス業の廃業事業所数の減少に寄与し、事業所数の維持・増加と持
続的発展を目指す。（円滑な廃業除く）
また、工業はプラスチック加工業の技術・ノウハウと東大阪や東京大田区の工場地帯
のビジネスマッチを成就させることを目指す。靴下製造に代表される繊維加工は経営革
新による新商品開発を経て販路開拓・拡大を目指す。

目標達成に向けた方針
以上から、目標に向けた経営発達支援事業の方針は、下記４つである。
１．事業承継セミナー実施と事後フォローアップによる市内卸・小売・サービス業の
廃業防止【継続】
２．創業・起業の促進【継続】
３．地域ブランドである「古代大和 飛鳥」の歴史の積極的ＰＲ【拡充】
４．市外からの観光客等の取り込みによる、人口減少・超高齢化社会がもたらす市内
市場縮小対策【拡充】
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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３４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】
第１期における取組と成果
【取 組】
〇外部環境に関する客観的データを取得したくてもその時間的余裕のない小規模事業者
に対して、日本商工会議所が行う「LOBO 調査」やアンケートから得られた橿原地域の
経済動向についてのデータを収集、調査、分析し、提供してきた。
【成 果】
〇小規模事業者の経営状況分析の外部環境分析データとして、また事業計画策定における
基礎データとして、巡回・窓口支援時等の相談事業や補助金等申請に有効活用できた。
今回の申請における取組の方向性
【課 題】
〇課題は、量・質ともに情報収集を強化し、情報提供機能を強化することの一点に尽きる。
理由は下記２点である。
①補助金申請時や融資相談時に事業計画が必要とされた小規模事業者に向けて、情報収
集し分析・提供することに留まったため、情報提供して有効活用できた事業所は、結
果的に一部の業種・業態の小規模事業者となった。
②小規模事業者の経営方針や販売戦略に有用な情報については提供できていないこと。
【課題解決を踏まえた取組みの方向性】
①当所独自の「業況アンケート」を実施し、一次情報の収集及び行政機関の経済動向調
査等の２次情報の収集にあたる。
②収集された情報の整理・分析を行い、小規模事業者の経営分析や事業計画策定等の基
礎データとして活用し、加工して小規模事業者に提供する。
③公的機関や研究機関等から入手できる統計資料も参考に、専門家も活用しながら地域
の経済動向を分析する。
④今後は経営指導員が経営相談において紹介し、小規模事業者への周知を図り、経営の
参考に活用することを勧め、経営状況の分析や事業計画の策定を支援する際の基礎情
報として活用する。
⑤調査結果を小規模事業者が経営方針等を立案する際の参考にしてもらうことができ、
その後の需要を見据えた事業計画策定支援や実効性の高い販路開拓支援を行うこと
が可能になる。
↓第２期事業内容
（１）目標
小規模事業者が、市場妥当性を検討し事業策定できるよう、地域経済動向に関する
マクロ環境変化の情報を収集・調査・分析し提供する。
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（２）収集【拡充】
地域経済分析システム（RESAS：リーサス）や「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、
地図による小地域分析ｊＳＴＡＴ ＭＡＰも活用しながら、政治情勢や経済環境、社
会情勢、技術革新等のマクロ環境に関する情報を収集する。
地域金融機関との情報交換や「業況調査（独自調査）」をに実施し、日本商工会議
所の「商工会議所早期景気観測調査」、近畿財務局奈良財務事務所の「奈良県内の奈
良県内経済情勢報告」も活用し、多角的な視点から、経営方針や販路開拓等の支援に
も活用できる効果性かつ有用性の高い情報を収集する。
（３）分析・整理【拡充】
上記情報を用いてマクロ環境の変化を分析・整理する。具体的には、下記項目を調
査する。調査項目は、人口推移や年齢構成、世帯構成等の人口動態、業況や売上高、
採算、資金繰り、ＤＩ（ディフュージョンインデックス）による景況、新技術、技術
進歩、客数、仕入れ状況、受注状況、採算、資金繰り、在庫、従業員、引き合い、借
入状況、設備投資等（前年同期比、前期比、翌期見通し）及び経営課題等である。
（４）提供方法
新規事業立ち上げや創業、事業の見直しを行う個社に対しては巡回や窓口相談時等
で上記データを所属業界や事業ごとに可能な限りでカスタマイズして提供する。ま
た、ホームページや当所機関紙等で地域経済動向結果を適宜掲載し情報提供する。
（５）活用方法
分析結果に基き市場規模を把握し、事業所の新市場開拓や既存市場の見直しのため
に、事業が成立するかの検討材料として活用する。
当所広報紙及びホームページに年 4 回掲載するとともに、個々の小規模事業者に
対して、経営指導員等の巡回時や個別相談時に、小規模事業者の属する業界の実態把
握と管内の景況から、今後取り組むべき事業計画策定の参考として活用とする。
（６）実施事業
第１期の反省による事業の効率化合理化と（１）から（５）に基き、第１期の５事
業を３事業に統合し、次ページの事業を実施する。各事業につき、第１期の取組み
と成果、第１期を経ての問題点・課題、今季の取組みと期待効果等、３０年度から３
３年度までの４年間の目標値を記す。
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区分
拡充

事業所アンケート（会員アンケート）

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
【取組】
【問題点】
小規模事業者の抱える悩みや当所に対する支援内
平成 28 年度調査結果では橿原管内事業所数
容のニーズ等の情報収集するため「事業所アンケート 3600 事業所のうち回答数は 181 件、回収率は 5%
（会員アンケート）」を実施。
であり十分な回収が得られなかった。
アンケート結果から得られた経営課題や要望に対し 【課題】
て、高度な経営課題には専門家派遣にて問題解決し
アンケート回収数が少なく、事業所の経営課題も
たり経営力強化セミナーへ誘導する等の対応を行なっ 一部分しか抽出できなかった。事業所の抱える幅
た。
広い問題に対応するためにはより多くの回答数が
【成果】
必要。
平成 28 年度調査では橿原管内事業所数 3600 事業
所のうち回答数は 181 件、回収率は 5%
今期の取組みと期待効果
第 1 期に引き続き、事業者の抱える悩みや当所に対する支援内容のニーズ等を収集するために、事業所
アンケート（会員アンケート）を年１回行なう。
より多くの事業者から調査結果が得られるよう、電話、ＦＡＸ、メール、巡回や窓口相談時にヒアリングを行な
い回収する。
この調査結果をもとに、事業所の消費者ニーズ、外部環境に対する認識を把握し、所内で分析・整理し、相
談状況に応じた情報提供を行う。また、調査結果を経営指導員等間で情報を共有し、巡回や窓口相談にお
いて、個社支援のために活用する。
小規模事業者は、経営分析結果から自らの経営力を再認識し、強みを伸ばし弱みを改善することによっ
て、掲げた目標の実現に向けて、効果的な戦略を立てることが可能となる。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
181 件
200 件
210 件
220 件
230 件
調査数
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回

区分
拡充

橿原管内小規模事業者景況等調査

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
【取組】
【問題点】
小規模事業者の景気動向・状況について情報を得
小規模事業者の景気動向・状況に関する情報が
るため日商のＬＯＢＯ調査を実施し、市内の小規模事 満足に得られなかったため、橿原管内の業況につ
業者と取引のある中小企業から情報を得た。
いて把握できていない。
【成果】
【課題】
一方、当所が行う橿原管内の独自調査については、
橿原管内の売上傾向や雇用動向のより正確な情
市と連携して実施する計画であったが、行政都合で実 報とその結果を分析した内容を事業者へフィードバ
施を見送る結果となった。
ックをすること。
今期の取組みと期待効果
日商のＬＯＢＯ調査は引き続き行うが、独自調査として橿原管内の小規模事業者を対象に四半期ごとに、
年４回業況アンケートを行う。
調査対象事業所は、業種別（小売業・サービス業・観光業を重点的）に橿原市内の地区別ごとに選定す
る。調査項目は、「業況」「売上」「客数」「仕入れ」「受注」「採算」「資金繰り」「在庫」「従業員」「引き合い」「借入
状況」「設備投資」等（前年同期比、前期比、翌期見通し）及び経営課題等である。調査結果については、専
門家に分析を依頼しその結果を当所機関紙等誌（かしはら商工ニュース）にて年４回掲載する。またホームペ
ージにも掲載して会員外へも広く情報を提供する。
調査結果は、地域経済分析システム（RESAS：リーサス）、「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、地図による小
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地域分析ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ等とともに、経営指導員・経営支援員の個社支援において巡回時に活用し、管内の
小規模事業者が自社の外部環境分析と事業計画策定に活用する。
これにより、調査結果を小規模事業者が経営方針等を立案する際の参考にしてもらうことができ、その後の
需要を見据えた事業計画策定支援や実効性の高い販路開拓支援を行うことが可能になる。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
年 12 回
年 12 回
年 12 回
年 12 回
年 12 回
調査数
60 社
60 社
60 社
60 社
60 社
（ＬＯＢＯ調査）
（1 回 5 社）
（1 回 5 社）
（1 回 5 社）
（1 回 5 社）
（1 回 5 社）
分析結果
1500 社
1500 社
1500 社
1500 社
1500 社
提供数
（毎月当所機関 （毎月当所機関 （毎月当所機関 （毎月当所機関 （毎月当所機関
（ＬＯＢＯ調査）
紙等掲載）
紙等掲載）
紙等掲載）
紙等掲載）
紙等掲載）
調査数
年４回
年４回
年４回
年４回
未実施
（業況ｱﾝｹｰﾄ）
（1 回 40 社）
（1 回 40 社）
（1 回 40 社）
（1 回 40 社）
・年 4 回当所機 ・年 4 回当所機 ・年 4 回当所機 ・年 4 回当所機
分析結果
関紙等掲載
関紙等掲載
関紙等掲載
関紙等掲載
提供数
未実施
(1 回 1600 社)
(1 回 1600 社)
(1 回 1600 社)
(1 回 1600 社)
（業況ｱﾝｹｰﾄ）
・ＨＰに年 4 回
・ＨＰに年 4 回
・ＨＰに年 4 回
・ＨＰに年 4 回
掲載
掲載
掲載
掲載

区分
統合

金融機関との連携支援
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

【取組】
地元民間銀行と政府系金融機関で小規模事業者等へ
の支援策につき定期開催の合同会議を設け、地域情
報を交換する場を設けた。スムーズな資金調達に向
け、融資を希望される小規模事業者の経営状況につ
いて情報共有を行うため、小規模事業者の経営改善
支援を目指した。
【成果】
「金融・経営相談会」と銘打ち、各金融機関を持ち回り
で２ヶ月に１回、各金融機関を会場とし金融相談・経営
相談を実施した。また、かしはらビジネス商談会の周知
活動や本番運営で協力体制と整えることができた。

【問題点】
金融・経営相談会を実施してはいるが、小規模事業者が
望んでいるスムーズな資金調達には繋がっていない。
依然として依然として政府系金融機関の制度融資による
斡旋が中心となっている。
【課題】
・各金融機関が保有する開示可能な情報と分析資料、橿
原管内の地域情報、景気動向や需要動向、創業者支
援、事業承継者・若手後継者の事業承継におけるノウハ
ウ等について情報交換を密にすること。
・交換した情報を、小規模事業者等の事業計画策定、販
路開拓、資金調達の相談について参考資料として活用
し、事業所の経営力向上につなげ、橿原市・奈良県の制
度融資を活用するとともに、連携・調整をしながら新たな
融資連携を強化すること。
今期の取組みと期待効果
地域経済や市内事業所等に関する情報交換を行い、小規模事業者等の経営力向上のための事業を、支援機関である
商工会議所と金融機関が相互協力して連携することにより、小規模事業者等の支援策について、より強固な支援策を実
施することを目的とする。第1期同様、四半期に一度の定期的な会議と経営・金融相談会を実施。
①小規模事業者の支援策に関する意見交換を行い、各金融機関が保有する地域情報と当所が実施した各種アンケー
ト調査の分析した情報を交換する。情報は経営指導員等が小規模事業者等の販路開拓や事業計画策定、補助金申請
や資金調達の参考として支援策に活用する。
②橿原管内の地域情報、景気動向や需要動向について情報交換を行い、政府系金融機関の制度融資のみならず、民
間金融機関独自の融資制度を把握することにより、創業者や小規模事業者等の資金調達の相談に対応する。
③創業者の開業率を高める手法やノウハウ、創業時の支援、また事業承継者、若手後継者の事業承継における親族内
承継や企業内承継、Ｍ＆Ａ承継等について情報交換し相談に対応する。
よって、第１期の金融機関との合同会議と制度融資等を統合させ、金融機関との連携支援として継続する。
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ＫＰＩ
金融機関との
連携支援会議
経営・金融相談会で
の事業所支援数
（年平均支援者数）

区分
拡充

現在

目標
平成 30 年度
平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

４回

４回

４回

４回

４回

17社
（17社）
＊Ｈ２８より実施

16社

16社

20社

20 社

情報発信

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
【取組】
【問題点】
月１回発行する当所機関紙等誌かしはら商工ニュー
月 1 回のかしはら商工ニュース発行のタイミン
ス（１２ページ）の紙面をリニューアルし、経営発達支援 グにあわなかった新規情報はホームページに掲
事業を含む当所の事業案内や実施報告、税務・経営 載をしており、facebook にも連動しているが、周
情報など小規模事業者の経営改善に役立つ情報を記 知不足の面があった。
事として掲載し、事業所に周知するよう努めた。また、 【課題】
セミナーや事業告知のチラシを同封し、当所だけでなく ・電子情報でタイムリーに事業所に情報を届ける
行政や関係省庁、関係団体の情報発信も行った。ホー ことができる適宜プッシュ型情報発信ができる仕
ムページ上では、データ化した紙面の掲載に加え、最 組みをつくること。
・市内事業者の新しい取り組みや当所の支援内容をマ
新の情報を発信している。
スコミ等も活用し、一般市民に対して、周知を図ること。
【成果】
当所の経営発達支援事業について、周知対象者を広
めたことで、会員・非会員問わず問合せ数が増え、小
規模事業者の経営状況に対応した支援に繋げられ
た。
奈良県商工会連合会とともに新聞・雑誌等のマスコミ
記者を前に事業者が自己の新商品・新サービスを発表
するプレス発表会を平成 29 年度に初めて開催し、3 社
のマスコミが集まり、10 社の事業者が発表でき、地域ブ
ランドになりうる新商品・新サービスの広報支援の足掛
かりの場をもつことができ、今後の広報支援の展望が開
けた。
今期の取組みと期待効果
当所機関紙等誌かしはら商工ニュースにおいては、今後も経営発達支援事業を含む小規模事業者へ
の支援内容の結果や経営改善に役立つ新規情報、セミナー情報、当所が四半期ごとに行う業況アンケー
トの結果などを掲載する。ホームページ上ではかしはら商工ニュースの内容や紙面に掲載しきれなかった
情報を随時アップし、さらにタイムリーに情報を提供できるよう、facebook、ＬＩＮＥ＠等のＳＮＳ上での発信、
メール配信など、デジタル媒体での情報提供を強化していく。
また、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどマスコミ関係者とのパイプを強化して、プレスリリースを活用し、今期
もプレス発表会を継続して開催することで小規模事業者等の新商品・新サービス及び地域ブランド認定商
品の認知度を市内外に対して高めていく。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度
平成 33 年度
商工ニュース
１２回
１２回
１２回
１２回
１２回
発行回数
提供部数
1650 部
1660 部
1680 部
1700 部
1720 部
メール配信回数
未実施
２４回
２４回
２４回
２４回
プレス発表会
１回
１回
１回
１回
１回
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以下、統合・廃止・カテゴリ変更等で第 2 期では実施しない事業
区分
廃止

Ｎｅｔアンケートサイト
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

【取組】
時間的・空間的制約を受けない特設サイトやフェイスブ
ックというＩＴを活用して、業況調査や事業満足度調査
等を実施してきた。調査結果を希望する小規模事業者
にフィードバックし、経営状況の外部分析に役立てても
らえた。
【成果】
しかしながら、アンケート回答率・フィードバック率は
１％にも満たず、十数社に限られた。

【問題点】
スマートフォンの普及もあり、特設サイトやフェイスブ
ックでアンケート回収回答を期待したが、ＩＴ上で回
答することに抵抗感を覚える小規模事業者が多か
った。また、実施回数やアンケート項目数の多さか
ら手間がかかるアンケートとなってしまい、回答する
ことに対するメリットもアピール不足だったため、回
答を控える小規模事業者が多数だった。（巡回時
や窓口相談時のヒアリングによる）

今期の取組みと期待効果
回答率・回収率の低さおよび小規模事業者のＩＴ媒体でのアンケートに対する抵抗感を鑑み、紙媒体で行う事
業所アンケート（会員アンケート）事業と業況アンケート事業に統合することとした。

２．経営状況の分析に関することにつき、次ページから
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】
第１期における取組と成果
【取 組】
〇巡回支援や窓口相談支援等の経営相談時に、経営分析を実施し、経営課題を把握したうえ
で、金融支援や販路支援等、具体的な支援内容を考え、事業者に提案・実施することに取り
組んだ。
〇事業者に「強み」を認識して頂けるような経営状況の分析を実施した。同時に、分析することで
事業者の経営課題を顕在化させ、当所から能動的な経営課題の解決方法を提案した。
〇特に補助金申請相談、税務相談、金融相談時において、小規模事業者へ簡易分析等による
経営状況の把握を行い、相談件数増加につなげた。
〇より専門性の高い課題解決には、奈良県商工会連合会等他の支援機関と連携、専門家派遣制
度等を活用し支援の質的向上に向けた取組を行った。
【成 果】
〇第１期では３１９件（27年度及び28年度実績）の経営分析を行った。これまで経験則やどんぶり
勘定で成り行きまかせの経営をしていた小規模事業者からは、自社の強みや経営課題など自ら
の事業所の実態が把握でき、ビジョンを開く足がかりができたとの声がたくさん聞かれ、１３０件
の事業計画策定に繋がった。
〇「市内事業所は市内の専門家で支援する」という理念のもとで発足させた橿原商工会議所専門
家連携協議会の中小企業診断士や税理士、社会保険労務士、デザイナー等の専門家と密に
連携をとり専門家派遣事業を実施したこともあり、小規模事業者の高度な経営相談に対しても
迅速に対応でき、帯同した経営指導員等の経営相談に関するスキルが向上した。
今回の申請における取組の方向性
【第 1 期を受けての課題】
①日常から経営分析する重要性の啓発
補助金申請相談、税務相談、金融相談時に、経営分析を実施する小規模事業者が殆どであ
り、常日頃から経営分析に取り組む小規模事業者の発掘を強化する必要がある。
②分析結果共有ツールの見直し
経営分析結果の共有に関して、統一のフォーマットであるカルテ等が煩雑すぎたことや文言
が難解で事業所が読み返すことが困難であったことから経営指導員等・事業所も個々のノート
に記録していた。経営指導員会議が不十分であり、経営指導員のスキルに依るところが多い。
【課題解決を踏まえた取組みの方向性】
①常日頃からの経営分析の必要性と重要性を丁寧に説明する啓蒙活動を強化する。
②第三者事業評価委員の助言もあり、経営分析結果を整理する統一フォーマット（ツール）を見
直し、小規模事業者・経営指導員等・専門家等関係者が共通認識をもてるようにする。
③経営分析結果を共有する会議体を別途設け、月に一度定期開催する。
④経営分析の必要性と重要性、経営分析手法を教授するセミナー実施を謳ったチラシを作成
し、巡回時や当所機関紙やホームページで案内する。
⑤分析結果を整理するツールとして、ローカルベンチマークと経営計画つくるくんを活用する。
⑥第 1 期で実施してきた事業形態に、以上を強化・改善した上で、引き続き地域小規模事業者
への事業計画を策定する上で必要な経営状況の分析を行い、実態把握を行う。
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↓第２期事業内容
地域経済の動向や需要動向、各種アンケートを踏まえつつ、中小企業基盤整備機構の経営
計画作成アプリ「経営計画つくるくん」やローカルベンチマーク等のツールも活用しながら、定
性・定量の両面からしっかりと経営分析を行い、事業計画策定・実施につなげる。
また、製造業に関しては、更にものづくり相談所事業を経て、事業計画策定・実施に
つなげる。
経営分析から抽出できた「強みと経営課題」に対応したきめ細かな支援をしっかり講じるととも
に、当所士業会員で構成される専門家連携協議会やミラサポ等も活用した専門家相談や専門
家派遣等でサポート・フォローを徹底する。
経営分析結果は、小規模事業者が PDCA をまわして経営改善と持続発展できるよう、また経
営指導員等が資質向上のために支援実績事例として活用できるよう、定例会議と「経営計画つ
くるくん」やローカルベンチマークのフォーマットで情報共有する。
平成２４年総務省統計局「経済センサス」活動調査・産業大分類別事業所数によると、
橿原市には中小企業 4,411 事業所が存在し、約 2,900 事業所が小規模事業者である。
橿原市の施策と産業構造の特徴に沿うと、そのうちの約 1,210 事業所が当所の重点支
援対象候補となる小規模事業者である。
当該小規模事業者は、①「橿原市の観光都市化」に関わる卸・小売業が 700 事業所及
び宿泊業・飲食サービス業が約 400 事業所、そして、②「ものづくり企業復興・発掘」
に関わる製造業（繊維、化学、プラスティック中心）が約 110 事業所、という構成であ
る。
上記事業所の中から、巡回訪問や窓口相談、各種セミナー、当所専門家連携協議会の
相談業務及び専門家派遣等から経営分析対象の事業所を掘り起こす。
（１）目標【継続】
１）定性目標
小規模事業者の持続的発展の契機となるよう、
「創業以来培い今後の事業展開にも活
かせる強み」と「中長期にわたり克服すべき経営課題」を抽出することである。
決算書にみる業績から商品・サービスを通じて、技術・ノウハウ、経営マネジメン
ト、経営理念に至るまでのプロセスが因果関係をもち論理的に首尾一貫しているかを
チェックする過程で抽出する。
２）定量目標
平成３３年度までの４ヶ年間で市内小規模事業者約 2,900 事業所のうち 20％に
該当する 580 事業所の経営分析を行うことを定量目標とする。
巡回や各種相談の現状の合計約 2,000 件を口火にして、各種セミナーや専門家派遣等
に参加した小規模事業者を加えて、経営分析対象とする小規模事業者を掘り起こし、
伴走支援で重点的にサポートする。
【目標経営分析数とその算出根拠】
●橿原市に存在する中小企業・小規模事業者数・・・・・・・・・4,411 事業所
●橿原市に存在する小規模事業者数・・・・・・・・・・・・・約 2,900 事業所
●橿原市の観光都市化等に関連する小規模事業者・・・・・・・約 1,210 事業所
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＜内訳＞
○卸・小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約 700 事業所
○宿泊業・飲食サービス業・・・・・・・・・・・・・・・・・約 400 事業所
○製造業（繊維、化学、プラスティック中心）・・・・・・・・ 約 110 事業所
以上を前提として、経営分析対象となる事業所を掘り起こす。
事業
現状
３０年度
３１年度
３２年度
３３年度
巡回
2022 件
2100 件
2100 件
2200 件
2200 件
各種相談
延 1,786 件
延 440 件
延 460 件
延 480 件
延 480 件
各種セミナー
616 名
700 名
700 名
７00 名
700 名
専門家派遣
20 事業所
24 事業所
26 事業所
28 事業所
30 事業所
創業塾受講者
3名
4名
5名
5名
↓上記から経営分析対象事業所を発掘する。
146 件
経営分析数
145 件
145 件
145 件
145 件
（Ｈ２７・２８
（個社支援）
年平均）
経営指導員等
会議
当所機関紙で
の案内回数と件
数

４回

１２回

１２回

１２回

１２回

未実施

４回
（1700件）

４回
（1700件）

４回
（1700件）

４回
（1700件）

（２）分析項目【継続】
１）定量面での分析項目
経営活動の結果を数値で的確に把握し、その背景や財務体質、営業成績を把握す
るために、下記を分析項目とする。
財務状況（収益性・生産性・効率性・成長性等）、キャッシュフロー、取引先数、商
品・サービス別売上高・利益額の推移、顧客別売上高・利益額の推移、原価、損益分
岐点、従業員数の推移、顧客数の推移、納税状況、共済保険加入状況等
２）定性面での分析項目
数値に表れない事業所の競争力の源泉を把握したり、潜在的リスクを把握するため
に下記を分析項目とする。
事業企画力、リーダーシップ、技術・ノウハウ等の無形資産上のウリ（強み）、 課
題・困り事（弱み）、事業機会（機会）、競合状況（脅威）、事業承継者の有無、経営
体制（家族経営含む）、アイデア、ブランドの認知度や信頼性、営業力、顧客リピー
ト率、顧客満足度、顧客開拓力、接客力、人材育成体制、有資格者数とその活用状況、
社風、従業員満足度等
（３）分析手段【継続】
経営指導員等の巡回時でのヒアリングを中心として、窓口相談、巡回相談、確定申
告時や随時の税務相談、各種相談窓口、各種アンケート等で情報収集し、SWOT や３C
といったフレームワークで事業所を経営分析する。
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（４）結果の活用方法【継続】
上記で得た分析結果をもとに、経営指導員等会議で分析結果を共有し、支援方針を
決定する。事業所には事業計画書作成を促し、伴走支援の優先度をつけながら、国や
市の補助金獲得や㈱日本金融政策公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活
用しての融資獲得など、後の支援メニュー選定のために活用する。
（５）工夫点【継続】
経営者や従業員に粘着している技術・ノウハウを事業計画書等にまとめ、見える化
（ビジュアライズ）することで、事業所内での企業理念をはじめ事業戦略やマーケテ
ィング情報等の共有を図り、ビジネスマッチのツールとして活用できるようにして頂
けるまでフォロー体制を整備している。
（６）実施事業
第１期の反省による事業の効率化合理化と（１）から（５）に基き、第１期の１０
事業を５事業に統合し、次ページの事業を実施する。各事業につき、第１期の取
組みと成果、第１期を経ての問題点・課題、今季の取組みと期待効果等、３０年
度から３３年度までの４年間の目標値を記す。
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区分
拡充

巡回

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
【取組】
【問題点】
第１期の取り組みとして、会議所内でチームを編成
現状の巡回は、全会員事業所への巡回は達成で
し、ローテーションを組んで、巡回を行った。その際に、 きていない。また、経営一般、金融など、小規模事
巡回訪問に不安を覚える事業所に対して、訪問の壁を 業者が直面する問題に対して、その都度の限定的
低くするため経営セミナーや補助金の案内チラシ等、 な課題の支援に止まる状況が多く、さらに、経営指
具体的な提案をもって訪問を実施した。
導員等各位が自分なりの戦略フローやトークスクリ
経営指導員等各位が自分なりの戦略フローやトークス プトを用意し、巡回を実施していたため、小規模事
クリプトを用意し、準備を整えてから巡回訪問をすること 業者の経営状況が組織的に把握できていなかっ
を心掛ける。
た。
【成果】
加えて、小規模事業者が持続的な経営発展を図る
第１期の成果として巡回数は当初の目標数と比較す ためには、事業者が自社の「強み」や抱えている経
ると達成出来ていないが、平成２７年度の巡回数から 営課題、経営環境を把握していく必要があるが、現
平成２８年度の巡回数は約９００件増加した。効率的に 状では小規模事業者の認識は十分とはいえない。
巡回を実施した結果、巡回数の増加につながったもの 【課題】
と考えられる。
上記の現状を鑑みて次期の課題としては、全会
また、積極的なセミナー誘致や経営課題への支援とし 員事業所への巡回と、経営課題、経営環境の把握
て専門家派遣等の対応を迅速に出来た。
と内容の共有とする。
今期の取組みと期待効果
【巡回時の取組】
前期の課題である全会員事業所への巡回を達成する為、第１期の取り組みと共に経営指導員等が具体的な
巡回目標を決定し一人 1 日 1 事業所の巡回を目標に計画的な巡回を行う。巡回時の経営相談で、経営分析
を実施し、経営課題を把握したうえで積極的なセミナー誘致や金融支援、販路支援、専門家派遣等の支援提
案を行う。経営指導員等各位が自分なりの戦略フローやトークスクリプトや支援レベルの差に影響されない適
切な分析、助言指導を行うため、中小企業基盤整備機構の経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」や「ロ
ーカルベンチマーク」地域経済分析システム（RESAS：リーサス）、「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、地図によ
る小地域分析ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ等も活用しながら、しっかりと経営分析を行い、財務状況（収益性・生産性・効率
性・成長性等）、キャッシュフロー、取引先数、商品・サービス別売上高・利益額の推移、顧客別売上高・利益
額の推移、原価、損益分岐点、従業員数の推移、顧客数の推移、納税状況、共済保険加入状況等を分析
し、事業者にフィードバックする。これにより事業者が把握していなかった自社の「強み」や「経営課題」を認識
できるようにする。
【支援内容の共有】
分析した個社の経営状況は、毎月１回開催する経営指導員等会議で共有する。目的は、担当の経営指導員
等一人では解決ができなかった経営課題の多面的な検討、業種ごとの経営課題の集約・分析、経営指導員
等の資質向上、スキルのすり合わせである。事業者自らが経営分析をしたうえで、事業計画を策定できるよう、
情報共有を図り、組織としてスキルを練磨し支援していく。
また、経営指導員等会議であがった業種特有の経営課題については、セミナー・研修会のテーマ等とするこ
とで、経営支援に活用する。
【事業計画策定時の取組み】
事業計画策定への理解が浅い小規模事業者に対してもその重要性を理解してもらうため、巡回・窓口相談時
にコミュニケーションをとりながら経営分析ニーズを探り、支援ツールを活用し、実現可能な事業計画策定・実
施につなげる。
【事業計画策定後の取組み】
担当した経営指導員等が四半期に一度合計４回以上事業所へ巡回やコンタクトをとり、事業計画と差異がな
いか、計画実行のため必要となる支援はないかを確認し、課題解決に該当するセミナーへの誘致や、高度な
経営相談に対しても、専門家連携協議会の中小企業診断士や税理士、社会保険労務士、デザイナー等の
専門家派遣事業等の支援提案を行う。事業計画における目標を達成できているかを定期的かつ継続的に確
認し、中長期的に一貫性のある事業経営を実行できるよう伴走型支援を行い、計画実現につなげる。
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（期待効果）
上記取組に対する期待効果としては以下の事が考えられる。
①会員事業所との連携が強まる。
②経営分析で事業所の経営状態を把握できる。
③全事業所の経営状況の把握により重点的に巡回や支援が必要な事業所が判断でき、巡回の効率化に繋
がる。
④経営状況及び支援の方法を経営指導員等間で把握することで、組織的な会員事業所の経営状況の把握
と経営指導員等能力向上につながる。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
巡回件数
2022 件
2100 件
2100 件
2200 件
2200 件

区分
拡充

窓口相談
第１期の取組みと成果

第１期を経ての問題点・課題

【取組】
【問題点】
事務所に経営指導員が必ず一人は常駐している状
①専門分野ではない相談の際に、経営指導員等
態で、窓口の開いている時間帯にいつでも相談を受 のヒアリング能力が不足していた。
けられるよう事務所内の体制を整えた。
②ＷＥＢ相談では相談人数が少なかった。
【成果】
【課題】
事前に電話やメールなどで相談申込みがあった
場合の他、アポなしで来所された場合にも柔軟に対 ①経営指導員等のヒアリング能力・知識力の向
上のための勉強会等が必要。
応できた。
②ＩＴを活用した相談窓口があることを小規模
相談内容に対しては当所から経営課題の解決方
法を提案し、高度な課題に対しては専門家派遣を実 事業者に知ってもらうため、周知活動を行なう。
施。また、経営力強化セミナーの参加も促せた。
会員外の事業所にも広く対応するためにＷＥＢ
相談（フェイスブック・メール）も実施し、事務所
窓口の時間外の相談にも対応できた。
今期の取組みと期待効果
【窓口における経営分析時の取組み】
窓口相談にこられる事業者にいつでも対応できるように、経営指導員等が 2 人以上（内 1 名は必ず
経営指導員である）常駐するよう事務所内の体制を強化する。
窓口での経営相談時に、経営分析を実施し、経営課題を把握したうえで積極的なセミナー誘致や金融支
援、販路支援、専門家派遣等の支援提案を行う。さらに適切な分析、助言指導を行うため、中小企業基盤整
備機構の経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」や「ローカルベンチマーク」地域経済分析システム
（RESAS：リーサス）、「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、地図による小地域分析ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ等も活用しなが
ら、しっかりと経営分析を行い、技術力・販売力の強み、市場規模・シェア、顧客リピート率等を分析し、事業
者にフィードバックする。これにより事業者が把握していなかった自社の「強み」や「経営課題」を認識できるよ
うにする。また、小規模事業者に対して経営分析・事業計画策定に関するセミナーへの誘致も行ない、経営
分析の重要性・必要性の意識を高めてもらう。
以上の取組みにより経営分析結果をふまえた上で実現可能な事業計画策定・実施につなげる。
【経営指導員等の支援内容の共有・資質向上】
分析した個社の経営状況は、経営指導員等会議で共有する。目的は、担当の経営指導員等一人では
解決ができなかった経営課題の多面的な検討、業種ごとの経営課題の集約・分析、経営指導員等の資
質向上、スキルのすり合わせである。事業者自らが経営分析をしたうえで、事業計画を策定できるよ
う、情報共有を図り、組織としてスキルを練磨し支援していく。さらに、経営指導員等の勉強会を行
ない資質向上を図る。
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【事業計画策定後の取組み】
担当した経営指導員等が事業所とコンタクトをとり、事業計画と差異がないか、計画実行のため必
要となる支援はないかを確認する。事業計画における目標を達成できているかを定期的かつ継続的に
確認し、中長期的に一貫性のある事業経営を実行できるよう伴走型支援を行い、計画実現につなげる。
【周知活動】
ＷＥＢ相談について、広報誌「かしはら商工ニュース」やホームページ、SNS 等で案内し広く周知を
行なう
【期待効果】
上記取組に対する期待効果としては以下の事が考えられる。
①会員事業所との連携が強まる。
②経営分析で事業所の経営状態を把握できる。
③全事業所の経営状況の把握により重点的に巡回や支援が必要な事業所が判断でき、巡回の効率化
に繋がる。
④経営状況及び支援の方法を経営指導員等間で把握することで、組織的な会員事業所の経営状況の
把握と経営指導員等資質向上につながる。
⑤勉強会を行なうことで、経営指導員等のヒアリング能力・知識力不足が解消でき、意識統一がで
きる。
⑥WEB 相談を周知することで会員外や窓口開いているの時間帯に来ることのできない小規模事業
者の相談に多く対応ができる。

ＫＰＩ
窓口相談
（カルテ数）
ＷＥＢ等相談
（相談事業所数）

現在
1763 件

目標
平成 30 年度
平成 31 年度
1784 件
1808 件

23 件

30 件

区分
拡充

36 件

平成 32 年度
1832 件

平成 33 年度
1856 件

42 件

48 件

外部相談窓口

第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての課題

橿原市役所窓口・奈良県地域産業振興センター
別表参照

橿原市役所窓口・奈良県地域産業振興センター
別表参照

今期の取組みと期待効果
①橿原市役所との情報交換会
毎月1回、定例的に市役所からは関係部局の幹部・担当者と当所役員・事務局による小規模事業者支援（特に創業
者）に関する情報交換会をより一層充実したものを実施する。
②奈良県産業総合振興センター内関係団体との連携
奈良県地域産業振興センターをはじめ小規模事業者の支援策（特に国・県の施策）を事業として実施
している支援機関との情報交換の場を年1回以上開催し、情報交換の内容は国や県の補助金、施策、
またそれらを活用した小規模事業者の活用事例等である。
③奈良県商工会連合会との情報交換会
県内の商工会議所地域以外の商工会地域の小規模事業者の支援策の情報交換を四半期に 1 回行う。内
容はそれぞれの発達支援計画において効果があった取り組みや、小規模事業者の支援に関する成功・
失敗事例等を情報交換する。
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区分
拡充

専門家との連携支援

第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての課題

【取 組】
多種多様な専門家を増強するために当所事業ＰＲを
・連携協議会における情報交換、対応策の検討。各専門 より強化する。また専門家間でのネットワークや紹介
家が連携し小規模事業者の経営分析、事業計画策定の支 により専門家の得意分野を事前に把握してより多く
援を実施。
の専門家を組織する。
・専門家との連携で、寄せられた解決難度の高い経営課 また、セミナー・講習会の充実を図るためにその立案
題に対し専門家派遣事業を通じて、アプローチが可能で の際、当所専門家連携協議会専門家を起用とセミナー
あり、地元に詳しい会員士業に頼むことで地域密着型の の開催内容を細分化し、専門家の支援内容の充実を図
支援ができる。
り、小規模事業者への支援体制の充実を図る。
・若手経営者を対象とした知的資産経営に関するセミナ 第 1 期事業として「専門家連携協議会」「事業再生相
ーや講習会の開催。
談窓口」「助成金・補助金」の各事業を専門家を活用
【成果】
した「専門家との連携支援」として 1 本化して事業を
協議会制度を活用実施することにより士業をは 行う。
じめとする専門家の交流と意見交換を図り小規模
事業者の問題解決に向けた支援事業を行うことが
出来た。また、専門家派遣等の事業を通じて経営指
導員等が伴走支援を行うことにより知識の向上と
専門家支援の技術をも会得することが出来た。本事
業に参加するために専門家が会員として入会する
など相乗効果が得られた。
今期の取組みと期待効果
①定期協議会会議の開催。
四半期に一度、連携協議会会議を開催し専門家同士による情報交換、無料相談会の計画、支援対応策の検討。
各専門家が連携し小規模事業者の経営分析、事業計画策定の支援を行い、若手経営者を対象とした知的資産経
営に関するセミナーと作成等を協議する。また、専門家同士の交流も行い、いわゆる「横の繋がり」を活用し
専門家自身の事業へも本事業効果により事業者の課題解決に向けて実施する。
②専門家派遣（相談）事業
専門家派遣（相談）事業は、弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、税理士、ＩＴ関
係等などの各種専門家による相談事業である。課題解決にあたっては、外部からの客観的、専門的な視点も重
要であるため、事業者が持つ専門性の高い経営課題に対しては、専門相談を活用し、対応を図る。助成金・補
助金、事業再生などの支援も本事業を活用し支援を図る。その際、経営指導員等はこれらの専門家に帯同し、
ノウハウの習得を図るとともに、相談後のフォローアップを行う。
③事前約型無料経営相談会事業
金融機関との定期合同会議により生まれた「金融・経営無料相談会」を３カ月に１度活用・開催し金融機関、
専門家が小規模事業者の課題解決に向けて事前約型相談体制を整える。相談時にも経営指導員等が帯同し、ノ
ウハウの習得を図るとともに、相談後のフォローアップを行う。また、相談会実施時に相談内容に合致する専
門家が不在の場合は専門家派遣により、スピーディーに対応し事業者支援に努める。
以上のように、専門家との連携で、寄せられた解決難度の高い経営課題に対してアプローチが可能であり、地元
に詳しい会員士業に頼むことで地域密着型の支援ができる。課題解決や事業計画の実現可能性を高めるためには、
現場での事業者指導に豊富な経験を持つ専門家の知見はとても重要である。事業者の経営課題のうち、専門性が
高く、かつ課題解決に長期間を要するものに対して、本事業を活用する。
目的
頻度

小規模事業者等の支援策についてより強固な支援策を実施すること
四半期に１回
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①定期協議会会議の開催
②専門家派遣（相談）事業
③無料経営相談会事業
活用方法
経営指導員等が巡回時での相談事項で小規模事業者等の問題等を早期対応解決に向け専門家
による支援を実施する。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年
2回
専門家による連
（平均１
四半期に１回 四半期に１回 四半期に１回 四半期に１回
携支援
回）
専門家派遣（相
122 事業所
談）による支援 （平均 61 事
60 事業所
65 事業所
70事業所
80事業所
事業所数
業所）
内容

事前予約型無料
経営相談会回数

－

四半期に１回

区分
拡充

四半期に１回

四半期に１回

四半期に１回

小規模企業共済・セーフティ共済
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

【取組】
【問題点】
共済の認知度改善として、本共済制度が「安心」を
本制度の認知度はまだまだ低い状況であり、加
サポートする国の共済制度であることを積極的に経営 入メリットをまだまだ伝えきれていない。
指導時に PR していくことで契約件数増加を目指した。 【課 題】
【成果】
一部の担当経営指導員等だけでなく経営指導
平成２７年度加入数
員等全員が共規模企業共済・セーフティ共済の内
小規模企業共済加入件数 ３２件
容を把握し、巡回指導や窓口相談、チラシ、広報で
（新規２９件 増口３件）
定期的に加入メリットを伝え、より多くに事業所に制
セーフティ共済加入件数 １０件
度内容を知ってもらう事が課題である。
平成２８年度加入数
小規模企業共済加入件数 ２９件
（新規１６件 増口１３件）
セーフティ共済加入件数 ２件
小規模事業者の経営上のリスク回避につながる。
今期の取組みと期待効果
（今期の取り組み）
従来通り巡回指導や窓口相談、チラシ、広報で定期的に加入メリットを伝える他、創業者・事業承継予定者
への制度説明を増やすことで小規模事業者の経営上のさらなるリスク回避を図る。また、確定申告時期なども
利用し加入促進を図る。さらに、セミナー開催後に時間をとり、中小企業基盤整備機構の制度担当者から事
業者へ直接制度説明をしてもらう事で加入のメリットを伝えて加入の促進をはかる。
（期待効果）
①小規模事業者の経営上のリスク回避の手段となる
②労働環境改善の手立てを示すことができ、事業所存続につながる。
③事業所の節税対策につながる。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
加入数
小規模 ２９件
小規模 ３５件
小規模 ３８件
小規模 ４０件
小規模 ４２件
ｾｰﾌﾃｨ ２件
ｾｰﾌﾃｨ ４件
ｾｰﾌﾃｨ ６件
ｾｰﾌﾃｨ ８件
ｾｰﾌﾃｨ １０件
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以下、統合・廃止・カテゴリ変更等で第 2 期では実施しない事業
区分
統合

ＷＥＢ相談
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

【取組】
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ上での紙上でのコンサルとメール相談（当所
の公式メールを通じた相談）を実施した。相談者は年
数を通じて増加傾向にある。

【課題】
相談者よりメール等の文章作成が面倒であること、
また WEB 等の向上により音声伝達を出来る WEB
機能等の活用も提案があり今後の改善が必要であ
る。
今期の取組みと期待効果
相談業務は必須課題であるが、その他の相談窓口もあり、相談対応を総合的に検証するため窓口相談として
統合する。

区分
統合

橿原市役所窓口

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
【取組】
【問題点】
橿原市役所との連携体制を構築強化することで産業 ①ワンストップ支援ができていない。（相談者のたら
強化法に基づく創業支援及び空き店舗対策事業での いまわしとなる）
情報交換を実施した。
②行政機関の相談がかなり少ない。
【成果】
【課題】
橿原市の担当課との月 1 回の定例会議を実施し、産 ワンストップの支援ができるように互いの情報交換
業強化法に基づく創業支援について情報交換や他
だけでなく支援策についての認識をもち、相談対
の支援に係る広報等の協力体制が出来た。
応をスムーズにすること。
今期の取組みと期待効果
外部相談窓口に統合

区分
統合

奈良県産業支援センター
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

【取組】
【問題点】
奈良県産業振興総合センターと奈良県地域産業セン 互いにできる支援内容を把握しながら、互いの支援
ターとの連携を図りながら当商工会議所との事業を結 力の強みを活かせきれていない。
びつけながら小規模事業者の相談支援を拡大してき
た。
【課題】
【成果】
上記の問題より連携体制の構築と情報交換の仕組
互いの事業パンフレットや広報配布等の協力や専門 みづくりが必要である。
性のある技術問題（課題）克服支援相談・販路開拓相
談を情報交換しながら小規模事業者支援に役立てるこ
とができた。
技術相談：２件 販路開拓相談 ５件
今期の取組みと期待効果
外部相談窓口に統合。
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区分
統合

助成金・補助金

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
専門家派遣を通じ個別支援をおこない、事業者が助 持続化補助金、ものづくり補助金の申請数・採択率
成金・補助金の受給しやすい環境づくりを目指す。ま の向上。
た、経営指導員等においても専門家に頼るに至らない
相談に対して支援を行う。
持続化補助金は目標数値に届くも、モノづくり補助金
は目標まで至らなかった。
今期の取組みと期待効果
専門家派遣等の利用も含み専門家の意見が必要もあることから、「専門家連携協議会」
「事業再生相談窓口」
「助
成金・補助金」の各事業を専門家の活用した「専門家との連携支援」として 1 本化して事業を行うため統合。

区分
統合

制度融資等

第１期の取組みと成果
金融相談を受けた事業所に制度融資の紹介、制度融
資 PR と金融支援を行った。

第 1 期を経ての問題点・課題
制度融資 PR をホームページや SNS、商工ニュース
で周知を図るも周知不足の部分がある。金融施作
ガイドを電子化は未実施。

今期の取組みと期待効果
融資に関係しより一層の金融機関との連携も必要であることから、金融機関連携事業に統合する。

⇒３．事業計画策定支援に関することにつき、次ページから
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
第１期における取組と成果
【取 組】
○巡回訪問や施策普及のセミナー開催、専門家派遣など種々の事業を展開し、各種の認証取得
や補助金申請の希望者、マル経融資制度の利用者、創業予定者などが支援の中心となった
が、業種・業態の特徴を踏まえ、個々事業所の経営課題の解決を図る事業計画
書策定支援に取り組んだ。
【成 果】
○第１期では、１３３件（27年度及び28年度実績）の事業計画策定支援を行った。
支援を行った事業計画書の種類は、販路開拓に重点を置いた事業計画書、ものづくり企業のオ
ープンイノベーションと人材育成に重点を置いた製造業向け事業計画書、インバウンド対応の
できる店舗づくりとおもてなし（接客）のできる人材育成に重点をおいた観光業向け事業計画
書、創業計画書、融資獲得のための事業計画書など多岐にわたった。
○個々の事業所の経営状況を踏まえた経営計画策定を支援できた。これまで経験則やどんぶ
り勘定で成り行きまかせの経営をしていた小規模事業者からは、事業所の将来像強みや経営
課題など自らの事業所の実態が把握でき、経営計画を作成することのメリットや重要性を認識
できたとの声がたくさん聞かれた。
○橿原商工会議所専門家連携協議会に所属する中小企業診断士や税理士、社会保険労務士、
デザイナー等の専門家の協力・支援も不可欠だったこともあり、帯同した経営指導員等の事業計
画策定に関するスキルが向上した。
今回の申請における取組の方向性
【第 1 期を受けての課題】
①経営分析を実施する事業所と同様、補助金申請相談、税務相談、金融相談時に、事業計画
策定に取り組む小規模事業者が殆どであり、常日頃から事業計画の策定に取り組むよう小規
模事業者を啓発する必要がある。
②経営指導員等の事業計画策定支援力を向上させる必要がある。（資質向上面）
【課題解決を踏まえた取組みの方向性】
①経営課題を解決するためには、事業計画策定が効果的であることを積極的に発信し、
小規模事業所の理解を深め、これに取り組む小規模事業者の増加に努める。また、事業
計画策定は、小規模事業者の利益確保を戦略的に進めるため、地域の経済動向調査、需
要動向調査と経営分析結果を熟慮し経営者と同じ目線で取り組む。
事業計画策定にかかる支援は経営指導員と経営支援員が１組で担当し、計画の妥当性や
有効性は、従来通り月例の経営指導員等で経営指導員等によってチェックし、小規模事
業者にとって最善の計画となるよう努める。
②小規模事業者が常日頃からの事業計画策定に取り組むよう啓発活動を強化する。
③経営分析に取り組んだ全小規模事業者が、続いて事業計画策定に取り組むような仕組みを
整える。
④経営指導に関わる全経営指導員等が「小規模事業者持続化補助金」申請書作成に必要な
程度の事業計画書策定力を身につける。
⑤小規模事業者や事業計画策定力を強化する必要のある経営指導員等が気軽に事業計画書
策定に取り組めるよう、専門家等による少人数制の事業計画策定セミナー（入門編）を定期開
催する。
⑥ローカルベンチマークと経営計画つくるくんで事業計画の出来具合（進捗）を管理する。
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↓第２期事業内容
第 1 期で実施してきた事業形態に、以上を強化・改善した上で、引き続き地域小規模事業者へ
の事業計画策定支援を行う。
（１）目標
勘や経験則だけに頼った経営から脱却し、経営計画に基づいた事業運営ができるよ
うになるために経営者や従業員で自社の経営計画を策定・実施できるようになるま
で支援する。
【目標】フォロー支援数
策定する事業計画

現在

平成 30
年度

平成 31
年度

平成 32
年度

平成 33
年度

12

15

15

20

20

3
2
11
6

5
5
20
10

5
6
25
15

5
7
30
20

5
8
35
25

45

47

47

47

47

現在
事業計画
（事業計画策定セミナー）
創業計画書
知的資産経営報告書
ビジネスプラン
事業計画
（ものづくり事業育成）
経営分析等を行った事業所
が作成する事業計画（＊）

策定事業計画数合計
79
102
113
129
140
（＊）平成２８年度の経営分析数実績 146 件から事業計画策定に至った
小規模事業者は 50 者（約 34％）。創業計画策定者と知的資産系報告作成者が
ふくまれているため、正味 45 者/141 者=31.9%。平成 30 年度から平成 33 年度に
おける経営分析数の目標は、１年あたり 145 件。よって、145 件×32%=46.4 件
（２）支援の考え方
経営相談時の経営分析や市場調査等、事業所ヒアリングの結果を踏まえ、商談会や
ビジネスプランコンテスト、金融機関面談でプレゼンし、取引先増加や融資獲得を
目指す。融資獲得、従業員採用・教育、営業ツールのため等、目的別の事業計画書
を作成する。
（３）支援対象
１）経営指導員等による事業所へのヒアリングの結果、赤字企業ではあるが販路
開拓すれば売上拡大によって、黒字化が見込める事業所。
２）起業、事業承継が望まれている若手後継者等（青年部、起業家等）
３）これまでどんぶり勘定で経営を行っていたが、経営力向上に向けて計画的に経
営を行いたいと考える意欲ある小規模事業者。地域経済動向調査や需要動向調
査を踏まえて経営分析をされた小規模事業者。
（４）手段
支援対象１)～３)に対して、ワークショップ形式セミナーと専門家を活用すること
で計画策定を支援する。
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１）経営改善系（金融系）
㈱日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」等を活用した融資
獲得やマーケティングに重点をおいた事業計画書策定支援を行い、返済計画実行
等のフォローアップも行う。
２）事業承継・後継者系
自社の強みを活かした経営力向上に重点をおいた知的資産経営報告書策定の支援
をする。
３）経営力向上系
これまでのどんぶり勘定と経験則の成り行きまかせの経営から脱却し、経営計画
に則って事業所運営できるようになるために、経営理念に基づく経営戦略と経営
課題を克服する経営戦術に関する考え反映した事業計画策定を支援する。
（５）実施事業
第１期の反省による事業の効率化合理化と（１）から（４）に基き、第１期の７事
業を４事業に整理・統合し、次ページの事業を実施する。各事業につき、第１期の取
組みと成果、第１期を経ての問題点・課題、今季の取組みと期待効果等、３０年度か
ら３３年度までの４年間の目標値を記す。
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区分
拡充

事業計画書策定セミナー

第１期の取組みと成果
事業計画策定の重要性や事業計画書作成の仕方
がわからない事業所が多く、事業計画の初歩的な知識
習得から実際の作成・発表までを目標に６回シリーズで
ワークショップを取り入れたセミナーを行い、希望者に
は個別支援、専門家派遣を行っている。
平成 28 年度実績
受講者数：13 名
策定数：83 （セミナー受講者以外も含む）

第 1 期を経ての問題点・課題
一部の熱心な事業所を除き、事業計画策定
の重要性に気づいていない事業所が多い。
事業所が参加しやすいようにと夜間開催にし
たが、逆に夜間の参加が困難な事業所もあり開
催方法について再考すべき面がある。
事業計画策定の重要性の周知と、取り組みや
すい環境の提供、策定した事業計画実現への
支援が必要である。

今期の取組みと期待効果
小規模事業者に、経営計画の必要性、ビジネスモデル再構築の必要性を案内し、事業計画策定に至る
ようワークショップを取り入れたセミナーをシリーズ化して実施する。参加事業者には、希望に応じて個別支
援を行い、経営指導員等では対応しきれない高度な案件の場合には専門家も交え、内容をブラッシュアッ
プし、実現可能性の高い事業計画が完成するよう支援を行っていく。
開催については、受講者の業種が多岐にわたるよう、開催日時に考慮し、受講者の意見を収集しなが
ら、セミナー内容についても見直しを行い、受講者数と策定数の増加につなげていく。
事業計画策定後は、各事業所に対し、３か月に１度以上定期的に巡回を行い、事業計画に沿った経営を行えてい
るか、実現を阻んでいる課題は何かと相談を行いながら、高度な案件に対しては専門家派遣を利用したフォローア
ップを行っていく。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度
平成 33 年度
講座数
６回シリーズ
６回シリーズ
６回シリーズ
６回シリーズ
６回シリーズ
１回
１回
１回
１回
１回
事業計画書策定数
12
15
15
20
20
（受講生）
（13）
（20）
（20）
（24）
（24）

区分
統合

創業・事業承継支援

第１期の取組みと成果
創業塾、創業塾セミナーを実施するが、受講者22名の
うち創業者はわずか2件である。但し、創業塾受講後期
間を経た後、開業した事業者を1件確認している。しか
しながら依然として起業・創業相談は増加傾向にあるも
のの、準備・情報不足によって創業塾受講者の開業率
の向上には至っていない。
知的資産経営報告書作成セミナーとして、事業承継を
考える事業承継者・若手後継者を対象に、自社の「知
的資産」を発見、認識し、「知的資産経営」という経営
手法を学んでいただくセミナーを開催。セミナー後のフ
ォローアップを含め、知的資産経営報告書を作成して
いただき自社をＰＲすることを目的としたが、結果的に
は受講者14名のうち、セミナー後の自社ＰＲを行った事
業所は2社のみにとどまっている。こちらも依然として、
事業承継に関して事業承継者・若手後継者の経営内容
の把握不足や事業継続可能となる能力を強化には至って
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第 1 期を経ての問題点・課題
【現状】
創業塾受講者 22 名のうち、創業塾受講後の創業
件数がわずか 3 件と開業率はかなり低く、依然とし
て準備・情報不足によって創業塾受講者の開業率
の向上には至っていない。
また、知的資産経営報告書作成セミナーについて
も、受講者 14 名のうち、報告書の自社ＰＲを行った
事業所は 2 件と低く、事業承継者・若手後継者の経
営内容の把握不足や事業継続可能となる能力を強化に
は至っていない。
【課題】
これから事業の立ち上げを目指す方や創業間もな
い方、事業の見直しをする方を対象に、創業に必
要な基礎知識や会社の立ち上げに必要なノウハウ
や座学、グループワークなどを織り交ぜながら実践
的に習得していただく創業塾を開催する。

いない。

また、小規模事業者の多くは高齢化が進み、事業
承継という大きな経営課題に直面している中で、特
に事業承継者・若手後継者に向けた事業承継の第
１歩となる知的資産経営報告書の策定支援を行う。
計画的に資産の売却や事業の一部譲渡、手続き
等を支援することで、廃業における安定成長に移
行させる経営支援を円滑に進めるセミナーを開催
する。
今期の取組みと期待効果
市内で起業を希望する創業希望者が気軽に相談できる窓口相談、外部窓口相談を利用していただき、起業、創業相談
が増加傾向にある中で、準備不足や情報不足による早期の廃業傾向に対応する。
事業承継者・若手後継者には、事業計画策定セミナーや知的資産経営報告書作成セミナーの受講を促し、親族内承継
や企業内承継、Ｍ＆Ａ承継に対応すべく、企業の競争力の源泉となる見えない資産である知的資産経営の手法を学ん
でいただき、経営内容の把握不足や事業継続可能となる能力を強化し廃業を防止する。
セミナーの周知においては、当所発行の広報、ホームページに限らず、金融機関との連携支援における各金融機関と
連携し、広く市内から県内における広報を行う。
①創業者向け支援
特定創業支援事業の認定を受けている橿原市と連携し、創業塾、創業セミナーを実施する。
内容は、創業者が楽しみながら経営感覚をもつことを重視し、創業者に得意不得意の分野があることを認識もらえるよう
工夫を凝らす。また、受講者間のネットワークが築けるようグループワークを取り入れ、コミュニケーションを促す。
②事業承継者・若手後継者向け支援
小規模事業者の多くは血縁関係による持続性重視の経営姿勢をとっているといえる。その小規模事業者の多くは高齢
化が進み、事業承継という大きな経営課題に面している。当市の小規模事業者においても同様である。
そこで、事業承継の問題に直面している小規模事業者に対して事業承継の第１歩となる知的資産経営報告書の策定支
援を行う。計画的に資産の売却や事業の一部譲渡、手続き等を支援することで、廃業における安定成長に移行させる
経済政策を円滑に進める。
③フォローアップ支援
創業者向け支援並びに事業承継者・若手後継者向け支援ともにフォローアップ支援として、巡回・個別相談、窓口相
談、専門家派遣し経営支援を行う。創業者の抱える不安材料の払拭、事業承継者・若手後継者が抱える事業承継問題
について事業計画をもとに計画的に、また安定成長に向けた経営移行ができるよう支援する。
このことから、開業率の向上と事業廃業の防止を図ることを目標とし、創業塾と知的資産経営報告書作成セミナーの事
業を統合し、創業・事業承継支援として、開業率の向上と事業廃業の防止を目指した全体的な経営支援事業として実施
する。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
創業塾等の開催
創業塾 3回
創業塾 6回
創業塾 3回
創業塾 3回
創業塾 3回
（受講者数）
（60名）
（120名）
（120名）
（120名）
（120名）
創業者数
創業者 3件
創業者 5件
創業者 6件
創業者 7件
創業者 8件
知的資産経営報
告書作成セミナー セミナー 年1回 セミナー 年1回 セミナー 年1回 セミナー 年1回 セミナー 年1回
の開催・
（１０名）
（１６名）
（１６名）
（２０名）
（２０名）
（受講者数）
知的資産報告書
2件
5件
6件
7件
8件
作成数

- 29 -

区分
拡充

ビジネスプランコンテスト

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
【取組】
ＫＰＩ数値は達成しているが、第１期の
小規模事業者・事業承継者・創業者・創業
実施分析より以下の課題として揚げられ
予定者等の掘り起こしや独自技術や地域資
る。
源・地域課題を解消するアイデアを（「知恵
（１）認知度不足
をかたちにする」）ビジネスプランの発掘・
（２）金融機関との連携強化不足
応援支援を実施。
（３）経営指導員の巡回等による小規模事業
【成果】
者・事業承継者・創業者・創業予
1 年目（平成 27 年度）の最優秀ビジネスプ
定者等の掘り起こし
ランは、地域の観光現状課題を克服するプ
（４）ビジネスプランや事業計画策定が
ランとして橿原市の目にとまり、橿原市の
できない小規模事業者・事業承
観光事業施策「地域限定通訳士事業」で平
継者・創業者・創業予定者が多
成 29 年度より事業展開されている。
い
その他のプランは、金融機関の目にとまる
（５）ビジネスプランコンテスト参加後
ことで、融資実行と中小企業とのマッチン
のフォローアップ支援（出口戦略）
グに結びついている。
不足
また、大学生の参加も増加している。
今期の取組みと期待効果
【取組】
第１期の課題より次の内容強化を図りながらビジネスプランコンテストを実施する。
（１）情報発信力強化（認知度向上）【入口戦略】
広報・ＳＮＳを利用しながら展開し、地域金融機関との連携・奈良県内大学との連携並び
に経営指導員等の巡回等による小規模事業者・事業承継者・創業者・創業予定者等
の掘り起こしを図る。ことで認知度向上を図る。
（２）支援強化 【中間戦略】
ビジコン・ミーティング（講習）等のビジネスプラン作成支援・プレゼンテーションの作り方支援を実施し
ビジネスプランの内容向上に努める。
（３）フォローアップ支援 【出口戦略】
専門家・経営指導員等によるビジネスプランのフォローアップ支援を展開し、メディア（新聞社等）にもプレスを
投げ込み実施する。
また、経済産業省のＥＪＣ連携コンテストに参画し（創業者（3年未満）・創業予定者）全国発信の実現に結びつけ
る。
【効果】
奈良県内でビジネスプランコンテストを実施している団体は、奈良県・金融機関のみであることから、小規模事
業者・事業承継者・創業者・創業予定者・学生等のビジネスチャンスを獲得できる。また、独自技術や地域資
源・地域課題を解消するアイデアをビジネスプランにする取組を実施することで地域活性化の一助となる。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ数
11
20
25
30
35
支援セミナー数
2回
2回
3回
3回
3回
商談数
4
5
8
12
15
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区分
拡充

ものづくり事業育成
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題
【課題】
これまで当商工会議所のものづくり製造事業者支
援が手薄状態であったことや第１期の取組より地域
ものづくり事業者（小規模事業者）の参加状況・ヒアリ
ング等の分析より今求めている課題や抱えている問
題等が浮き彫りになってきた。
（課題１）ものづくり事業者の担い手不足（人材教育不
足）
（課題２）組織力強化及び経営改善不足
（課題３）勘や経験値での経営
【改善方法】
経営計画・生産現場・ものづくりアイデ
アの創出等を生み出す場の構築を図り、
勘や経験値での経営から脱却し経営計画
に基づいた事業運営ができるようになる
ために経営者・従業員で自社の経営計画
を策定し実施できるように支援し、座学
だけでなく、実際にその場で学んだ知識
を活かして手を動かして事業計画書をつ
くっていくワークショップも取り入れることで、事業者
間の連携の構築を図る。
ものづくり事業者同士の商談でなく、新たな活路を
見出せるように「ビジネスマッチなら・かしはらビジネ
ス商談会へ参加できるように支援。（ＢｔｏＢ商談）

【取組】
小規模事業者は、資金力・人材不足・商品開発に取り
組めなく、売上拡大の術に乏しい状況よりその持って
いる『技術』を最大の武器ととらえ、県外地域商工会議
所と情報連携をとり、技術ニーズ・技術シーズ情報を取
り込み、対応可能な自社技術を提供できるものづくり商
談会や販路支援セミナーを奈良県内初にて実施した。
【成果】
これまで奈良県内や当商工会議所のものづくり製造事
業者支援が手薄状態であったが、新技術開発や販路
等に問題を抱えている事業者の新たな販路支援を実
施できた。
（１）ものづくり製造事業者支援講習
「かしはらものづくり塾」実施
（２）東大阪市企業・橋本市企業とのものづくり商談会
実施

今期の取組みと期待効果
【取組】
経営計画・生産現場・ものづくりアイデアの創出等を生み出す場の構築を図る。
①ものづくり小規模事業者支援の講習「かしはらものづくり塾」
勘や経験値での経営から脱却し経営計画に基づいた事業運営ができるようになるために経営者・従業
員で自社の経営計画を策定し実施できるように支援することを目的に、小規模事業者に則した経営戦
略と事業戦略を策定し、事業計画書を自ら作成できるようになることを目標に定め、座学だけでなく、実
際にその場で学んだ知識を活かして手を動かして事業計画書をつくっていくワークショップも取り入れ
る。
②ビジネスマッチなら「かしはらビジネス商談会」へ販路開拓
ものづくり事業者間の商談でなく、『技術力』『アイデア』より他の業種企業へのアプローチが可能である奈良県最
大級の商談会へ参加することで、今まで目をむけなかった分野への販路を見出すことが可能となって、新たな
産業（分野）への拡充が図れる。
【期待効果】
ものづくり（製造業）を対象とした講習会は、奈良県下で取り組まれておらず、ものづくり小規模事業者に則し
た経営戦略と事業戦略を身につける場の構築を図れ、『技術力』
『アイデア』を活かせる新たな産業（分野）への販路開拓を実現できる。
目標
ＫＰＩ
ｾﾐﾅｰ参加者数

現在
２０名

平成 30 年
２５名

平成 31 年
３５名
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平成 32 年
３５名

平成 33 年
40 名

事業計画数
商談会参加事業
所数
商談数
成約数

６
１０社

１０
１５社

１５
２０社

２０
２５社

２５
３０社

２０商談
０件

３０商談
３件

４０商談
５件

５０商談
８件

６０商談
１２件

以下、統合・廃止・カテゴリ変更等で第 2 期では実施しない事業
＊「経営力強化セミナー」は、「事業計画策定後の実施支援に関すること」に移動
区分
統合

専門家連携協議会
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題と課題

第１期の取組により多種多様な専門家との情報
【取組】
小規模事業者から寄せられる諸問題の解決に向 交換・支援協議の会議数を四半期に１回と増加
け、各専門家との連携を図り、経営指導員等と専 することが課題であり、小規模事業者支援を地
門家と一体で支援を図るべく、多種多様な専門家 域密着型でできる支援をさらに向上する。
との情報交換・支援策協議の場として実施した。
【成果】
多種多様な専門家を集め情報交換を実施するこ
とで、小規模事業者の経営課題に対してアプロー
チが可能となり、地域密着型支援ができた。
今期の取組みと期待効果
第1期事業として「専門家連携協議会」「事業再生相談窓口」「助成金・補助金」の各事業を専門家の活用した「専門家と
の連携支援」として1本化して事業を行う。

区分
統合

事業再生相談窓口

第１期の取組みと成果
事業再生支援の為、専門家と協力し、経営改善計画を
作る。相談件数が 0 件であった。

第 1 期を経ての問題点・課題
事業再生支援の相談件数が０件であった。
事業再生相談者が、相談しやすい環境づくりが課
題である。
今期の取組みと期待効果
士業との連携は切り離せないことから、専門家との連携支援に統合

⇒４．事業計画策定後の実施支援に関することにつき、次ページから
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
第１期における取組と成果
【取 組】
○「事業計画策定後の進捗管理」や「実施時点で発生した新たな課題の解決支援」に取り組ん
だ。事業計画を策定した小規模事業者に対して進捗状況の確認を行うとともに、経営計画達成
に向けて伴走型で、専門的な経営課題等については、橿原商工会議所専門家連携協議会ミラ
サポ等と連携し、専門家派遣制度を活用しながら、小規模事業者が抱える経営上の課題に対し
て丁寧にサポートしてきた。
【成 果】
○第１期では、１３３件（27年度及び28年度実績）の事業計画策定後支援を行った。
これまで経験則やどんぶり勘定で成り行きまかせの経営をしていた小規模事業者からは、事業所
の将来像強みや経営課題など自らの事業所の実態が把握でき、経営計画を作成することのメリッ
トや重要性を認識できたとの声がたくさん聞かれた。
○また、橿原商工会議所専門家連携協議会に所属する中小企業診断士や税理士、社会保険労
務士、デザイナー等の専門家の協力・支援も不可欠だったこともあり、帯同した経営指導員等の
事業計画策定に関するスキルが向上した。
今回の申請における取組の方向性
【課 題】
①事業計画の達成度や進捗具合に対応し、効率化したフォロー支援を実施することである。
巡回訪問や相談窓口が計画実施具合確認の機会が中心となるため、確認頻度とタイミングに
ムラが出て、適宜の対応を逸してしまわないためである。
【課題解決を踏まえた取組みの方向性】
①計画進捗具合・状況に応じた確認手段を取り、迅速かつ正確な事業実施状況の把握と実行
支援にあたれるよう、フォローの仕組みを強化する。
②巡回訪問や相談窓口だけでなく、Facebook や Skype 等のＩＴを取り入れる。
４半期に１回程度は原則とし、小規模事業者の事業遂行状況に応じて１ケ月に１回程度にし
たり、喫緊の課題がある場合は適宜するなど、臨機応変に対応できるようにする。
↓第２期事業内容
事業計画策定支援を担当した経営指導員が事業所とコンタクトをとり、事業計画と差異がないか、
計画実行のため必要となる支援はないかを確認する。事業計画における目標を達成できているか
を定期的かつ継続的に確認し、中長期的に一貫性のある事業経営を実行できるよう伴走型支援
を行い、計画実現につなげる。引き続き、第 1 期の事業を実施する。
（１）目標
事業計画で策定したアクションプランを WBS に展開し、確実に計画を実行し、実行結果
を出し振り返りと反省をしながら次の事業展開を模索できるようなるまで支援する。巡
回訪問及び窓口相談において原則３ヶ月に１回定期的に事業計画の進捗状況確認を行
い、更なる支援が必要な場合は支援頻度を増やす。事業計画２年目以降について当初 1
年間事業計画の進捗確認を実施した結果、計画通りに推移している小規模事業者に関し
ては、画一的な進捗確認から事業者からのニーズに合わせた実施支援に切り替え、計画
との差異がある事業者に関しては、引き続き進捗確認を行うと共に実施支援を継続す
る。
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（２）フォロー支援対象者
事業計画を策定した全ての事業者に対して、四半期毎の巡回訪問、窓口相談等による
支援を実施する。フォロー支援回数を目標値は下記のとおりする。
【目標】フォロー支援数
策定する事業計画

現在

平成 30
年度

平成 31
年度

平成 32
年度

平成 33
年度

12

15

15

20

20

3
2
11

5
5
20

5
6
25

5
7
30

5
8
35

6

10

15

20

25

45

47

47

47

47

現在
事業計画
（事業計画策定セミナー）
創業計画書
知的資産経営報告書
ビジネスプラン
事業計画
（ものづくり事業育成）
経営分析等を行った事業所
が作成する事業計画（＊）

策定事業計画数合計
79
102
113
129
140
フォロー支援数
316
408
452
516
560
（策定事業数×４回）
（＊）平成２８年度の経営分析数実績 146 件から事業計画策定に至った
小規模事業者は 50 者（約 34％）。創業計画策定者と知的資産系報告作成者が
ふくまれているため、正味 45 者/141 者=31.9%。平成 30 年度から平成 33 年度に
おける経営分析数の目標は、１年あたり 145 件。よって、145 件×32%=46.4 件
（３）フォロー支援の具体的な指導内容
アクションプランに基づく WBS の作成支援を行い、実行とその成果を測る進捗確認を巡
回や窓口、更には進捗会議で行う。実行の中で出てきた課題は、専門家派遣や経営力向
上セミナー等を活用して克服に努める。販促イベントの中心である商談会での取引数増
加と店舗販売拡充に繋げるためにも、商品力や接客力には特に注力した指導を行う。
（４）フォロー支援頻度
巡回訪問及び窓口相談において原則３ヶ月に１回定期的に事業計画の進捗状況確を
行う。
・月に一度、WBS をもとに経営指導員等会議を行う。会議は、経営者と経営指導員が
中心となるが、適宜専門家は銀行等の関係者も交えて行う。
・巡回相談や窓口相談は、課題に合わせて随時行う。
・経営課題克服に資する経営力強化セミナー開催
（５）経営力強化策としてのスキルアップセミナー
計画実施の中で出てきた問題点や課題を克服する術のひとつとして経営力向上セミナ
ーを開催する。セミナーは、事業所毎に異なる経営課題に対応するため、幅広いジャン
ルで最新の経営手法をテーマとしたものを取り扱う。またテーマは独立性もあるが、全
テーマを受講すると経営における機能戦略を４年間で体系的に学べるようにバランス
もとる。
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（６）実施事業
第１期の反省による事業の効率化合理化と（１）から（５）に基き、次ページの４事
業を実施する。各事業につき、第１期の取組みと成果、第１期を経ての問題点・課題、
今季の取組みと期待効果等、３０年度から３３年度までの４年間の目標値を記す。
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区分
拡充

巡回

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
【取組】
【問題点】
第１期の取り組みとして、会議所内でチームを編成
現状の巡回は、全会員事業所への巡回は達成で
し、ローテーションを組んで、巡回を行った。その際に、 きていない。また、経営一般、金融など、小規模事
巡回訪問に不安を覚える事業所に対して、訪問の壁を 業者が直面する問題に対して、その都度の限定的
低くするため経営セミナーや補助金の案内チラシ等、 な課題の支援に止まる状況が多く、さらに、経営指
具体的な提案をもって訪問を実施した。
導員等各位が自分なりの戦略フローやトークスクリ
経営指導員等各位が自分なりの戦略フローやトークス プトを用意し、巡回を実施していたため、小規模事
クリプトを用意し、準備を整えてから巡回訪問をすること 業者の経営状況が組織的に把握できていなかっ
を心掛ける。
た。
【成果】
加えて、小規模事業者が持続的な経営発展を図る
第１期の成果として巡回数は当初の目標数と比較す ためには、事業者が自社の「強み」や抱えている経
ると達成出来ていないが、平成２７年度の巡回数から 営課題、経営環境を把握していく必要があるが、現
平成２８年度の巡回数は約９００件増加した。効率的に 状では小規模事業者の認識は十分とはいえない。
巡回を実施した結果、巡回数の増加につながったもの 【課題】
と考えられる。
上記の現状を鑑みて次期の課題としては、全会
また、積極的なセミナー誘致や経営課題への支援とし 員事業所への巡回と、経営課題、経営環境の把握
て専門家派遣等の対応を迅速に出来た。
と内容の共有とする。
今期の取組みと期待効果
【巡回時の取組】
前期の課題である全会員事業所への巡回を達成する為、第１期の取り組みと共に経営指導員等が具体的な
巡回目標を決定し一人 1 日 1 事業所の巡回を目標に計画的な巡回を行う。巡回時の経営相談で、経営分析
を実施し、経営課題を把握したうえで積極的なセミナー誘致や金融支援、販路支援、専門家派遣等の支援提
案を行う。経営指導員等各位が自分なりの戦略フローやトークスクリプトや支援レベルの差に影響されない適
切な分析、助言指導を行うため、中小企業基盤整備機構の経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」や「ロ
ーカルベンチマーク」地域経済分析システム（RESAS：リーサス）、「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、地図によ
る小地域分析ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ等も活用しながら、しっかりと経営分析を行い、財務状況（収益性・生産性・効率
性・成長性等）、キャッシュフロー、取引先数、商品・サービス別売上高・利益額の推移、顧客別売上高・利益
額の推移、原価、損益分岐点、従業員数の推移、顧客数の推移、納税状況、共済保険加入状況等を分析
し、事業者にフィードバックする。これにより事業者が把握していなかった自社の「強み」や「経営課題」を認識
できるようにする。
【支援内容の共有】
分析した個社の経営状況は、毎月１回開催する経営指導員等会議で共有する。目的は、担当の経営指導員
等一人では解決ができなかった経営課題の多面的な検討、業種ごとの経営課題の集約・分析、経営指導員
等の資質向上、スキルのすり合わせである。事業者自らが経営分析をしたうえで、事業計画を策定できるよう、
情報共有を図り、組織としてスキルを練磨し支援していく。
また、経営指導員等会議であがった業種特有の経営課題については、セミナー・研修会のテーマ等とするこ
とで、経営支援に活用する。
【事業計画策定時の取組み】
事業計画策定への理解が浅い小規模事業者に対してもその重要性を理解してもらうため、巡回・窓口相談時
にコミュニケーションをとりながら経営分析ニーズを探り、支援ツールを活用し、実現可能な事業計画策定・実
施につなげる。
【事業計画策定後の取組み】
担当した経営指導員等が四半期に一度合計４回以上事業所へ巡回やコンタクトをとり、事業計画と差異がな
いか、計画実行のため必要となる支援はないかを確認し、課題解決に該当するセミナーへの誘致や、高度な
経営相談に対しても、専門家連携協議会の中小企業診断士や税理士、社会保険労務士、デザイナー等の
専門家派遣事業等の支援提案を行う。事業計画における目標を達成できているかを定期的かつ継続的に確
認し、中長期的に一貫性のある事業経営を実行できるよう伴走型支援を行い、計画実現につなげる。
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（期待効果）
上記取組に対する期待効果としては以下の事が考えられる。
①会員事業所との連携が強まる。
②経営分析で事業所の経営状態を把握できる。
③全事業所の経営状況の把握により重点的に巡回や支援が必要な事業所が判断でき、巡回の効率化に繋
がる。
④経営状況及び支援の方法を経営指導員等間で把握することで、組織的な会員事業所の経営状況の把握
と経営指導員等能力向上につながる。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
巡回件数
2022 件
2100 件
2100 件
2200 件
2200 件

区分
拡充

窓口相談
第１期の取組みと成果

第１期を経ての問題点・課題

【取組】
【問題点】
事務所に経営指導員が必ず一人は常駐している状
①専門分野ではない相談の際に、経営指導員等
態で、窓口の開いている時間帯にいつでも相談を受 のヒアリング能力が不足していた。
けられるよう事務所内の体制を整えた。
②ＷＥＢ相談では相談人数が少なかった。
【成果】
【課題】
事前に電話やメールなどで相談申込みがあった
場合の他、アポなしで来所された場合にも柔軟に対 ①経営指導員等のヒアリング能力・知識力の向
上のための勉強会等が必要。
応できた。
②ＩＴを活用した相談窓口があることを小規模
相談内容に対しては当所から経営課題の解決方
法を提案し、高度な課題に対しては専門家派遣を実 事業者に知ってもらうため、周知活動を行なう。
施。また、経営力強化セミナーの参加も促せた。
会員外の事業所にも広く対応するためにＷＥＢ
相談（フェイスブック・メール）も実施し、事務所
窓口の時間外の相談にも対応できた。
今期の取組みと期待効果
【窓口における経営分析時の取組み】
窓口相談にこられる事業者にいつでも対応できるように、経営指導員等が 2 人以上（内 1 名は必ず
経営指導員である）常駐するよう事務所内の体制を強化する。
窓口での経営相談時に、経営分析を実施し、経営課題を把握したうえで積極的なセミナー誘致や金融支
援、販路支援、専門家派遣等の支援提案を行う。さらに適切な分析、助言指導を行うため、中小企業基盤整
備機構の経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」や「ローカルベンチマーク」地域経済分析システム
（RESAS：リーサス）、「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、地図による小地域分析ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ等も活用しなが
ら、しっかりと経営分析を行い、技術力・販売力の強み、市場規模・シェア、顧客リピート率等を分析し、事業
者にフィードバックする。これにより事業者が把握していなかった自社の「強み」や「経営課題」を認識できるよ
うにする。また、小規模事業者に対して経営分析・事業計画策定に関するセミナーへの誘致も行ない、経営
分析の重要性・必要性の意識を高めてもらう。
以上の取組みにより経営分析結果をふまえた上で実現可能な事業計画策定・実施につなげる。
【経営指導員等の支援内容の共有・資質向上】
分析した個社の経営状況は、経営指導員等会議で共有する。目的は、担当の経営指導員等一人では
解決ができなかった経営課題の多面的な検討、業種ごとの経営課題の集約・分析、経営指導員等の資
質向上、スキルのすり合わせである。事業者自らが経営分析をしたうえで、事業計画を策定できるよ
う、情報共有を図り、組織としてスキルを練磨し支援していく。さらに、経営指導員等の勉強会を行
ない資質向上を図る。
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【事業計画策定後の取組み】
担当した経営指導員等が事業所とコンタクトをとり、事業計画と差異がないか、計画実行のため必
要となる支援はないかを確認する。事業計画における目標を達成できているかを定期的かつ継続的に
確認し、中長期的に一貫性のある事業経営を実行できるよう伴走型支援を行い、計画実現につなげる。
【周知活動】
ＷＥＢ相談について、広報誌「かしはら商工ニュース」やホームページ、SNS 等で案内し広く周知を
行なう
【期待効果】
上記取組に対する期待効果としては以下の事が考えられる。
①会員事業所との連携が強まる。
②経営分析で事業所の経営状態を把握できる。
③全事業所の経営状況の把握により重点的に巡回や支援が必要な事業所が判断でき、巡回の効率化
に繋がる。
④経営状況及び支援の方法を経営指導員等間で把握することで、組織的な会員事業所の経営状況の
把握と経営指導員等資質向上につながる。
⑤勉強会を行なうことで、経営指導員等のヒアリング能力・知識力不足が解消でき、意識統一がで
きる。
⑥WEB 相談を周知することで会員外や窓口開いているの時間帯に来ることのできない小規模事業
者の相談に多く対応ができる。

ＫＰＩ
窓口相談
（カルテ数）
ＷＥＢ等相談
（相談事業所数）

現在
1763 件

目標
平成 30 年度
平成 31 年度
1784 件
1808 件

23 件

区分
拡充

30 件

36 件

平成 32 年度
1832 件

平成 33 年度
1856 件

42 件

48 件

専門家との連携支援

第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての課題

【取 組】
・連携協議会における情報交換、対応策の検討。各専門
家が連携し小規模事業者の経営分析、事業計画策定の支
援を実施。
・専門家との連携で、寄せられた解決難度の高い経営課
題に対し専門家派遣事業を通じて、アプローチが可能で
あり、地元に詳しい会員士業に頼むことで地域密着型の
支援ができる。
・若手経営者を対象とした知的資産経営に関するセミナ
ーや講習会の開催。
【成果】
協議会制度を活用実施することにより士業をは
じめとする専門家の交流と意見交換を図り小規模
事業者の問題解決に向けた支援事業を行うことが
出来た。また、専門家派遣等の事業を通じて経営指
導員等が伴走支援を行うことにより知識の向上と
専門家支援の技術をも会得することが出来た。本事
業に参加するために専門家が会員として入会する
など相乗効果が得られた。

多種多様な専門家を増強するために当所事業ＰＲを
より強化する。また専門家間でのネットワークや紹介
により専門家の得意分野を事前に把握してより多く
の専門家を組織する。
また、セミナー・講習会の充実を図るためにその立案
の際、当所専門家連携協議会専門家を起用とセミナー
の開催内容を細分化し、専門家の支援内容の充実を図
り、小規模事業者への支援体制の充実を図る。
第 1 期事業として「専門家連携協議会」「事業再生相
談窓口」「助成金・補助金」の各事業を専門家を活用
した「専門家との連携支援」として 1 本化して事業を
行う。
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今期の取組みと期待効果
①定期協議会会議の開催。
四半期に一度、連携協議会会議を開催し専門家同士による情報交換、無料相談会の計画、支援対応策の検討。
各専門家が連携し小規模事業者の経営分析、事業計画策定の支援を行い、若手経営者を対象とした知的資産経
営に関するセミナーと作成等を協議する。また、専門家同士の交流も行い、いわゆる「横の繋がり」を活用し
専門家自身の事業へも本事業効果により事業者の課題解決に向けて実施する。
②専門家派遣（相談）事業
専門家派遣（相談）事業は、弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、税理士、ＩＴ関
係等などの各種専門家による相談事業である。課題解決にあたっては、外部からの客観的、専門的な視点も重
要であるため、事業者が持つ専門性の高い経営課題に対しては、専門相談を活用し、対応を図る。助成金・補
助金、事業再生などの支援も本事業を活用し支援を図る。その際、経営指導員等はこれらの専門家に帯同し、
ノウハウの習得を図るとともに、相談後のフォローアップを行う。
③事前約型無料経営相談会事業
金融機関との定期合同会議により生まれた「金融・経営無料相談会」を３カ月に１度活用・開催し金融機関、
専門家が小規模事業者の課題解決に向けて事前約型相談体制を整える。相談時にも経営指導員等が帯同し、ノ
ウハウの習得を図るとともに、相談後のフォローアップを行う。また、相談会実施時に相談内容に合致する専
門家が不在の場合は専門家派遣により、スピーディーに対応し事業者支援に努める。
以上のように、専門家との連携で、寄せられた解決難度の高い経営課題に対してアプローチが可能であり、地元
に詳しい会員士業に頼むことで地域密着型の支援ができる。課題解決や事業計画の実現可能性を高めるためには、
現場での事業者指導に豊富な経験を持つ専門家の知見はとても重要である。事業者の経営課題のうち、専門性が
高く、かつ課題解決に長期間を要するものに対して、本事業を活用する。
目的
頻度
内容

活用方法

小規模事業者等の支援策についてより強固な支援策を実施すること
四半期に１回
①定期協議会会議の開催
②専門家派遣（相談）事業
③無料経営相談会事業
経営指導員等が巡回時での相談事項で小規模事業者等の問題等を早期対応解決に向け専門家
による支援を実施する。

ＫＰＩ
専門家による連
携支援
専門家派遣（相
談）による支援
事業所数
事前予約型無料
経営相談会回数

現在
2回
（平均１
回）
122 事業所
（平均 61 事
業所）
－

目標
平成 30 年度
平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年

四半期に１回

四半期に１回

四半期に１回

四半期に１回

60 事業所

65 事業所

70事業所

80事業所

四半期に１回

四半期に１回

四半期に１回

四半期に１回
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区分
拡充

経営力強化セミナー

第１期の取組みと成果
【取組】
小規模事業者が明日からでも自社経営に実施・活
用できるノウハウを習得できるよう、ＩＴを活用したマー
ケティング系セミナーや生産力向上・業務効率化の
ための人事・組織系セミナーを実施し、座学だけでな
くワークショップ形式を取り入れたセミナーを行った。
特に観光と、ものづくりに関するセミナーについては１
回スポットセミナーだけではなくシリーズ化して実施
し、より深く知識習得できるように努めた。
【成果】
平成 28・29 年度実績
全 35 講座 合計 133.3 時間
1 回スポットセミナー：22 講座（66.3 時間）
シリーズセミナー：13 講座（97.6 時間）

第 1 期を経ての問題点・課題
【問題点】
無断欠席や受講中の私語など、受講マナーのな
い受講生が見受けられ、他の受講生のモチベー
ションに影響をおよぼす等、セミナー運営に支障
きたすことがあった。
【課題】
受講者が集まりづらい内容のセミナーもあり、小
規模事業者がどのようなセミナーを求めているかリ
サーチした上で、事業者の事業改善につながるセ
ミナーを分野に偏りなく企画・実施していく必要が
ある。
第 1 期は管理会計や資金調達といったお金に
まつわるセミナーが未開催であった。

受講者数：1433 名

今期の取組みと期待効果
小規模事業者が経営に活用できる知識を習得し、事業経営に役立てられることを目的とし、事業者が求
めているテーマについて、リサーチしながら、分野に偏りなく、人材育成や財務管理、コスト管理、マーケテ
ィングなど経営力を高めるセミナーを実施していく。セミナー終了後には、アンケートにて内容や講師の満
足度について意見を収集し、事業所巡回時・来所時等には、習得した知識が実際に経営に役立てられて
いるか聞き取りを行い、更に事業者のニーズにそった内容で開催する。また、セミナー案内時に受講マナ
ーの厳守を啓発することで、円滑なセミナー運営を心がける。
＜開催予定セミナー＞
○かしはらものづくり塾（４回シリーズ／１回） ○かしはら観光塾（４回シリーズ／１回）
○マーケティング（１日スポット／２回）
○販路開拓（１日スポット／２回）
○人事・組織・労務（１日スポット／１回）
○パソコンスキルアップ（１日スポット／１回）
○税務・会計（１日スポット／１回）
○キャッシュフロー・資金調達（１日スポット／１回）
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
講座数
23
10
10
10
10
受講者数

940

300

300

300

300

⇒５．需要動向調査に関することにつき、次ページから
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５．需要動向調査に関すること【指針③】
第１期における取組と成果
【取 組】
○「かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）」と地域ブランド「古代大和飛鳥」に
通ずる新商品・サービス開発のためのヒントを得ることを目的に、数種の事業を実施し
た。橿原市・畿央大学・阪南大学・当所で産官学連携事業や異業種交流会・ビジネス交
流会を実施することによって、飲食店メニューやお土産物用スイーツを開発したり、観
光ルート開発のための調査をしたり、消費者嗜好を調査する見本市（モニタリング）を
開催し、消費者ニーズを調査した。
【成 果】
○産官学連携事業では、飲食メニュー・お土産物用スイーツを１６商品開発できた。
○見本市では、のべ２３店舗が地域ブランド「古代大和飛鳥」の歴史をモチーフにした新
商品や橿原市の素材を使った新メニューを開発し、一般消費者１８４名をモニターに約
１２００アンケートが取れ、商品のブラッシュアップに活用できた。
今回の申請における取組の方向性
【課 題】
①かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）につながるように、需要動向調査結
果を小規模事業者にフィードバックする必要がある。
【課題解決を踏まえた取組みの方向性】
①事業計画の策定等に役立つ需要動向に関する情報収集を、流通事情に精通する外部専門
家や現役バイヤーからのヒアリング、書籍、WEB サイト、各種データーベース等により常時行
い、得た情報を経営指導員による経営指導の際に小規模事業者に提供し、販路開拓や需要
に基づく計画策定等に活用する。
②小規模事業者が求めるレベルに応じて、各種新聞・書籍・専門誌、ネット情報、デー
ターベース（日経テレコム・きんざい業種別審査辞典DB 等）等により、小規模事業者
が取り扱う商品・サービスの需要動向に関する情報（市場規模・トレンド・同業有力
店の動向等）を収集・分析し、経営指導員が個別の事業者に提供し、需要動向を踏ま
えた事業計画の策定等に活用する。専門的な需要動向の把握と提供については、業界
動向に詳しい外部専門家等と連携し、個別に指導を行う。
（１）目標
事業所の新既の商品・サービスの需要動向や市場規模等から、消費者ニーズと市場
到達の可能性及び維持性を洗い出し、確実性の高い事業計画策定に繋げる。
（外部環境の分析）
（２）収集する情報
事業所が推したい商品やサービスの売れ行きや業界ごとのターゲット市場の規模
（層別、年代別、男女別人口）、業界情報等。
（３）分析・整理
経営指導員等による事業者へのヒアリングを行う。窓口相談、巡回相談、モニタリ
ング、各種アンケート、インターネット、業界専門紙、ビジネス交流会等で上記情報
収集し、トレンドを分析・整理する。
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（４）提供方法
該当する個社に対しては巡回時に巡回先にカスタマイズしたアンケート結果やモ
ニタリングの結果を提供する。該当以外はホームページや当所機関紙等で市場調査や
経済動向結果を掲載する。
（５）活用方法
新商品・新サービス開発のための参考資料として情報提供し、後のセミナーで理論
を学び、更にその後のかしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）やモニタリン
グで新商品・新サービスをテスト販売等に活用する。
（６）実施事業
第１期の反省による事業の効率化合理化と（１）から（５）に基き、第１期の６事
業を２事業に整理・統合し、次ページの事業を実施する。
各事業につき、第１期の取組みと成果、第１期を経ての問題点・課題、今季の取組
みと期待効果等、３０年度から３３年度までの４年間の目標値を記す。
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区分
拡充

モニタリング
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

【取組】
地域ブランド「古代大和 飛鳥」を意識した新商品・サ
ービス開発を行い、一般消費者を招き、アンケートを実
施し、その情報をもとに新商品・サービス開発に磨きを
かけ、完成品を後のうまいもん市や宮崎物産展事業で
のテスト販売につなげた。
【成果】

【問題点】
販売した新商品に対して完成後の追跡調査を実施
しておらず、販売促進支援等は販売展開支援がで
きていない。また、地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの作成まで至ってお
らず地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ商品として認知されていない。
【課題】
小規模事業者の商品スタイル、販売時期等を考慮
してのモニタリングの実施体制・実施時期・適正な
アンケート数を検討する必要がある。

地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを意識した商品が 1 年目は開発補助等もあ
ったことから、16 作品開発された。2 年目は開発補助金
がなかったこともあり 7 作品と減少した。結果的に新作
見本市開催後に「味・パーケージ・ターゲットの見直し
などのブラッシュアップを行い、1 年目は新商品をうま
いもん市並びに宮崎物産展事業において 8 商品のテ
スト販売に繋がった。2 年目は、７商品すべてにおいて
テスト販売を行い、自社での販売を実施した。地域ﾌﾞﾗ
ﾝﾄﾞを意識した新商品開発を行うことで各店舗において
地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを意識した新商品を開発する意欲が芽生
え始める結果となった。

今期の取組みと期待効果
新作見本市をモニタリング事業として実施する。商品スタイル、販売時期等を考慮して合理化、効率化したモ
ニタリングを各々小規模事業者での商品スタイルに合わせて実施できるよう体制作りを行う。
具体的には登録一般モニター約 100 名程度のモニター人材バンクを設立し、各事業所が新商品を開発した
時期・商品内容に応じて、２０～３０名を集合型又は訪問型のモニタリングを 1 年間で 2 回以上実施する。実
施体制に改善することで、各事業所で課題抽出をタイムリーに実施できるようになる。モニターアンケートの結
果を基に地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ商品として認知されるよう「味覚・パッケージ、顧客ターゲット」の確認を行いブラッシュア
ップ後の売り方や販売経路等の支援を行う。
目的
調査頻度
調査主体
調査内容
活用方法

新商品開発等のモニタリング支援
事業所の商品開発時等に応じて支援
事業者
新商品及び既存商品に対して、①味②パッケージ③価格④購入目的等
事業者の尖った商品の開発に役立てる。

※集合型のモニタリングとは、当所において集まったモニターに対して数社の事業所の商品を一同に集めて
モニタリングします。

ＫＰＩ
モニター商品数
（年平均モニター
商品数）
アンケート数
（年平均アンケート数）

ブラッシュアップ後
支援事業者数

現在

目標
平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年

28
（7）

10

15

20

20

600
（220）

300

450

600

600

７事業者

10 事業者

15 事業者

20 事業者

20 事業者
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区分
拡充

販路開拓商談（バイヤーヒアリング等）

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
【取組】
【課題】
小規模事業者は総じて情報発信力が弱く、大手中堅
第１期の取組より小規模事業者の参加状況等の分析より
企業バイヤー等との接触機会も少ない。これらに対応
次の課題が浮き彫りとなった。
するため、当商工会議所では大手・中堅企業バイヤー (１)商談が苦手な小規模事業者が多い。
等を招いた個別商談会を奈良県下初にて常時開催し
(２) 特色ある商品を持ちながら、販路開拓につなが
（毎月1 社以上を招聘）、商談機会を提供している。
らない。
【成果】
(３)商談より成約に結びついていない。
奈良県下では、当商工会議所のみ個別商談会を実施 (４) 現行の商談会形式でのマッチングは、面談す
していることから以下の成果が揚げられる。
る事業者をバイヤーが選定するため、商談を行
（１）商材発掘に意欲的な大手中堅企業バイヤーの招
う事業者の数が限られる。
聘が実現
(５) 商品の改善やマーケットリサーチの場に繋がっ
（２）地域内外より小規模事業者の商談参加
ていない。
（３）食品・非食品や海外販路向け等のカテゴリー別商
談の実現
（４）首都圏販路開拓向け商談の実現
今期の取組みと期待効果
【取組】
小規模事業者が単独では商談セットが難しい百貨店・スーパー等のバイヤーを毎月 1～2 社、個別に招聘
し、ニーズ情報や商談品目を提示。参加申込した企業の中から、バイヤーが選定した企業との商談をセット
し、商談機会を提供する。招聘バイヤー企業の選定にあたっては、小規模事業者の取り扱う商品の特性を訴
求するため、極力、「価格・量」よりも「質」に価値を求めるバイヤー企業を選定する。
①商談会参加バイヤー・商談会参加企業のニーズ調査（アンケート調査）を実施する。
②参加バイヤーには成約の可否だけではなく、デザイン・パッケージ・設定価格・容量等、商品を市場に投入
する上で改善すべきポイントについてのアドバイスを参加企業に行うよう依頼し、参加企業に商品の改善やマ
ーケットリサーチの場として活用してもらう。
③地域金融機関連携や広報誌・メール等で小規模事業者への最新情報提供を実現する。
【期待効果】
単に大手・中堅企業バイヤーを招聘するのでなく、小規模事業者の取り扱う商品の特性を訴求するため、極
力、「価格・量」よりも「質」に価値を求めるバイヤー企業を選定し、商談会参加バイヤー・商談会参加企業のニ
ーズ調査（アンケート調査）分析しながら、経営指導員等の巡回で、新たな小規模事業者掘り起こしながら商
談参加増加並びにマッチング成約数の増加を図れる。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度 平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
個別商談会
20 回
20 回
24 回
24 回
24 回
（回数）
商談数
148 商談
150 商談
180 商談
180 商談
180 商談
（年平均７４商談）
ﾏｯﾁﾝｸﾞ成約数
－
10 件
15 件
20 件
30 件
商談参加ニーズ
調査
－
100
120
150
150
（ｱﾝｹｰﾄ調査数）
参加事業所
商談参加ニーズ
調査
－
20
24
24
24
（ｱﾝｹｰﾄ調査数）
参加バイヤー
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以下、統合・廃止・カテゴリ変更等で第 2 期では実施しない第 1 期の事業
＊１）「会員アンケート」は「事業所アンケート（会員アンケート）」に拡充して
「１．地域動向調査に関すること」に移動
＊２）
「異業種交流委員会」は「新商品・新サービス・ブランドづくりのための事業交流
会）」に拡充して「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」に移動
＊３）
「ビジネス交流会」は「新商品・新サービス・ブランドづくりのための事業交流会）」
に拡充して「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」に移動

区分
廃止

Ｎｅｔアンケートサイト
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

【取組】
時間的・空間的制約を受けない特設サイトやフェイスブ
ックというＩＴを活用して、業況調査や事業満足度調査
等を実施してきた。調査結果を希望する小規模事業者
にフィードバックし、経営状況の外部分析に役立てても
らえた。
【成果】
しかしながら、アンケート回答率・フィードバック率は
１％にも満たず、十数社に限られた。

【問題点】
スマートフォンの普及もあり、特設サイトやフェイスブ
ックでアンケート回収回答を期待したが、ＩＴ上で回
答することに抵抗感を覚える小規模事業者が多か
った。また、実施回数やアンケート項目数の多さか
ら手間がかかるアンケートとなってしまい、回答する
ことに対するメリットもアピール不足だったため、回
答を控える小規模事業者が多数だった。（巡回時
や窓口相談時のヒアリングによる）

今期の取組みと期待効果
回答率・回収率の低さおよび小規模事業者のＩＴ媒体でのアンケートに対する抵抗感を鑑み、紙媒体で行う事
業所アンケート（会員アンケート）事業と業況アンケート事業に統合することとした。

⇒６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関することにつき、次ページから
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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】
第１期における取組と成果
【取 組】
○需要開拓事業は、経営発達支援事業の中でも当所が最も注力している事業である。その
中心は、
「かしはらビジネス商談会[ビジネスマッチなら（＊１）]」である。地域企業の
販路開拓・ビジネスマッチングに寄与するため、商談会・展示会・即売会やビジネス交
流会、新作見本市（モニタリング）（＊２）広報支援を実施してきた。
○販路開拓事業であるかしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）に繋がるように、
小規模事業者に新商品開発支援や既存商品のブラッシュアップ支援を実施してきた。
○新商品開発や販路開拓に臨む小規模事業者に補助金等受給のための資金調達に関する支
援も実施してきた。
（＊１）事前予約型の商談会や展示会等を毎年１０月中旬に実施している県下最大の販
路開拓事業
（＊２）新作見本市（モニタリング）をテストマーケティングの場として実施してきた。
当件に関しては、「５．需要動向調査に関すること」に記載。
【成 果】
○第 1 期では、需要開拓事業の中心となる商談会に関しては、商談会・展示会参加事業者
数６９０者、商談数１４７０件、販路開拓できた事業者数７０者、広報案内チラシ配布
部数 56,000 部という結果を得た。
○強みを活かした自社オリジナル商品を持ちながら、情報発信力が弱く、大手企業等との
接触機会も少ない小規模事業者に対して、大手企業バイヤー等を招いた大商談会や定期
個別ミニ商談会（２ヶ月に一度程度 1～2 社のバイヤーを招聘）、新商品開発や既存商品
のブラッシュアップに取り組んだ事業所の展示会、ビジネス交流会等（以上、販路開拓
イベント「かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら」）を実施し、商談機会を提供
できたばかりではなく、当所や連携先の機関誌や新聞折込等を通じて小規模事業者の情
報発信も展開でき、参加小規模事業者の取引先数増加や売上拡大に貢献できた。
今回の申請における取組の方向性
【課 題】
かしはらビジネス商談会の更なるにおける課題は、下記のとおりである。
①参加事業所の増加に伴う成約率の向上
②商談会に不慣れな事業所の指導・支援
③商談会形式以外の企業間マッ:チングの仕組みの強化
④経営指導員等の後方支援力の向上
⑤他地域の支援機関と中心とした連携先開拓
⑥事業広報の強化である。
【課題解決を踏まえた取組みの方向性】
商談成約率を向上させ取引先数の増加を狙うため、下記に取り組む。
これらの取り組みにより、新たな需要を引き寄せ、小規模事業者の販路開拓につなげる。
①需要動向調査を踏まえた売れる商品づくり
バイヤーへのヒアリング結果や旗艦店セレクトショップ等での消費者嗜好調査結果を事業所に
フィードバックし、新商品・サービス開発や商品パッケージや販売方法のブラッシュアップに取
り組む契機を、商談会に臨むための事前準備セミナーを開催することや流通に長けた専門家
を派遣すること等で提供していく。
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②ＩＴ活用（商談システムの機能強化）による参加事業への提供情報の量的・質的向上
自前のクラウド型商談システムにおけるバイヤーとサプライヤーの事業所情報（経営理念や業
歴等）や商品・サービス等、登録必須情報を充実させることで、商談会に参加する小規模事業
者やバイヤーが商談候補先選定にあたり、情報提供と相互理解の下での商談候補先選定の
仕組みの構築する。
③経営指導員等の伴走型支援力向上（資質向上）
商談会に参加する小規模事業者やバイヤーが商談候補先選定にあたり相互理解を深めるた
めに、これまで既存取引先以外に自社商品を提案してこなかった小規模事業者に対し
て、経営指導員が商談会等への参加を促し、商談の場に同席する（＊）ことで新たな販
路開拓への動機づけと商談対応のフォローアップを行う。小規模事業者が商談やマッチ
ングの経験を数多く重ねることを促し、きめ細かいフォローを行うことで成約率の向上
につなげる。また、販路開拓商談に関しては、全ての商談に経営指導員が同席し、バイ
ヤー企業のニーズの把握、商談のフォローアップを行う。
（＊）事業運営の都合上、かしはらビジネス商談会ではなく、当所で開催される販路開拓商談会
において、小規模事業者・バイヤー双方から同席承諾を得られた場合のみ。

④企業間マッチングの促進
現行の商談会形式でのマッチングは、面談する事業者をバイヤーが選定するため、商談
を行う事業者の数が限られる。さらに販路開拓の機会を拡げるため、商談会形式以外の
企業間マッチングの仕組みを強化する必要がある。
⑤他地域の支援機関と中心とした連携先
商談会については、他地域の商工会議所と有力なバイヤー企業等についての情報交換を
進めると同時に地域内の支援機関との連携を強化し、広報・周知に注力することで、新
たな参加者を掘り起こす。加えて、新たに民間信用調査機関等のデータを活用し、有力
なバイヤー企業や小規模事業者の販路開拓候補先の発掘を行い、商談会への招聘や商談
会以外の新たな形式での個別企業間のマッチング機会を提供することで小規模事業者
に対してより多くの販路を拓く。
⑥広報支援
広報の重要性を小規模事業者に周知していくとともに、情報発信が取引に繋がる様、誌
面構成を工夫していく。
↓第２期事業内容
（１）目標
本所最大規模を誇る販路開拓事業の『かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら
（＊）』
（商談会や展示会等）や販路開拓商談会で、商談成就による取引先数増加と商
品・サービスのアピールによる店舗誘客によって、売上の回復や拡大の契機をつくる。
＊「ビジネスマッチなら」とは
奈良県商工会連合会と連携し、事前予約型の商談会を始め即売会や展示会、モニー
会等を毎年１０月中旬に実施している。３０年度で８回目。
（２）考え方と支援対象
１）考え方
強みを活かした自社オリジナル商品を持ちながら、情報発信力が弱く、大手企業等
との接触機会も少ない小規模事業者に対して、大手企業バイヤー等を招いた大商談会
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や販路開拓商談会（２ヶ月に一度程度 1～2 社のバイヤーを招聘したミニ商談会）、
新商品開発や既存商品のブラッシュアップに取り組んだ事業所の展示会、ビジネス交
流会等（以上、販路開拓イベント「かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）」
）
を実施し、商談機会を提供できたばかりではなく、充実した情報発信も展開しながら、
参加小規模事業者の取引先数増加や売上拡大を図る。
『かしはらビジネス商談会』開催前は、商品開発づくりや交渉の仕方等の支援を行
い、開催後は、リピーター客の作り方や自社及び商品・サービス PR のための HP や
SNS プレスリリースの書き方等での情報発信支援を行う。開催中は同行交渉支援もあ
りうる。
２）支援対象
経営相談に始まり、事業計画を策定しビジネススキルを習得した小規模事業者、新
商品・サービス開発や既存商品のブラッシュアップをした小規模事業者、経営革新計
画等が認定された小規模事業者など、橿原商工会議所の経営指導を積極的に受けた意
欲ある熱心な事業所を支援する。
経営セミナーへの参加や国や市の補助金受給支援、㈱日本金融政策の「小規模事業
者経営発達支援融資制度」も活用した融資獲得支援等を当該事業所に優先的に行う。
（３）実施事業
第１期の反省による事業の効率化合理化と（１）から（２）に基き、第１期の１３
事業を４事業に整理・統合し、次ページの事業を実施する。
各事業につき、第１期の取組みと成果、第１期を経ての問題点・課題、今季の取組
みと期待効果等、３０年度から３３年度までの４年間の目標値を記す。
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区分
拡充

かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）

第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての課題

全体的に事業は推進・展開したものの、互いの団体間
での意思疎通・情報の共有化と連携団体組織下での事
業への認識不足等で、各事業への参加者や商談会への
登録が伸び悩んだ事に加え商談数がほぼ横ばいとな
ってしまい、思った以上の成果があげられず、各事業
者への事業告知・参加、商談会内容の設定、連携団体
下で本事業への認識向上策と組織の上層部が事業を
どのように動かす！という施策を構築する必要性等
の課題が浮き彫りとなった。
①事業全体と各個別事業告知が不十分
②各事業の参加・エントリー募集体制が不十分
商談会に臨む事業者数も年々増加し商談会にお
【今後の課題】
ける商談内容も回を重ねる毎に事業者の商談スタ
①商談会を中心とするエントリー数の増強をするた
イルがレベルアップしてきている。展示会における
めの体制づくりとその増強策。
展示装飾のブラッシュアップ事業により展示会と
②バイヤー企業の確保。
してのスタイルが充実し、来場者による評価を得て
③エントリー数、増加に伴う商談調整の方策。
いる。
④商談調整を行い、商談日時の案内を送付後、開催直
前や当日になって商談時間変更等への対応策。
⑤各事業案内パンフレット等を県内事業者に届ける
方策。
今期の取組みと期待効果
①大規模商談会の開催
事前予約型商談会として、バイヤー企業及びサプライヤー企業をエントリー形式にて集め２日間にわたり商談
機会を与え販路開拓を図る。
②展示・パッケージ等のブラッシュアップ支援
展示会ブースや商品パッケージ等について、デザインを専門とするデザイナーによりデザインのブラッシュア
ップ支援を行う。
③販路拡大に向けた売れる商品・サービス等の開発フォロー支援
④展示会等の開催
大規模商談会事業に合わせて展示や相談会事業を実施。
⑤商談時のフォロー（伴走型商談）
⑥小規模事業者向け商談ノウハウの講習会等開催
商談会に向けて商談に臨むための事前勉強を兼ね備えた講習会の開催
⑦各種専門家相談会・専門家派遣の開催
販路開拓に関する経営課題を解決するために専門家による支援を行う。
⑪県外等での個別商談会の開催
県外地域（主に近畿エリア外）でのバイヤー企業を招聘した販路開拓支援を行う。
見本市等への出展支援
見本市・商談会・展示会等へ出展する事業者へその経費の一部を助成する。助成内容は助成金として３０，０
００円程度とする。
県外等での販路ＰＲ支援
事業者が県外地域で特産品等の展示やミニ物産展等が開催できる会場を利用して商品等をＰＲする機会づくり
を作り、年１回程度の実施を行う。
⑫商談会後のフォローアップ支援
商談会を終えてバイヤー企業等へのアプローチの仕方等の対応方法について個別支援を行う。
「売れる商品・サービス」の開発フォロー支援、展
示会、パッケージ等のブラッシュアップ支援、商談
時の商談フォロー、商談会後のアフター支援、ビジ
ネスプランコンテスト・ビジネス交流会など多種に
わたる事業を展開。また、商談会はメインとなる商
談会の１回（２日間）に加えて、年間を通じて個別
商談会をより拡大開催、また２８年度から会場変更
を行い事業全体がより円滑に推進することで事業
者の販路開拓への機会を多く作り、奈良県最大の販
路開拓事業を目指す
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ＫＰＩ

販路開拓でき
た事業所数

現在
619 事業所
（年平均 310）
126 バイヤー
（年平均 63）
70 事業所
（年平均 35）
1,471 商談
（年平均 736）
70 事業所
（年平均 35）

パンフレット
等配布数

55,984
（年平均 27,992）

参加事業所数
バイヤー数
展示会
商談数

区分
拡充

目標
平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

370 事業所

400 事業所

400 事業所

400 事業所

60 バイヤー

60 バイヤー

60 バイヤー

60 バイヤー

28 事業所

28 事業所

28 事業所

28 事業所

850 商談

850 商談

900 商談

900 商談

40 事業所

45 事業所

50 事業所

50 事業所

28,000

28,000

28,000

28,000

販路開拓商談（商談会）

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
【取組】
【課題】
小規模事業者は総じて情報発信力が弱く、大手中堅
第１期の取組より小規模事業者の参加状況等の分析より
企業バイヤー等との接触機会も少ない。これらに対応
次の課題が浮き彫りとなった。
するため、当商工会議所では大手・中堅企業バイヤー (１)商談が苦手な小規模事業者が多い。
等を招いた個別商談会を奈良県下初にて常時開催し
(２) 特色ある商品を持ちながら、販路開拓につなが
（毎月1 社以上を招聘）、商談機会を提供している。
らない。
【成果】
(３)商談より成約に結びついていない。
奈良県下では、当商工会議所のみ個別商談会を実施 (４) 現行の商談会形式でのマッチングは、面談す
していることから以下の成果が揚げられる。
る事業者をバイヤーが選定するため、商談を行
（１）商材発掘に意欲的な大手中堅企業バイヤーの招
う事業者の数が限られる。
聘が実現
(５) 商品の改善やマーケットリサーチの場に繋がっ
（２）地域内外より小規模事業者の商談参加
ていない。
（３）食品・非食品や海外販路向け等のカテゴリー別商
談の実現
（４）首都圏販路開拓向け商談の実現
今期の取組みと期待効果
【取組】
小規模事業者が単独では商談セットが難しい百貨店・スーパー等のバイヤーを毎月 1～2 社、個別に招聘
し、ニーズ情報や商談品目を提示。参加申込した企業の中から、バイヤーが選定した企業との商談をセット
し、商談機会を提供する。招聘バイヤー企業の選定にあたっては、小規模事業者の取り扱う商品の特性を訴
求するため、極力、「価格・量」よりも「質」に価値を求めるバイヤー企業を選定する。
①商談会参加バイヤー・商談会参加企業のニーズ調査（アンケート調査）を実施する。
②参加バイヤーには成約の可否だけではなく、デザイン・パッケージ・設定価格・容量等、商品を市場に投入
する上で改善すべきポイントについてのアドバイスを参加企業に行うよう依頼し、参加企業に商品の改善やマ
ーケットリサーチの場として活用してもらう。
③地域金融機関連携や広報誌・メール等で小規模事業者への最新情報提供を実現する。
【期待効果】
単に大手・中堅企業バイヤーを招聘するのでなく、小規模事業者の取り扱う商品の特性を訴求するため、極
力、「価格・量」よりも「質」に価値を求めるバイヤー企業を選定し、商談会参加バイヤー・商談会参加企業のニ
ーズ調査（アンケート調査）分析しながら、経営指導員等の巡回で、新たな小規模事業者掘り起こしながら商
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談参加増加並びにマッチング成約数の増加を図れる。
ＫＰＩ
個別商談会（回
数）
商談数
ﾏｯﾁﾝｸﾞ成約数
商談参加ニーズ
調査
（ｱﾝｹｰﾄ調査数）
参加事業所
商談参加ニーズ
調査
（ｱﾝｹｰﾄ調査数）
参加バイヤー

区分
統合

目標
平成 31 年度

現在

平成 30 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

20 回

20 回

24 回

24 回

24 回

148 商談
－

150 商談
10 件

180 商談
15 件

180 商談
20 件

180 商談
30 件

－

100

120

150

150

－

20

24

24

24

新商品・新サービス・ブランドづくりのための事業交流会
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

異業種交流委員会を毎月１回開催し、ビジネス交流会
を実施することで各々企業間での情報収集を行うこと
はできたものの、事業所間の交流・情報交換の要素が
強かったことから、地域ブランドづくりを目的にした情報
収集調査が出来なかった。
委員各々の情報交換をすることができたことで、委員２
名による地域の産物（蓮の実）を提供する事業者と和
菓子を製造する事業者との間で新商品が開発された。
開発後において、地域の産物（蓮の実）を提供する事
業者の店舗と近隣の農産物直売センターにて販売を
開始。また、県外（宮崎県）における商品販売・ＰＲも実
施したが、知名度の向上には至っていない。

【現状】
・毎月１回の委員会を実施。異業種交流委員会の委員に
おける情報交換と販路拡大支援、委員間でのコラボ商
品の開発等を行っている。
・地域ブランド認定するため情報を集めるも情報収集が
不足しており、会議内で議論が進みにくい。
【課題】
・当地域に似合った地域ブランドの情報収集不足により
地域ブランド認定計画を作成し、商品を認定することが
出来なかった。
ブランド化できる素材（サービス）と事業所の商品・サー
ビス提供の市場を把握することができていない。

今期の取組みと期待効果
事業所間交流による新規ビジネス創出の機会をつくるため、ブランド認定事業を立ち上げ、新商品・新サービスを発掘
し、橿原ブランドとして発信する必要がある。
地域ブランド認定においては、１年目に管内における新たなサービス・商品等を調査し、地域ブランド認定基準、概要、
ネーミング、ロゴの構築を行う。２年目に第１回目となる地域ブランド認定商品の撰品会を開催する。３年目以降は撰品
会の回数を増やし、地域ブランドのPRについてプレス発表会を通じてマスメディアへのアプローチしながら、プロジェク
トを戦略的に進める。
具体的には、
①事業所間の交流による新規ビジネスの創出が重要であることからビジネス交流会を始めとした、種々の交流会を実
施。自社ＰＲから名刺交換、フリーミーティングと相互交流により人的な交流を図り、事業所間におけるコラボレーション
を誘発。新商品・新サービスの開発に向けた取り組みを支援し、また参加企業には自社ＰＲで強みをアピールできる工
夫をアドバイスし、マッチング成果の向上を図り、管内における新たなサービス・商品等を調査し、地域ブランド認定基
準、概要、ネーミング、ロゴの構築を行う。
②新商品・新サービスが完成をみた後は、ブランド認定事業で地域ブランドとして商品を認定する。
③認定した商品は、周知を図る目的でマスコミ発表会を通じて、県内マスコミ各社を始めとした、マスメディアへのアプ
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ローチを行う。橿原市の認知度調査による回答では「全く知らない」という声が3割強もあることから、まずは橿原市の知
名度の向上を図り、商品の広報周知に努める。
④新たにＳＮＳ（フェイスブックページ、ＬＩＮＥ＠）を設置、ツィッターともに拡散型の周知を行う。また、観光支援のホー
ムページともリンクした商品紹介ページを設置。ネット販売を行うとともに、県外にむけた周知を行い、橿原市のふるさと
納税返礼品として、橿原市の知名度向上と橿原市を訪れる観光客集客の一助となす。
⑤販売支援として、「ビジネスマッチなら」への出展、県外に向けた販路開拓出展、観光支援のホームページにてネット
販売支援を実施。
⑥橿原市の知名度向上とイメージアップ、ブランド化の推進を図り、小規模事業者等の販路開拓と顧客獲得につなげ、
地域の商工業活性化に寄与することを目標とし戦略的に進める。
よって、異業種交流会とビジネス交流会の事業内容を見直し、新しいビジネス創出機会の増大のための合理化を図る
ため、新たに新商品・新サービス・ブランドづくりのための事業交流会として両事業を統合し、実施する。

ＫＰＩ
新商品・新サー
ビス・ブランド作り
の為の事業交流
会

目標
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
交流会（会議を含 交流会（会議を含 交流会（会議を含
む） １２回
む） １２回
む） １２回
地域ブランド概
地域ブランド認
要・ロゴ・ネーミン 定
グを構築
５品

区分
拡充

平成 32 年度
交流会（会議を含
む） １２回
地域ブランド認
定
１０品

平成 32 年度
交流会（会議を含
む） １２回
地域ブランド認定
１５品

KASHIHARA 街ゼミ

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
【取組】
【問題点】
ふれいあいゼミナールでは、小売店の店主や芸術家、 子供の職業体験になりうる体験は微増したもの
技師等が講師となり、プロならではの専門的な知識や の、外国人観光客に「古代大和飛鳥」をPRできる
情報、コツを無料で受講者（お客様）に伝え少人数制 体験が作成できなかった。
の体験型ゼミを実施しました。体験型ゼミを通じて、将 【課題】
来を担う子供の職業体験にもなり、外国人客には「古 年間に1回の開催であることもあり、小規模事業者
代大和飛鳥」のＰＲに取り組んだ。
並びに受講者からも期間を分けて数回の開催を要
【取組】
望が多数ある。また、子供が参加しやすい期間にも
第１期前では市内及び近隣において周知不足してい 時期設定する必要がある。
たが、平成２７年度参加事業所数 ２２事業所 参加者
数約１００名、平成２８年度参加事業所数３９事業所 参
加者約３５０名となり、チラシに加えてタイムリーに状況
が確認できる特設ホームページ及びﾌｪｲｽﾌﾞｯｸでの情
報を発信することにより参加者が増加した。
今期の取組みと期待効果
今後は、KASHIHARAまちぜみと名称を変更し、８月頃と2月頃の2回の開催を予定し、参加小規模事業者数
の増加及び幅広い年齢層の受講者の増加を見込み、小規模事業者の認知度向上を目指す。また、市内中
心市街地にホテルがオープンすることから、中心市街地に賑わいをもたらす為に中心市街地及びその近郊の
小規模事業者の参加拡大を図る。その他に子供向け、外国観光客向けに遺跡体験などこの地の歴史を体感
できるゼミも実施する。

ＫＰＩ
参加事業所数
（年平均参加事業所数）

受講者数
（年平均）

現在
61社
(30.5社)
450 名
（２２５名）

目標
平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年

50社

55社

60社

70 社

450 名

495名

540名

630名
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以下、統合・廃止・カテゴリ変更等で第 2 期では実施しない第 1 期の事業
＊１）「新作見本市」は「モニタリング」に拡充して「１．地域動向調査に関すること」
に移動
＊２）「ビジネスプランコンテスト」は「３．事業計画策定に関すること」に移動
＊３）
「ものづくり相談所」は「ものづくり企業育成」に拡充して「３．事業計画策定に
関すること」に移動
区分
廃止

Ｎｅｔアンケートサイト

第１期の取組みと成果
【取組】
時間的・空間的制約を受けない特設サイトやフェイスブ
ックというＩＴを活用して、業況調査や事業満足度調査
等を実施してきた。調査結果を希望する小規模事業者
にフィードバックし、経営状況の外部分析に役立てても
らえた。
【成果】
しかしながら、アンケート回答率・フィードバック率は
１％にも満たず、十数社に限られた。

第 1 期を経ての問題点・課題
【問題点】
スマートフォンの普及もあり、特設サイトやフェイスブ
ックでアンケート回収回答を期待したが、ＩＴ上で回
答することに抵抗感を覚える小規模事業者が多か
った。また、実施回数やアンケート項目数の多さか
ら手間がかかるアンケートとなってしまい、回答する
ことに対するメリットもアピール不足だったため、回
答を控える小規模事業者が多数だった。（巡回時
や窓口相談時のヒアリングによる）

今期の取組みと期待効果
回答率・回収率の低さおよび小規模事業者のＩＴ媒体でのアンケートに対する抵抗感を鑑み、紙媒体で行う事
業所アンケート（会員アンケート）事業と業況アンケート事業に統合することとした。

区分
統合

助成金・補助金

第１期の取組みと成果
第 1 期を経ての問題点・課題
専門家派遣を通じ個別支援をおこない、事業者が助 持続化補助金、ものづくり補助金の申請数・採択率
成金・補助金の受給しやすい環境づくりを目指す。ま の向上。
た、経営指導員等においても専門家に頼るに至らない
相談に対して支援を行う。
持続化補助金は目標数値に届くも、モノづくり補助金
は目標まで至らなかった。
今期の取組みと期待効果
専門家派遣等の利用も含み専門家の意見が必要もあることから、「専門家連携協議会」
「事業再生相談窓口」
「助
成金・補助金」の各事業を専門家の活用した「専門家との連携支援」として 1 本化して事業を行うため統合。

区分
統合

制度融資等

第１期の取組みと成果
金融相談を受けた事業所に制度融資の紹介、制度融
資 PR と金融支援を行った。

第 1 期を経ての問題点・課題
制度融資 PR をホームページや SNS、商工ニュース
で周知を図るも周知不足の部分がある。金融施作
ガイドを電子化は未実施。

今期の取組みと期待効果
融資に関係しより一層の金融機関との連携も必要であることから、金融機関連携事業に統合する。
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区分
廃止

プレミアム商品券

第１期の取組みと成果
プレミアム商品券を発行し、大型店での利用が集中し
ないように小規模事業者での利用がしやすい仕組みを
作り、小規模事業者の顧客獲得と販路拡大、地域経済
の活性化につなげる。結果的に回数を重ねるごとに小
規模店での商品券の利用拡大に繋がった。

第 1 期を経ての問題点・課題
小規模事業者の売上拡大、顧客獲得に繋がった
が、小規模企業者支援と市民支援とのバランスから
考えると市民支援へのウエイトが高い。

発行総額 平成 27 年 5 億
平成 28 年 1 億
商品券使用率結果
平成 27 年 大型店 66％ 小規模事業所 34％
平成 28 年 大型店 58％ 小規模事業所 42％
今期の取組みと期待効果
行政事情により廃止

区分
統合

ビジネス交流会
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

【取組】
【問題点】
小規模事業者間で情報交換し、ネットワークを構築す 自社ＰＲプレゼン・名刺交換・フリーミーティング等
る機会づくりと自社ＰＲと販路開拓に繋がる場として実 の内容を盛り込むが、時間配分等で情報交換がで
施した。
きる時間が少なかった。
【成果】
【課題】
かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）と同時開 広報強化を図りながら、認知度向上に繋げ、参加
催することにより、事業所間のマッチングや販路開拓に 事業所が求める内容を分析しながら、事業内容を
繋がった。
検討しながら、異業種間での経営革新に基づいた
実施回数：3 回 参加者数：160 名
新商品・新サービス・地域ブランドづくり向上に繋げ
（1 年平均 54 名が参加）
ること。
今期の取組みと期待効果
1 回目の際に運営企画を異業種交流事業委員会にて実施している状況から、新商品・新サービス・ブランドづ
くりのための事業交流会に統合。

区分
統合

専門家派遣

第１期の取組みと成果
専門家に経営指導員等が同行し、専門知識が必要と
なる相談に対して、相談内容に応じることのできる専門
家の派遣を行った。

第 1 期を経ての問題点・課題
専門家への高度な相談等に対して、迅速的に相談
できることから、事業者の課題解決に繋がった。課
題として、事業所の相談内容を的確にヒアリングで
きるコーディネート能力の向上が必要であった。

今期の取組みと期待効果
専門家への連携が必要となることから専門家との連携支援に統合する。
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２．地域経済の活性化に資する取り組み
第１期における取組と成果
【取 組】
○産官学連携もしながら「古代大和 飛鳥」の歴史をモチーフにしたふるさと名物を開発し、
地域ブランドとしてＰＲ展開することや市内の空き店舗を活用して新店舗を創出するこ
と、市内店舗の認知度向上のための街ゼミ（＊）イベントによってインバウンドや旅行
客、市民の市内回遊性を高め、街のにぎわいを作り出すことに取り組んだ。
街ゼミ（＊）とは
商店主が講師となって、専門知識やプロならではのコツを無料で提供する少人数制のゼ
ミのこと。 お店の特徴・店主のこだわりや人柄を知ってもらい 、お客様と信頼関係を
築くことを目的としたイベント。当所では、「かしはらふれあいゼミナール」と題して
平成２７年度から実施。平成３０年度より新たに「この地の歴史を体感してもらえる」
ゼミを取り入れたKASHIHARA街ゼミとして実施する。
【成 果】
○「古代大和 飛鳥」の歴史（観光関連資源）をモチーフにした新商品が２３商品が出来
上がり、空き店舗を活用した新店舗は２２件誕生した。また、街ゼミでは延べ５９店
舗に固定客となりうる約450名が市内店舗を来訪した。街のにぎわいづくりの口火をき
ることには貢献できた。
今回の申請における取組の方向性
【課 題】
①「古代大和 飛鳥」の歴史（観光関連資源）をモチーフにした新商品が完成したもの
の、店舗の新商品として認知されたに止まり、地域ブランドとして認知されることは
なかった。ゆえに、橿原のふるさと名物であるという証を与える制度が必要である。
また、ＰＲの場として県内外の物産展に出品したが、行政事情で物産展が開催されなくな
る方向であるため、代替のＰＲ手段と販路開拓が必要である。
【課題解決を踏まえた取組みの方向性】
①街ゼミと空き店舗を活用した新店舗出店支援は、その効果を鑑み、第 1 期に引き続き実施す
る。
②地域ブランド認定の仕組みの構築
③マスコミも活用した広報活動
④地域ブランドの販路開拓に取り組む
↓第２期の事業内容
（１）今後の地域経済の方向性
橿原市の観光都市化施策の一助となるべく、
「古代大和 飛鳥」の歴史をモチーフに
した地域ブランドを展開していく。小売や卸売・サービス・観光業種が「古代大和 飛
鳥」をモチーフにして、ふるさと名物となりうる商品やサービスを新規開発したり、
観光ルートを開発したり、新店舗出店を促進したり、店舗誘導イベント実施したりす
ること及びＰＲ活動等によって地域のにぎわいを創出していく。
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（２）にぎわいを創出する事業と手順
以下のステップでにぎわいを創出していく。当該ステップを通じて、観光地づくりに
取り組む地域の担い手を育成していく。
１）ふるさと名物の開発
管内の事業所が、新商品・サービス開発セミナーを通じて、「古代大和 飛鳥」の
歴史（主に観光関連資源）をモチーフにした「ふるさと名物」の新商品・サービ
ス開発を促進し、地域ブランド創出に結実させる。
２）モニタリング
市内の女性中心のモニターバンクを立ち上げ、年２回以上、モニタリングを実施
することで、消費者の反応をみて商品・サービスおよびパッケージ等をブラッシ
ュアップを図り、売れる商品づくりと地域ブランドづくりに活かす。
３）かしはらの店舗認知度向上策
ふるさと名物を販売する店舗中心に橿原市内の店舗認知度向上を狙い、街ゼミ等や
空き店舗を活用した新店舗出店等の中心市街地活性化策を施す。
４）ポータルサイトや広報活動での情報発信
ふるさと名物販売店や観光スポット等の情報を掲載し、ネット販売機能も備えた
観光ポータルサイトを開設し、また地方局のテレビ・ラジオおよび新聞社・雑誌
等マスコミを活用し、「ふるさと名物」としての新商品・サービスを PR して販路
開拓につなげる。
（３）関係者間での情報共有方法
１）地域ブランド開発【拡充】
小規模事業者や橿原市、当所異業種交流事業委員会等との合同会議にて情報共有す
る。
（合同会議は、年に２回以上の開催を目標にして実施する。異業種交流事業委員会
は、原則毎月１度開催を目標として実施する。）
２）空き店舗を活用した新店舗出店【継続】
橿原市や当所空き店舗対策事業委員会、専門コンサルタント等との合同会議にて情
報共有する。
（合同会議は、原則毎月１度開催を目標として実施する。）
３）マスコミを活用した「ふるさと名物」PR【新規】
小規模事業者やマスコミ出身の専門家等と合同会議を設け情報共有する。
（合同会議は、年に 4 回開催目標にして実施する。）
（４）地域の魅力の特性
橿原市・高取町・明日香村の３行政区で飛鳥地域を指す。当該地域は、古代から飛鳥
時代にかけて日本の要所であったとされている。橿原神宮や藤原京、明日香石舞台古墳、
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飛鳥寺等、古代の歴史を彷彿させる歴史建造物や跡地が数多く残存し、インバウンドや
修学旅行生を中心に多くの観光客が訪れる。
（５）観光振興等を含む地域ブランド化
地域資源「古代大和 飛鳥」を地域ブランドとして活用し、売れる旅行商品を開発す
ると共に、継続して観光地づくりに取り組む地域の担い手を育成し、自立的経営へと展
開することで、観光地開発をビジネスへとつなげる。
具体的には、観光ルート開発や遺跡発掘体験型ゼミ等、地元店舗による「KASHIHARA
街ゼミ」を展開して、外国人観光客や国内旅行者の取り込みに繋げる。
（６）実施事業
第１期の反省による事業の効率化合理化と（１）から（５）に基き、第１期の５事
業を２事業に整理・統合し、次ページの事業を実施する。
各事業につき、第１期の取組みと成果、第１期を経ての問題点・課題、今季の取組
みと期待効果等、３０年度から３３年度までの４年間の目標値を記す。

- 57 -

区分
拡充

空き店舗対策事業・創業者出店支援事業
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

【取 組】
目下の課題は下記３点である。
中心市街地及びその周辺地域の街のにぎわいを取り ①申請者の掘り起し
戻すべく、橿原市と連携し、市内の空き店舗を活用し
確かに出店による街のにぎわい創出の一助とは
て事業を行う意欲のある事業主や創業予定者で厳正 なれているが、かつての中心市街地のような活気あ
なる審査に合格した者に対し、家賃や改装改築費の一 るにぎわい創出にはまだまだ出店数が必要である。
部補助をしてきた。要綱を改訂し、審査を担う事業対策 ②営業開始後のフォロー対応
委員会を立ち上げ、毎月採択等に関する審査会を開
店舗営業開始後に受ける相談の中でもっとも多
催し、事業の広報活動（4 半期に１度、橿原市広報へ いのが、店舗の存在をしってもらうための手立てに
の記事広告、当所ホームページやＳＮＳのコンテンツ 関する相談である。事業主が、店舗宣伝のための
更新）も充実させた。従来の申請書類の種類や様式も 広告費を事業準備金の中に充分に計上できないこ
大幅に変更し、事業計画書の提出を申請要件にする とにある。
などの事業継続性を判断できる情報収集手段に工夫 ③事業運営ノウハウの共有
を凝らした。
当事業運営に関して、特定の経営指導員等だけが
【成果】
携わっている状況が続いており、事業運営のノウハ
平成 29 年 10 月末現在で、２５名の店舗開店支援を行 ウが当該経営指導員等に粘着している。
った。（申請者は３５名）。様々な取組みの結果、事業
実施体制を整備することができたことにより、体制整備
前後で店舗営業開始後廃業率が格段に下がり（＊
１）、一般消費者の来店でにぎわいを取り戻しつつあ
る。また、審査会に経営指導員等が同席することで、事
業計画精査時の目利き力も養う副次効果も得た。
（＊１）当該補助を受けた事業所の店舗営業開始後廃
業は、平成２６年度以前は２９名の合格者数中２３名、
平成２７年度以降は２５名の合格者数中１名である。
今期の取組みと期待効果
引き続き橿原市と連携し事業を推進するが、第 1 期の課題解決にあたり下記のとおり対応する。
①申請者の掘り起しについて
申請者の多くが、当所ホームページを見て問合せ頂いたり、申請にこられることに鑑み、Ｑ＆Ａや合格者の声
など掲載情報を充実させ、事業ＰＲと活用促進を図る。
②営業開始後のフォロー対応について
店舗の認知度向上を支援する為、昨今必須アイテムとなっているＳＮＳやホームページ等のＩＴを活用したデ
ジタル媒体の広報に長けた専門家も活用したり、補助金使途で広告費が認めてもらえるよう行政に働きかけ
たりすることによって、店舗の広報支援を行う。
③事業運営ノウハウの共有について
業務マニュアルを整備し、所内ＯＪＴを推進し、今期中に経営指導員等４名が事業運営を担当できるよう育成する。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度 平成 33 年度
９件
支援件数
１２件
１６件
２０件
２４件
（年平均）
ホームページ
４回
６回
６回
６回
６回
情報発信
OJT による後継
０人
１人
１人
１人
１人
担当者育成
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区分
拡充

観光地域づくり事業
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

観光振興による地域活性化のために、広域連携（橿
原・明日香・高取）で観光に関する産官学事業に取り
組み、これまで観光資源としては気づかれていなかっ
たような地域固有の資源を新たに発掘調査実施し、観
光関係事業所の育成支援講習会等に取り組んだ。

近鉄観光列車（観光資源）での旅行商品企画は作
成したもののその他での観光ルートを明確に示すこ
とが出来なかった。橿原もしくは大和地域で滞留す
る新たな地域資源を橿原市観光基本計画から地域
資源の活用方法を見直し、体験プログラムや地域
資源を使ったメニュー開発等の開発並びにアウトプ
ット発信が必要である。

成果として、観光ルート６コース、旅行商品を３つ作成、
観光関係機関での会議、観光関係事業所の育成支援
講習会を実施することが出来た。
産官学連携し実施したが学生からの提案では観光要
素を明確にしにくく魅力ある観光ルートの開発に繋がり
にくかった。

今期の取組みと期待効果
①橿原市が計画する観光振興協議会への参加、コンテンツ開発の為の行政、観光関係団体等の協議を行
う。
②事業者向けの観光塾を実施し、橿原市観光基本計画にある第1フェーズのターゲットである歴史や考古学
に興味関心の高い、橿原ファンに対して事業者が観光塾を受講し考案する遺跡発掘体験などの体験プロ
グラムや地域資源を使ったメニュー開発を行う。さらに旅行業者等に売り込みを行うことのできる体験プログ
ラムや地域資源を使ったメニューを作成する。そして1回目で作成した観光ルートや旅行商品などを紹介し
た多言語対応のホームページを平成30年度に立ち上げ、作成する体験プログラムや地域資源を使ったメ
ニューと観光名所を結び付けた「見る・食べる・体験できる」ページを作成し、橿原市の魅力を紹介する。な
お、体験プログラム、地域資源を使ったメニューについては完成次第更新を行い、年度を追うごとに拡充を
図りホームページの充実度を図る。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
観光関係会議
４回
３回
３回
３回
３回
開催数
観光ルート
６ルート案
６ルート
―
―
―
確定数
観光塾受講者数
３０名
２０名
20名
20名
20名
（年平均参加者数）
（１５名）
計画数
２
４
４
５
５
（年平均数）
（１）
観光商品開発
３商品
0商品
５商品
８商品
１０商品
（年平均数）
（１．５商品） 計画立案年の為
HP アクセス数
未実施
18250
25550
29200
36500

以下、統合・廃止・カテゴリ変更等で第 2 期では実施しない第 1 期の事業
＊１）
「異業種交流委員会」は「新商品・新サービス・ブランドづくりのための事業交流
会）」に拡充して「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」に移動
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区分
廃止

うまいもん市

第１期の取組みと成果
地元の百貨店の催事会場に、橿原内の特産品等を扱
う事業所が即売会を実施。地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞをモチーフにし
た商品を販売し、古代大和飛鳥ブランドを PR できる。
第 1 期目において「古代大和飛鳥」をイメージした新商
品の販売を行った。

第 1 期を経ての問題点・課題
支援する事業所に限りがあり、参加する事業所す
べてが「古代大和飛鳥」をイメージした新商品を作
成するに至らなかった部分もあり、事業効果を見出
しにくい。

平成 27 年 売上 537 万円 参加事業所 20 社
平成 28 年 売上 1002 万円 参加事業所 25 社
今期の取組みと期待効果
行政事情により廃止

区分
廃止

橿原と宮崎の物産展

第１期の取組みと成果
姉妹都市宮崎市の百貨店の催事会場に、奈良県内の
特産品を扱う事業所が即売会を実施。地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞをモ
チーフにした商品を比較的集客力の高い宮崎市の百
貨店で橿原市と古代大和飛鳥ブランドを PR できる。第
1 期目において「古代大和飛鳥」をイメージした新商品
の販売を行った。

第 1 期を経ての問題点・課題
支援する事業所に限りがあり、参加する事業所す
べてが「古代大和飛鳥」をイメージした新商品を作
成するに至らなかった部分もあり、事業効果を見出
しにくい。

平成 27 年 売上 1638 万円 参加事業所 22 社
平成 28 年 売上 1462 万円 参加事業所 20 社
今期の取組みと期待効果
行政事情により廃止
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３．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取り組み
（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
第１期における取組と成果
【取 組】
○小規模事業者支援を行う県下商工会や地元金融機関、士業専門家等と連携し、地域経済
動向や需要動向、小規模事業者支援の在り方等の情報交換会を開催し、新たな需要開拓
を進める基盤の構築を行った。
【成 果】
○奈良県商工会連合会との合同会議（年６回以上）、金融機関との合同会議（年４回）、士
業専門家との合同会議（年１回）を開催した。会議で決定された小規模事業者支援とし
て、「かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）」を実施したり、金融・経営相談
会を実施したり、経営に関する合同相談会を実施し、小規模事業者の販路開拓支援と資
金調達に関する相談・解決や高度な経営課題の相談・解決に貢献できた。
今回の申請における取組の方向性
【課 題】
①商工会だけではなく他の商工会議所との情報交換を実施すること
②金融機関と情報交換結果に基く小規模事業者支援事業を展開すること
【課題解決を踏まえた取組みの方向性】
①第１期の取組みを継続しつつも、合同会議については、新たに他会議所とも小規模事業者支
援の在り方や販路開拓について情報交換を行う。
②小規模事業者の事業継続に関するセミナーの合同開催と販路開拓事業の協同広報を実施。
↓第２期事業内容
連携先と地域経済状況や管内事業所の経営状況（資金繰り状況等含む）、需要開拓状況、
セミナー、専門家派遣等の支援策の情報共有を図る。情報交換を通じて、小規模事業者へ
の新商品・サービスの開発・ブラッシュアップ等の高度経営支援サービス内容の質的向上
を志向し、県下大規模を誇る販路開拓事業の『かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチ
なら（＊））』に繋げ、最終的に取引先数増加による売上拡大に結実させる。
１）他支援機関との連携
奈良県商工会連合会と傘下の商工会、他の商工会議所と連携して、本会最大規模を
誇る販路開拓事業の「かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）」を開催する。
「かしはらビジネス商談会」を通じて、数多くの県内事業が新たな需要開拓に取り組
める基盤を築く。
①奈良県商工会連合会との定期合同会議（四半期に１度以上）【継続】
「かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）」における成約率向上をめざし、
事業企画や宣伝方法の決定及び進捗管理、反省会はもとより、ビジネス商談シートを
精査し、商談計画立案のために、四半期に１度以上、合同会議を定期開催する。
相手先：奈良県商工会連合会、県下商工会
②奈良県下商工会議所の次代を担う職員等による合同会議（四半期に１度）【新規】
次代を担う経営指導員等によるグループディスカッションを通して、奈良県内の地
域動向や小規模事業者支援内容を分析し、支援内容の再考・改善を図り、事業計画策
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定や販路開拓等の小規模事業者支援に反映させる。
相手先：奈良商工会議所、生駒商工会議所、大和高田商工会議所
③支援ノウハウに関する情報交換等（四半期に１度以上）【継続】
商品開発の仕方や景品表示法の理解、交渉スキル習得等、商談成立のためのセミナ
ーを複数回開催し商談前支援とする。
リピーターの作り方等のセミナー開催や専門家派遣によるブラッシュアップ、フォ
ロー巡回等を充実させ、商談後支援とする。
相手先：奈良県商工会連合会、県下商工会
④販路開拓商談会に関する情報交換等（四半期に１度以上）【拡充】
ビジネスマッチならのかしはらビジネス商談会機能のみを取り出し、主に『かしは
らビジネス商談会（ビジネスマッチなら）』に参加できなかった事業所を対象にして、
小規模の商談会を別途複数回実施することによって、販路開拓の契機を更に充実させ
る。
＊「かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）」とは
本会主催で、事前予約型のかしはらビジネス商談会を始め展示会、モニター会等を
毎年１０月中旬に実施している。２９年度で８回目。
２）地元金融機関等との連携
地元地域密着型の金融機関等と定期合同会議によって情報交換し、小規模事業者の
経営力向上に向けた支援に取り組む。
①小規模事業者の資金需要等に関する情報交換【継続】
経営指導員等が巡回や窓口相談により事業所の資金需要を把握し、小規模事業者と
金融機関がスムーズに融資相談を進められるよう、情報交換していく。
②支援ノウハウに関する情報交換等【継続】
経営改善計画策定支援事業への取り組み、事業資金調達や売上拡大手段としての販
路開拓を支援できるよう、専門家派遣やセミナー開催等で支援していく。融資に関
しては、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達 支援融資制度」も積極的に
活用し支援していく。
「かしはらビジネス商談会（ビジネスマッチなら）」の中で、ビジネスプランコン
テストを実施し、創業予定者や新規事業推進者等を支援する。
３）専門家との連携
当所会員士業で構成される橿原商工会議所連携協議会を中心に、事業所に対する高
度支援サービス状況の共有を主たる目的とし、定期や臨時で合同会議を設け、下記内
容を共有する。
①小規模事業者の需要動向等に関する情報交換【継続】
経営指導員等が作成したカルテを情報交換ツールとし、事業所の経営状況を把握
し、スムーズな専門家派遣を進め、高度化・多様化する経営課題解決に繋げる。
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②支援ノウハウに関する情報交換等【継続】
当所会員士業で構成される橿原商工会議所連携協議会を発足させ、ワンストップで
事業所の経営課題解決を図る。専門家派遣やセミナー開催等で専門家に同行しながら
支援ノウハウ・専門家情報を共有する。
４）事業実施
（１）から（５）に基き、第１期と同様に次ページ２事業を実施する。
各事業につき、第１期の取組みと成果、第１期を経ての問題点・課題、今季の取
組みと期待効果等、３０年度から３３年度までの４年間の目標値を記す。
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区分
統合

金融機関との連携支援
第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての問題点・課題

【取組】
地元民間銀行と政府系金融機関で小規模事業者等へ
の支援策につき定期開催の合同会議を設け、地域情
報を交換する場を設けた。スムーズな資金調達に向
け、融資を希望される小規模事業者の経営状況につ
いて情報共有を行うため、小規模事業者の経営改善
支援を目指した。
【成果】
「金融・経営相談会」と銘打ち、各金融機関を持ち回り
で２ヶ月に１回、各金融機関を会場とし金融相談・経営
相談を実施した。また、かしはらビジネス商談会の周知
活動や本番運営で協力体制と整えることができた。

【問題点】
金融・経営相談会を実施してはいるが、小規模事業者が
望んでいるスムーズな資金調達には繋がっていない。
依然として依然として政府系金融機関の制度融資による
斡旋が中心となっている。
【課題】
・各金融機関が保有する開示可能な情報と分析資料、橿
原管内の地域情報、景気動向や需要動向、創業者支
援、事業承継者・若手後継者の事業承継におけるノウハ
ウ等について情報交換を密にすること。
・交換した情報を、小規模事業者等の事業計画策定、販
路開拓、資金調達の相談について参考資料として活用
し、事業所の経営力向上につなげ、橿原市・奈良県の制
度融資を活用するとともに、連携・調整をしながら新たな
融資連携を強化すること。
今期の取組みと期待効果
地域経済や市内事業所等に関する情報交換を行い、小規模事業者等の経営力向上のための事業を、支援機関である
商工会議所と金融機関が相互協力して連携することにより、小規模事業者等の支援策について、より強固な支援策を実
施することを目的とする。第1期同様、四半期に一度の定期的な会議と経営・金融相談会を実施。
①小規模事業者の支援策に関する意見交換を行い、各金融機関が保有する地域情報と当所が実施した各種アンケー
ト調査の分析した情報を交換する。情報は経営指導員等が小規模事業者等の販路開拓や事業計画策定、補助金申請
や資金調達の参考として支援策に活用する。
②橿原管内の地域情報、景気動向や需要動向について情報交換を行い、政府系金融機関の制度融資のみならず、民
間金融機関独自の融資制度を把握することにより、創業者や小規模事業者等の資金調達の相談に対応する。
③創業者の開業率を高める手法やノウハウ、創業時の支援、また事業承継者、若手後継者の事業承継における親族内
承継や企業内承継、Ｍ＆Ａ承継等について情報交換し相談に対応する。
よって、第１期の金融機関との合同会議と制度融資等を統合させ、金融機関との連携支援として継続する。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度
平成 31 年度
平成 32 年度
平成 33 年度
金融機関との
４回
４回
４回
４回
４回
連携支援会議
経営・金融相談会で
17社
の事業所支援数
（17社）
16社
16社
20社
20 社
（年平均支援者数）
＊Ｈ２８より実施

区分
拡充

専門家との連携支援

第１期の取組みと成果

第 1 期を経ての課題

【取 組】
・連携協議会における情報交換、対応策の検討。各専門家
が連携し小規模事業者の経営分析、事業計画策定の支援
を実施。
・専門家との連携で、寄せられた解決難度の高い経営課題
に対し専門家派遣事業を通じて、アプローチが可能であり、
地元に詳しい会員士業に頼むことで地域密着型の支援が

多種多様な専門家を増強するために当所事業ＰＲをより
強化する。また専門家間でのネットワークや紹介により
専門家の得意分野を事前に把握してより多くの専門家を
組織する。
また、セミナー・講習会の充実を図るためにその立案の
際、当所専門家連携協議会専門家を起用とセミナーの
開催内容を細分化し、専門家の支援内容の充実を図り、
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できる。
小規模事業者への支援体制の充実を図る。
・若手経営者を対象とした知的資産経営に関するセミナー 第1期事業として「専門家連携協議会」「事業再生相談窓
や講習会の開催。
口」「助成金・補助金」の各事業を専門家を活用した「専
【成果】
門家との連携支援」として 1 本化して事業を行う。
協議会制度を活用実施することにより士業をはじめ
とする専門家の交流と意見交換を図り小規模事業者の
問題解決に向けた支援事業を行うことが出来た。また、
専門家派遣等の事業を通じて経営指導員等が伴走支
援を行うことにより知識の向上と専門家支援の技術をも
会得することが出来た。本事業に参加するために専門
家が会員として入会するなど相乗効果が得られた。
今期の取組みと期待効果
①定期協議会会議の開催。
四半期に一度、連携協議会会議を開催し専門家同士による情報交換、無料相談会の計画、支援対応策の検討。各専
門家が連携し小規模事業者の経営分析、事業計画策定の支援を行い、若手経営者を対象とした知的資産経営に関
するセミナーと作成等を協議する。また、専門家同士の交流も行い、いわゆる「横の繋がり」を活用し専門家自身の事
業へも本事業効果により事業者の課題解決に向けて実施する。
②専門家派遣（相談）事業
専門家派遣（相談）事業は、弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、税理士、ＩＴ関係等など
の各種専門家による相談事業である。課題解決にあたっては、外部からの客観的、専門的な視点も重要であるため、
事業者が持つ専門性の高い経営課題に対しては、専門相談を活用し、対応を図る。助成金・補助金、事業再生など
の支援も本事業を活用し支援を図る。その際、経営指導員等はこれらの専門家に帯同し、ノウハウの習得を図るととも
に、相談後のフォローアップを行う。
③事前約型無料経営相談会事業
金融機関との定期合同会議により生まれた「金融・経営無料相談会」を３カ月に１度活用・開催し金融機関、専門家が
小規模事業者の課題解決に向けて事前約型相談体制を整える。相談時にも経営指導員等が帯同し、ノウハウの習得
を図るとともに、相談後のフォローアップを行う。また、相談会実施時に相談内容に合致する専門家が不在の場合は
専門家派遣により、スピーディーに対応し事業者支援に努める。
以上のように、専門家との連携で、寄せられた解決難度の高い経営課題に対してアプローチが可能であり、地元に詳し
い会員士業に頼むことで地域密着型の支援ができる。課題解決や事業計画の実現可能性を高めるためには、現場で
の事業者指導に豊富な経験を持つ専門家の知見はとても重要である。事業者の経営課題のうち、専門性が高く、かつ
課題解決に長期間を要するものに対して、本事業を活用する。
目的
小規模事業者等の支援策についてより強固な支援策を実施すること
頻度
四半期に１回
①定期協議会会議の開催
内容
②専門家派遣（相談）事業
③無料経営相談会事業
活用方法
経営指導員等が巡回時での相談事項で小規模事業者等の問題等を早期対応解決に向け専門家
による支援を実施する。

ＫＰＩ
専門家による連
携支援
専門家派遣（相
談）による支援
事業所数
事前予約型無料
経営相談会回数

現在
2回
（平均１
回）
122 事業所
（平均 61
事業所）
－

目標
平成 30 年度
平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年

四半期に１回

四半期に１回

四半期に１回

四半期に１回

60 事業所

65 事業所

70事業所

80事業所

四半期に１回

四半期に１回

四半期に１回

四半期に１回
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（２）経営指導員等の資質向上等に関すること
第１期における取組と成果
【取 組】
○経営指導員等の支援能力の向上については、記帳指導・税務指導といった従来の経営指
導に必要な能力向上に加え、小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、自社
の持続発展につながる提案型指導ができるよう、コンサルティング力を習得・強化する
ことに取り組んだ。
○小規模事業者が抱える高度化・多様化した経営課題に対して、ソリューション提案し、
持続発展に結実する経営支援体制の基盤を築き強固にすることに励んだ。
【成 果】
○第１期では、当所の自主開催勉強会、中小企業大学校の研修や奈良県商工会連合会等経
営指導員等研修会に延べ１０８人が参加し、合計約５２３時間をかけて資質向上に取り
組んだ。
○小規模事業者支援に必要な経営知識や支援ノウハウを習得し、事業計画策定支援に活か
せた。小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金等の補助金採択増加やマル経融資
の事故率低下等、小規模事業者の経営改善にもつながった。
今回の申請における取組の方向性
【課 題】
①経営指導員等一人ひとりが得た支援ノウハウを共有する仕組みの見直しが課題であ
る。共通フォーマットでの等を使用したものの、経営指導員等一人ひとりが得た支援
ノウハウが未だにその個人に粘着しているためである。
【課題解決を踏まえた取組みの方向性】
①経営指導員等の意識改革を図り、商工会議所がこれまで以上に小規模事業者の課題を
自らの課題として捉え、小規模事業者への支援をより充実させていく。記帳指導・税
務指導といった従来の経営指導に必要な能力向上に加え、小規模事業者の悩みを聞き
出し、指導していく為のコミュニケーション能力の向上を目的とした所内研修会を実
施していく。
②日本商工会議所や中小企業大学校、中小企業基盤整備機構等が開催する研修会につい
て、経営指導員に限らず全経営指導員等が積極的に参加し経営知識の向上を図る。
③販売促進やマーケティングといった小規模事業者の利益の確保に直結する知識、能力
の向上を図るとともに、金融機関等の協力を得ることにより、決算書や貸借対照表、
損益計算書といった指導業務の基本となる財務諸表を読み解くスキルを底上げする。。
④個社情報について、企業情報、経営分析状況、事業計画をファイリング、データとし
て記録・整理することで、経営指導員等の誰もがすぐに個社状況を確認出来る体制を
取り、担当している経営指導員等が不在になった場合においても、応対した経営指導
員等が相談に対応出来るよう、組織内の情報の共有化を図る。第三者事業評価委員の
助言もあり、記録するファイリングデータはローカルベンチマークのフォーマットお
よび経営計画つくるくんに集約する。
⑤中小企業診断士等、専門家による小規模事業者の指導の際には、経営指導員等が専門
家の指導方法や指導内容を今後の指導に活かせるよう取り組み、資質向上を図る。
⑥支援マニュアル等で各経営指導員等個人の経験や能力による属人的な支援から脱却し
て組織全体での支援内容の標準化と支援力の底上げを図る。
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↓第２期事業内容
第 1 期同様、経営指導員等の支援能力の向上については、記帳指導・税務指導といった従
来の経営指導に必要な能力向上に加え、小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応
し、自社の持続発展につながる提案型指導ができるよう、コンサルティング力を習得・強
化する。小規模事業者が抱える高度化・多様化した経営課題に対して、ソリューション提
案し、持続発展に結実する経営支援体制の基盤を築き強固にする。
１）目標
①事業計画書策定及び実施のための指導・支援力の強化
事業者が自身で事業計画書の作成して実践できるようになるまで指導・支援がで
きる。経営安定化のためにも各種共済の推進も行う。
②経営に関する知識の習得
創業および事業承継、経営改善に必要な経営知識を習得し、経営支援の現場でそ
れらの知識を応用することができる。
③ヒアリング力の強化
小規模事業者が持つ問題点および課題を把握でき、的確なアドバイスまたはカウ
ンセリングができる。
④情報およびその発信の充実
様々な小規模事業者の多様化するニーズに対応し、必要に応じて情報を提供でき
る。また、経営発達事業にともなう国の小規模事業者施策活用のための具体的な手
順を、経営者に対して示すことができる。
２）支援能力向上の仕組み
①勉強会での支援ノウハウの収集・整理
・週１回の巡回・窓口相談等結果報告ミーティング
・定期開催の銀行との合同会議
・四半期に１度の専門家との合同会議
以上の会議等で得た「事業所情報とその支援の仕方等の情報」をもとに、全経営
指導員等を対象として毎月開催する勉強会等で共有し、活用を促すとともに、実
際の支援事例を踏まえて随時ブラッシュアップを行い、支援ノウハウを収集・整
理する。
②事業所支援ノウハウの補充【拡充】
①で収集・整理した情報をもとに、他の経営指導員等が積上げた支援実績事例の
検証・擬似体験をし、自己が習得必要と思った事業所支援に関する知識・ノウハウ
等を補充する。月に１度以上設ける所内勉強会での習得を図る
③実践
②で補充した支援ノウハウを、巡回指導や窓口相談、事業計画策定支援等で
実践していく。
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④ ①から③を繰り返す
スパイラル型の当該工程を踏むことにより、経営支援能力向上を目指す。
３）必須支援ノウハウ等の習得方法
経営指導員等に求められる資質は、総合性（企業経営全般に関する対応能力）であ
り専門性（特定専門分野に関する能力）である。
これらのノウハウは、中小企業大学校主催の研修や中小企業診断士等の専門家を招
いての独自研修会、所内勉強会、先輩・ベテラン経営指導員等による OJT・OFF-JT を
通じて習得する。
４）支援ノウハウ等を組織内で共有する体制【見直し・拡充】
①支援ノウハウ等を組織内で共有する体制
経営指導員等個人の経験や能力による属人的な支援から脱却し、組織全体での支援内
容の標準化と支援力の底上げを図る。
中小企業基盤整備機構が提供しているアプリケーションソフト「経営計画つくるく
ん」や経済産業省が提供している企業の健康診断ツール「ローカルベンチマーク」に
経営相談の結果や分析結果をデータ登録し、情報共有していく。
当該登録データをもとに、諸々の会議や勉強会で小規模事業者の支援方針を決定
し、提案していく。
②支援ノウハウ等共有ツールと共有情報
ツール

事業所情報

経営計画
つくるくん

企業概要、事業コンセプト、市場分析結果、競合分析結果、自社分析
結果、３年後の目標、目指す方法、業種、売上状況、利益状況等

ローカル
ベンチマーク

１．6 つの指標
①売上高増加率（売上持続性）、②営業利益率（収益性）
③労働生産性（生産性）
、④EBITDA 有利子負債倍率（健全性）
⑤営業運転資本回転期間（効率性）
、⑥自己資本比率（安全性）
2.4 つの視点
①経営者への着目
経営者自身について、ビジョン、経営理念、後継者の有無
②事業への着目
企業及び事業沿革、技術力・販売力の強み、技術力・販売力の弱
み、IT の能力、イノベーションを生み出せているか
③企業を取り巻く環境 関係者への着目
市場規模・シェア、競合他社との比較、顧客リピート率、主力取引
先企業の推移、従業員定着率、勤続日数、平均給与、取引金融機関
とその推移
④内部管理体制への着目
組織体制、経営目標の有無、共有状況、社内会議の実施状況
人事育成のやり方システム
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事業所支援
マニュアル

下記の支援につき、支援手順、ポイント、対話の仕方
「巡回・窓口相談」、「専門家派遣」、「経営計画作成支援」、「販路開拓
支援」、「創業支援」、「空き店舗対策事業支援」、「補助金・助成金申請
支援」、「共済制度手続」
「マル経推薦支援」、「税務申告支援」等

５）実施事業
第１期の反省による事業の効率化合理化と（１）から（５）に基き、次ページの事
業を実施する。第１期の取組みと成果、第１期を経ての問題点・課題、今季の取組
みと期待効果等、３０年度から３３年度までの４年間の目標値を記す。
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区分
継続

支援資質向上勉強会

第１期の取組みと成果
経営支援力を向上させるべく、課題に沿った勉強会を
開催し、資質向上を図った。経営指導員だけではなく
全経営指導員等が、当所の自主開催勉強会、中小企
業大学校の研修や奈良県商工会等経営指導員等研
修会等にのべ１０８人が参加し、合計約５２３時間をかけ
て資質向上に取り組んだ。
経営指導員はもとより、全経営指導員等が自身の得意
とする分野に関しては、専門性の高い相談に対しても
経営指導員等自ら対応したり、専門家をコーディネート
できるようになった。

第 1 期を経ての問題点・課題
課題は下記２点である。
①体系化されたテーマで定期開催すること
勉強会を開催したものの、不定期であり、マーケ
ティングにしても労働にしても税務にしても、どの
テーマも完結することなく終えたため、断片的な
知識・ノウハウの習得となり、経営指導員等の理
解度に差ができたため。
②事業所支援マニュアルを制作すること
第１期で経営指導員等各々が得られた支援に
関する知識やノウハウが依然として経営指導員
等個人に粘着している。どの経営指導員等が担
当になっても、同様の内容と質で経営に関する
支援ができるように標準化された支援ノウハウを
全経営指導員等が共有する必要がある。

今期の取組みと期待効果
①体系化されたテーマで定期開催することについて
２ヶ月に一度、月初に定期的に、窓口相談の支援事例や支援策からテーマを決め、経営指導員等各々
が擬似コンサルティングを体験する形式の自主勉強会を行ない、事業所支援に関する知識やノウハ
ウの共有を図る。
②支援ノウハウの共有について
経営指導員等各々が勉強会や研修で得た事業所支援に関する知識・ノウハウを、販路開拓や労務等、相
談分野別に分類し、分野別の支援マニュアルを作成する。
以上の取組みによって、支援に必要な知識を修得する専門分野ではない相談の際に、不足してい
たヒアリング能力・知識力不足を解消し、担当できる分野を増やすことができる。加えて、経営指
導員等の事業所支援の在り方に対する意識統一を図ることもできる。
目標
ＫＰＩ
現在
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度
平成 33 年度
自主勉強会開催
３回
６回
６回
６回
６回
回数
（不定期）
（２ヶ月１回）
（２ヶ月１回）
（２ヶ月１回）
（２ヶ月１回）
支援マニュアル作成
未実施
２分野以上
２分野以上
２分野以上
２分野以上
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（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
第１期における取組と成果
【取 組】
〇経営発達支援事業の円滑な実施を図るため、経営発達支援事業の評価及び見直しのため
の PDCA サイクルを構築した。
〇事業の成果・評価・見直しの結果を、レポートにまとめ、管内に配置するとともに特設
サイトを設け公表した。
〇定例当所機関紙等（毎月発行）においても経営発達支援事業の実施結果等を公表した。
【成 果】
〇外部有識者で構成される第三者事業評価委員各位の講評や助言で、実施事業の強化ポイ
ントや改善ポイント、あるいは効果が見込めそうもない事業や連携先事情で継続に難が
ありそうな事業の速やかな整理・統合・廃止を検討できたため、多少の未実施事業はあ
ったものの、概ね大きな問題を起こすことなく事業を実施できた。
＊第三者事業評価委員会から、
「実施事業をひとつひとつ細かく紐解けば個々に課題も出
てくるだろうが、大勢に影響のない範疇である。効率化・合理化を進め、実りある事業
に昇華させていくことを継続すれば、橿原商工会議所の経営発達支援事業における目標
は達成できる域にあると期待できる。橿原市は「まち・ひと・しごと」地域総合戦略で、
観光都市化に向けた政策展開に重点を置いており、それは平成３１年まで続く。ゆえに、
「個の支援」、「面の支援」ともに現枠組内で、ＰＤＣＡを回しながら進め、課題をひと
つひとつクリアし、効率化・合理化を進め、目標成就に励んでほしい」とあった。
今回の申請における取組の方向性
常議員会のレポート承認後に特設サイト制作するため、当該年度の事業実施結果の公表が已
む無く次年度になってしまうが、第三者事業評価委員を基軸にした事業の評価・見直しの実
施体制および運営には、当所・第三者事業評価委員ともに、その他事項も含めて特段の問
題点・課題もないとの認識であるため、引き続き第１期の取り組みを継続する。
↓第２期の事業内容
毎年度、本計画に記載の事業の実施状況および成果について、以下の方法により評価検
証を行う。
１）外部有識者の活用
畿央大学教授や橿原市（連携先である産業振興課以外の部署）、NPO 法人ファーミ
ア、奈良県経済産業協会、日本政策金融公庫等金融関係の有識者で構成される第３
者事業評価委員会により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案等の講評提示を
行う。
２）事業の評価及び見直しをするための仕組み
第３者事業評価委員会において、事業の評価・見直しの方針を決定する。

- 71 -

以下、事業の評価及び見直しをするための仕組み（経営発達支援事業の PDCA）

＊実施月は変更の可能性あり。
＊第３者事業評価会議は、２月を常会とし、その他の期間内は適宜臨時開催とする。
事業の成果・評価・見直しの結果については、常議員会へ報告し、承認を受ける。
３）関係者への結果等閲覧可能性
事業の成果・評価・見直しの結果を、管内掲示板や橿原商工会議所のホームページ
（http://kashihara-cci.or.jp/）で期間中公表する。また、当所機関紙等（毎月発
行）においても公表する。
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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１１月現在）
（１）組織体制
①現組織図
専務理事・・・・・・・・・・・・・・１名
理
事・・・・・・・・・・・・・・１名
事務局長・・・・・・・・・・・・・・１名
事務局次長兼中小企業相所長・・・・・１名
経営指導員
中小企業相談所長補佐兼経営支援係長・１名
経営指導員
経営指導員（地域活性係長）・・・・・１名
経営指導員（経営支援係）
・・・・・・１名
経営支援員（地域活性係）
・・・・・・１名
経営支援員（経営支援係）
・・・・・・１名
一般職員・・・・・・・・・・・・・・１名
臨時職員・・・・・・・・・・・・・・３名
総務課（４名）
経営支援員（総務課長）・・・・・・・１名
経営支援員（総務係長）・・・・・・・１名
臨時職員・・・・・・・・・・・・・・２名
合 計・・・・・・・・・・・・・・１７名
（内経営指導員・・・・・・・・・・４名）
（内経営支援員・・・・・・・・・・４名）

②経営発達支援事業実施体制

事務局長・・・・・・・・・・・・・・・１名
中小企業相談所（１０名）
経営指導員
（事務局次長兼中小企業相談所長）・・・１名
経営指導員
（中小企業相談所長補佐兼経営支援長）
・・１名
経営指導員（地域活性係長）
・・・・・・・１名
経営指導員（経営支援係）
・・・・・・・・１名
経営支援員（地域活性係）
・・・・・・・・１名
経営支援員（経営支援係）
・・・・・・・・１名
一般職員・・・・・・・・・・・・・・・１名
臨時職員（地域活性係）
・・・・・・・・・１名
臨時職員（経営支援係）
・・・・・・・・・２名
総務課（４名）
経営支援員（総務課長）・・・・・・・・１名
経営支援員（総務係長）・・・・・・・・１名
臨時職員・・・・・・・・・・・・・・・２名
合 計・・・・・・・・・・・・・・１５名

（２）連絡先
住所：奈良県橿原市久米町 652-2
名称：橿原商工会議所
Tel :0744-28-4400
Fax :0744-28-4430
Mail:info@kashihara-cci.or.jp

橿原商工会議所の経営発達支援事業実施にあたり、

職員全員参加型のプロジェクト体制を構築する。
そのため、総務所属の職員が、中小企業相談所に兼
務率を定め所属する形態をとる。
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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
30 年度
(平成 30 年
4 月以降)
必要な資金の額

31 年度

42,552

42,552

32 年度
42,552

千円）

32 年度
42,552

・経済動向調査
関連事業費

4,630

4,630

4,630

4,630

・経営分析等
関連事業費

1,820

1,820

1,820

1,820

・事業計画
関連事業費

6,000

6,000

6,000

6,000

・需要開拓
関連事業費

19,250

19,250

19,250

19,250

・地域経済活性化
関連事業費

10,252

10,252

10,252

10,252

・資質向上
250
250
250
関連事業費
（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。
調達方法
事業所等負担金 市補助金

国補助金 県補助金

会費収入

賦課金

（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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250

（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
関する事ページ
連携する内容
・巡回
・窓口相談
・外部相談窓口
・業況アンケート
・事業所アンケート
（会員アンケート）
・専門家との連携支援
・経営力強化セミナー
・事業計画策定セミナー
・創業・事業承継支援
・資質向上勉強会

連携事業
内容

・モニタリング
・新商品・新ｻｰﾋﾞｽ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
づくりのための事業交流会
・KASHIHARA街ゼミ
・販路開拓商談会
・ビジネスマッチなら
かしはらビジネス商談会
・空き店舗対策事業
・観光地域づくり

金融

・業況アンケート
・金融機関との連携支援
・事業所アンケート
（会員アンケート）
・創業・事業承継支援

機関
・橿原市
専門家連携
協議会等

・広域連携
協議会トライ
アングル

橿原商工
会議所
・他支援機関
・研究機関

・外部相談窓口
・ものづくり企業育成
・専門家との連携支援
・小規模・セーフティ共済

国

・金融機関との連携支援
・ビジネスプランコンテスト
・もんづくり企業育成
・モニタリング
・新商品・新ｻｰﾋﾞｽ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
づくりのための事業交流会
・KASHIHARA街ゼミ
・販路開拓商談会
・ビジネスマッチなら
かしはらビジネス商談会
・空き店舗対策事業
・資質向上勉強会

・外部相談窓口
・業況アンケート
・事業所アンケート
（会員アンケート）
・金融機関との連携支援
・モニタリング
・新商品・新ｻｰﾋﾞｽ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
づくりのための事業交流会
奈良県
・KASHIHARA街ゼミ
・販路開拓商談会
・ビジネスマッチなら
かしはらビジネス商談会
・専門家との連携支援 ・空き店舗対策事業
・観光地域づくり

連携者及びその役割

連携の有効性
（橿原商工会議所から見た有効性）

【高度支援サービス】
専門家派遣、セミナー等の
高度支援サービスを提供し
やすくなる。
【地域事情にそった支援】
地元専門家が中心である
ため、地域事情にそった
支援が可能。
【職員の支援資質向上】
専門家派遣同行による
伴奏支援力の強化が望め
る。

金融
機関

【管内経営状況の把握】
事業所の経営状況が把握しやすくなる。
【融資機会】
事業所の資金調達の機会を増やせる。
【職員の支援資質向上】
企業分析力をはじめとする支援力向上が望める。

会員士業

・橿原市

登録専門家

・広域連携

【ビジネスマッチング】
県内での有数規模の
・他支援機関
商談会が展開できる。
【登録専門家の活用】
・研究機関
優秀な専門家情報を
共有できる。
【支援情報の共有】
支援情報を共有できる。
【ﾌﾞﾗﾝﾄﾞづくりのための事業交流】
・地域ブランド商品開発・サービスと
展開が可能になる。

協議会

橿原商工
会議所

【地域活性化事業推進】
地域ブランド商品・サー
ビス開発に協力して頂ける
【会議所事業のPR】
市広報誌に会議所事
業を掲載して頂ける
【市内事業所の要望】
市長との懇親会等を通じ
て管内事業所の意見
を伝え、協力依頼できる。

奈良県
【制度融資】
事業所に資金調達の機会を
増やせる

国
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【高度支援サービス】
よろず支援拠点を通じて、専門家派遣、セミナー等
の高度支援サービスを提供しやすくなる。
【情報提供】
国や県の補助金・助成金情報を提供してもらえる。

連携体制図等

連携先一覧
名称

役職

氏名

所在地

電話番号

郡山 尚

633-0091
奈良県桜井市桜井 281-11

0744-42-9001

株式会社日本金融政策
支店長
公庫奈良支店

上村 誠

630-8115
奈良県奈良市大宮町 7-1-33

0742-36-6700

橿原市

市長

森下 豊

634-8586
奈良県橿原市八木町 1-1-8

0744-22-4001

飛鳥広域行政事務組合
（橿原市・高取町・明
日香村）

管理者

森下 豊

634-8586
奈良県橿原市八木町 1-1-8

0744-21-1108

奈良県

知事

荒井正吾

630-8501
奈良県奈良市登大路町 30

0742-22-1101

公益財団法人
奈良県地域産業振興
センター
奈良県よろず支援拠点

理事長

奥田喜則

630-8031
奈良県奈良市柏木町 129-1

0742-81-3840

会頭

880-0811
宮崎県宮崎市錦町 1-10
米良充典
宮崎グリーンスフィア壱番館
(KITEN)7 階

大和信用金庫

宮崎商工会議所

会長
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0985-22-2161

630-8213
奈良県奈良市登大路町 38-1

奈良県商工会連合会

会長

中井神一

畿央大学

学長

635-0832
冬木正彦 奈良県北葛城郡広陵町馬見中
4-2-2

専門家連携協議会
世話人
634-0071
代表
髙野利明
髙野利明社会保険労務
奈良県橿原市山之坊町 85-42
士・行政書士事務所
※専門家連携協議会は平成 27 年 4 月発足。
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0742-22-4411

0745-54-1601

0744-25-2244

