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経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

瀬田商工会（法人番号 6160005000453） 

大津市（地方公共団体コード 252018） 

実施期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

目標 

地域の小規模事業者を取り巻く経営環境は、人口減少や高齢者社会の進行以

外にも、「深刻化する人手不足」、「急速なグローバル化」「情報通信技術の急速

な進歩と他分野への普及」「インバウンド需要の拡大」「働き方改革の必要性」

など対応すべき経営課題は山積しており、小規模事業者はこれらの多様な環境

変化に対応していかなければならない。 

更には、先般の新型コロナウイルスの影響により、小規模事業者の経営環境

はリーマンショック以来の未曽有の経済危機に直面しており、自助努力では、

事業継続する事が困難な状況に陥っており、小規模事業者の持続・発展を目指

すには、これらの環境変化に耐えうる事業者の育成に取り組み、地域内資金循

環を目指す。 

事業内容 

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】 

地域の経済動向と業種別の採算動向等を捉え、小規模事業者に有効な支援策

を立案するために、定期的に必要な情報を収集・整理・分析し、提供する。 
２．需要動向調査に関すること【指針③】 

需要動向調査の結果を、整理・分析・提供し、支援事業者の事業計画の策定 

や、新たな需要開拓に寄与する事業を効果的に実施できるようにする。 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の経営課題を抽出、その解決に向けた支援を行い、効果的な 

事業計画策定支援を行うことを目的に、経営状況の分析を行う。 

４．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

経営分析を行った事業者、事業計画策定セミナー・創業セミナーの参加者等の 

創業希望者を対象とした事業計画策定支援を行う。 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画に従って行われる事業の実施に伴い発生する、様々な経営課題に 

対して、伴走型の指導・助言を行う。 

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】 

ＢtoＢ及びＢtoＣ向けに支援内容を分類し、事業所に応じて、支援方法を 

変えて販路開拓を行う。 

７.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事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

②経営指導員等の資質向上等に関すること 

③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 

８．地域経済の活性化に資する取組 

地域経済と福祉の融合による革新的な地域のビジネスモデルに取り組む企 

業を育成支援する為、「絆づくり経営推進委員会」等の設置や、「絆づくり 

経営プロジェクト」の取組推進を行う。 

連絡先 

瀬田商工会  520-2141  

〒520-2141 滋賀県大津市大江４丁目 18番 10号 

 TEL077-545-2137   E-mail: info@setacai.com 

大津市産業観光部 商工労働政策課   

〒520-0037 滋賀県大津市御陵町３－１ 

TEL077-528-2754   E-mail: otsu1601@city.otsu.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．目標 

 

<第 1期における取組と評価等> 

 第 1期の経営発達支援計画においては、Ａ１エリア３商工会（瀬田・栗東市・野洲市)合同による 

事業として取り組み、過去の取組み結果を踏まえつつ、成功事例を共有して地域の課題を解決するた

め、共同して以下の目標達成に向けた経営発達支援事業を実施する。 

 2016 年（平成 28 年）4 月 1 日からの５ヵ年間の内４ヵ年を終了した時点での事業評価委員会（令

和 2年 4月 13日開催）における評価結果の概要は以下のとおりであった。 

〔第１期経営発達支援事業の目標〕 

（１） 人口増加の続く滋賀県南部に位置するという特色を生かし、地域内での小規模事業 

者間の受発注機会の増加や地域住民等への販路開拓の支援を行い、地域内資金循環の 

促進を行う。 

（２） 地域経済と福祉の融合による革新的な地域のビジネスモデル（効率最優先の経営か 

ら脱却し、顧客重視の非効率な部分も含めた経営を、柔軟な発想により採算ベースに 

乗せ、計画的に事業の継続が図れる経営）に取り組む企業を育成支援する。 

※一例として、買い物場所を失った「高齢者」と、大型商業施設に商圏を奪われた「小 

規模事業者」がお互いに WIN TO WIN の関係が構築できるよう、地域住民のニー 

ズ把握結果を基にした事業実施及び情報発信による支援が挙げられる。 

（３）上記（１）（２）を実現する事業を中心としながら、広く商工会の活動結果を毎年検証 

して改善実施することを通じて、真に地域に必要とされる事業を連携して実施できる 

仕組みを定着させる。 

〔第１期経営発達支援事業の事業評価〕 

①経営発達支援事業に係る数値目標について 

地域の経済動向調査の達成度が８０％前後にとどまっているという状況を鑑み、組織改革

や人材育成を含む抜本的な業務改革に取り組み、実効性が発揮できる戦略的な改善策の検

討が望まれる。 

②経営発達支援事業の成果・効果について 

経営支援事例報告書の見直しにより、商工会内部において職員間の知見の共有が実現した

ことが見て取れ、売上・利益率等の定量的な面で事業効果が表れているものと判断できる。 

③経営発達支援事業を実施するための事務局体制について 

当該年度は、定期巡回など支援先企業との間のコミュニケーションを促す努力がなされて

おり、引き続き、支援先企業とのコミュニケーションの質と量についての計測指標を精査

し、事務局全体としてコミュニケーション能力を高めることを期待する。 

④商工会の業務の見直しについて 

全体として業務時間の総量が増えており、特に今後はコロナ禍における事業者への支援業 

務等、さらなる業務量増大が見込まれる事から、既存の業務構造の大胆かつ戦略的な効率 

化が求められる。 
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これらの事業評価を踏まえ、令和元年度の小規模事業者支援法改正により、今後の本計画において

は、地域課題への対応や効果的な支援実施の為、市町村と共同で計画を策定し、支援体制を構築する

事が求められる。 

そこで、３商工会が共同で実施した事業での支援スキル及び情報共有体制について、効果的な事業

については必要に応じて共同実施する体制は継続しながらも、支援先に対して継続的なコンサルティ

ング機能を向上させ、各商工会の位置する地域特性に応じて行政と連携しながら小規模事業者支援を

行うため、３商工会による共同申請は発展的に解消し、第２期計画は個々の商工会が各市町と共同し

て策定することとした。 

 

<今回の申請における取組> 
 

（１）地域の現状と課題 

①現状 

ア．立地 

瀬田は、滋賀県大津市の東エリアに位置し、南北に

6km、東西に12km、中央部がくぼんで南北約3kmのひょう

たんのような形をしており、西部分は、琵琶湖の下流

である瀬田川に面し、北部は草津市と接する平地部と

なり、東部および南部は山間部へと連なっている。 

歴史は古く、近江朝廷以後、近江国庁が設置される

等、日本三代名橋の一つ「瀬田の唐橋」を中心に交通の

要衝として栄えてきた。 

昭和２年に町制がしかれ、昭和30年に上田上村と合

併、さらに42年に大津市と合併。当時の人口は約2万人

であったが、昭和44年JR瀬田駅が開業、49年近江大橋

開通、55年名神高速道路瀬田西ｲﾝﾀｰ・63年瀬田東ｲﾝﾀｰ

の開設、63年京滋バイパス開通など周辺の道路の整備

と共に、昭和51年滋賀医科大学、55年県立図書館、59年

県立美術館、60年びわこ文化公園、平成元年龍谷大学

等の新しい教育文化施設が誕生し、関西のベッドタウ

ンとして、現在人口7.7万人のまちに発展してきた。 
 

イ．人口（表１・２） 

瀬田の所在する大津市は、滋賀県の県庁所在地であり、全国的にも数少ない人口増加地域で

あるが、中でも瀬田地域は若年層を中心とした人口割合が高い地域でもある。 

大津市の特徴的な要因として昼夜間人口比率が県庁所在地の中で特に低く、京阪神のベッド

タウンとして、若い世代の転入があり、合計特殊出生率も増えたことから、2020年までは増加

するもののそれ以降は人口減少局面に入り高齢化は進展すると思われ、瀬田においても大津市

全体の傾向を踏襲するものと思われる。 

 
（表１）大津市の人口推移            （表２）大津市の高齢化の推移 
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ウ．交通環境（図１） 

瀬田を取り巻く交通環境は、中央部には名神高速道路が斜めに横切り、これに並行して西側

に東海道新幹線、京滋バイパス、国道一号線、ＪＲびわ湖線等の国土幹線が走り、琵琶湖瀬田

川沿岸には湖周道路、交通の要衝として名高い「瀬田唐橋」を通る旧東海道、また、県道大津

牧長野線、県道大津能登川彦根線等の主要幹線が町中を縦断している。 

  （図１）瀬田地域の交通網 

 

エ．産業構造（表３） 

    瀬田地域の事業数は、前回の経済センサスでは1612事業者（内、小規模事業者1210事業者） 

であったのが、110％増の1,787事業者(小規模事業者109％の1321事業者)と増加傾向にある。 

これは、人口増加に伴う小売・飲食業の増加によるものであり、小売・飲食・サービス業が全 

体の約６割を占めており、建設業・製造業はそれぞれ全体の７～８％にとどまる。 

 
（表３）瀬田管内の事業所数内訳（経済センサスより） 

業種 事業所数 構成比 

建設業 １４３ ８．００％ 

製造業 １２６ ７．０５％ 

卸売業 １３０ ７．２７％ 

小売業 ３７７ ２１．１０％ 

飲食・宿泊業 ２５１ １４．０５％ 

サービス業 ３７３ ２０．８７％ 

その他 ３８７ ２１．６６％ 

事業所数合計 １，７８７ １００％ 

内小規模事業者数 １，３２１ ７３．９２％ 
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・第１次産業 

  瀬田地域の第1次産業は、南部の上田上学区を中心に代々から続く営農者が多いが、昨今 

 は後継者不足により生産量が減少傾向にある。主な農作物としては、上田上米や菜の花等の 

 収穫が行われている。 

また、琵琶湖から流れる瀬田川が隣接している事から、古くより漁業が行われており、昭 

和中期迄は瀬田の基幹産業であったが、昨今は主な水産資源であった地域資源に指定されて 

いる「セタシジミ」の減少により、後継者不足も相俟って縮小傾向である。 

  

・第２次産業 

全国の中核市と事業所数・就業者数を比較したところ、当管内における第２次産業の事業

所数は約15%であり、同程度となっている。 

当管内の第２次産業の特徴として、鉄鋼や金属加工業等を中心に国内外にシェアを有する

中小企業がある一方で、龍谷大学の共同研究施設（写真１）が立地している事から、ベンチ

ャー・開発型の企業も多い。近年では、産学連携による共同開発等も積極的に取り組まれて

おり、製造技術・ナノテクノロジー、環境・医療健康、IT関連、ロボット技術等の新事業創

出に取組む事業所も増加基調である。 

一方で、管内東南部に位置する桐生地域においては、江戸時代より豊富な地域資源を生か

した雁皮紙の加工（写真２）による金銀糸等の撚糸加工が行われており、その技術は県の無

形文化財として地域資源にも指定されており、昨今はそういった伝統技術を生かした衣料品

や雑貨等の最終製品への加工に取り組む事業者も増えてきている。 

 
    （写真１）龍谷大学の共同研究施設（REC）    （写真２）雁皮紙の手漉き加工の様子 

 

・第３次産業 

全国の中核市と事業所数・就業者数を比較したところ、当管内における第３次産業の事業

所数は約85%であり、他の中核市と同水準となっている。 

瀬田駅を中心とした学園通り及び瀬田川に面する西部エリア周辺に商業地域が集約してお

り、特に昨今は西部エリア周辺の住宅開発が進んだ事で、スーパーやホームセンター等の大 

規模商業施設の出店が年々増加しており、それに対して、瀬田駅開業前の中心市街地であっ

た瀬田唐橋東詰周辺には高齢者が多く、商店街は衰退傾向にある一方で、介護施設等は増加

傾向にある。 

  特に、駅前を中心に、金融業・専門サービス業・教育機能（学習塾等）・生活サービス 

業・娯楽業など、労働環境や都市生活の利便性を向上させる業種が集積して立地している。 

 

②課題 

人口増加に伴い、大規模小売店舗や大手資本の小売・飲食店等が増加傾向にある事から、地 

元の小規模事業者の経営環境は厳しい。また、先般のコロナウイルス感染症による影響で、 

飲食業や宿泊業が大きなダメージを受けており、事業者の自助努力では回復が見込めない状 

況となっており、新たな販路拡大・売上に直結する対策が求められる。 

また、後継者や人材不足の解消等、事業継続に必要なマンパワーの課題を抱えており、地 

域内における人的資源の有効活用に対する方策も求められる。 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10年程度の期間を見据えて 

大津市の人口が、10 年後には、約 331,000 人（約 10,000 人の減少）に減少する見通しであ 

る。減少の大半は生産年齢人口であり、労働力不足に拍車がかかる。また、事業所の高齢化も 

進み、社会コミュニティの維持が大きな課題である。 

今後は小規模事業者が行う、創意工夫を凝らした地道な販路開拓や業務効率化の取組を支援 

することで、企業の競争力強化を図ることが必要と考える。 

そこで、小規模事業者がどのように効果的に AI やロボテックスを導入し、課題解決に向けた 

事業活動ができるかを支援していく体制を整備する必要がある。 

また、少子高齢化が今後加速していく中で、国内市場は確実に縮小していく中、地域のブラ 

ンド強化を進め、販路拡大に向けたブランド商品の開発支援に取り組む事が大切である。 

一方で、規模で劣る小規模事業者は資金やノウハウが乏しく、海外市場の販路開拓は難しい 

現状だが、希望する事業者へはジェトロ滋賀貿易情報センターと連携して、ブランド力の育成、 

ブランド商品の開発支援に取り組んでいくことが必要と考える。 

 

②大津市中小企業振興計画との連動性・整合性 

大津市では、１０年後のあるべき姿を将来像として、この将来像を実現するために平成２８ 

年４月から５カ年間の間に取り組むべき「大津市中小企業振興計画」が策定されている。 

【基本方針１】 

自ら考え行動する「経営者」の育成と支援 

【基本方針２】 

小さくても魅力ある事業者が活躍できる環境整備 

【基本方針３】 

中小企業の創業・転入につながる施策・事業の展開 

【基本方針４】 

中小企業の競争力を高める戦略的施策の推進 

【基本方針５】 

地域経済活性化と都市格向上のための中小企業振興施策の推進 

 
  （図２）大津市ホームページより抜粋 
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以上の５つの基本方針に連動して、瀬田商工会では、小規模事業者へのきめ細やかな伴走支 

援により、事業者にとって身近で相談しやすい環境を整備するとともに、行政と連携した創 

業支援、小規模事業者の事業計画策定の推進、地域産業資源を市場化した販路開拓機会の提 

供等を実施する。 

 

③瀬田商工会としての役割 

当会は、地域総合経済団体として、小規模事業者の経営課題を見つけるとともに、その原因 

と分析、解決方法について、事業者とともに取り組むことが重要と考えている。 

特に、商工会法施行時より 60年間当地域の商工業者に寄り添い、瀬田の発展とともに共に歩 

んできた絆を生かし、コロナ禍において多大な影響を受けている地域小規模事業者を支える良 

きパートナーとして、大津市内に点在する中小企業支援機関等とネットワークを構築し、多角 

的・総合的かつきめ細かな伴走支援を行う瀬田地域唯一のワンストップ支援窓口として、小規 

模事業者の持続的発展を推進し、地域内資金循環を図る。 

 

（３）経営発達支援事業の目標（図３） 

地域の小規模事業者を取り巻く経営環境は、前述の人口減少や高齢者社会の進行以外にも、

「深刻化する人手不足」、「急速なグローバル化」「情報通信技術の急速な進歩と他分野への普及」

「インバウンド需要の拡大」「働き方改革の必要性」など対応すべき経営課題は山積しており、

小規模事業者はこれらの多様な環境変化に対応していかなければならない。 

更には、先般の新型コロナウイルスの影響により、小規模事業者の経営環境はリーマンショ

ック以来の未曽有の経済危機に直面しており、自助努力では、事業継続する事が困難な状況に

陥っている事から、小規模事業者の持続・発展を目指すには、これらの環境変化に耐えうる事

業者の育成に取り組み、地域内資金循環を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 （図３） 

①小規模事業者の現状把握、事業計画の策定支援 【目標の達成方針１～４参照】 

小規模事業者自身が経営状況を把握して事業計画を策定し、目標をもって経営を行うことによ

り今後の地域変化や商業環境の変化に対応しながら持続的発展をしていくことにより、小規模事

業者数の減少を抑制することを目標とする。  

 

②新たな魅力ある商品やサービスの開発支援【目標の達成方針３～５参照】 

 小規模事業者に対し、情報提供、中長期的な事業計画の策定支援、新商品開発支援、金融支援

を通じて、新たなビジネスモデルや商品、アイデアを事業化するための支援を行う。 

 

③個店の魅力ある商品・サービス及び新商品等の販路開拓支援 【目標の達成方針６参照】 

個店の魅力ある商品・サービスや新たに開発された商品・サービスの販路開拓支援を行う

ことにより、安定的に利益を計上し持続的発展が出来ることを目標とする。  
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和３年４月１日～令和６年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

上記１．(３)の目標の達成に向けて、以下の方針により経営発達支援事業を実施する。 

 

１．地域の経済動向調査に関すること 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投下し

効率的な経済活性化を目指すため、地域の経済動向に関する情報収集・整理、分析を行った上

で、定量的調査の結果を、年度当初に報告書にとりまとめて、６月に会員に会報等で周知する

とともに、当会ホームページでも公表し、広く管内事業者に周知をはかるとともに、定性的調

査によるヒアリングで伴走支援の初期ステップの機会として、次のステップである経営分析に

繋げる。 

 

２．需要動向調査に関すること 

 事業計画策定を行う全ての事業者に対して、主要想定顧客層に応じた需要動向調査を行うとと 

もに、今後の事業者の販路開拓計画に活用できる情報として分析・提供する。 

①イベント会場等での消費者アンケート調査（ＢtoＣ向け） 

②展示商談会でのバイヤー向けアンケート調査（ＢtoＢ向け） 

 

３．経営状況の分析に関すること 

地域経済動向調査結果に基づきマンパワーを集中投下すべきであると判断された産業や事業者

に該当する小規模事業者、及び、意欲的で販路拡大の可能性の高い小規模事業者の経営分析を

行う。 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

経営分析を行った事業者、事業計画策定セミナー・創業セミナーの参加者等の創業希望者を対

象とした事業計画策定支援を行う。 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定を行った事業者に対して、経営指導員によるフォローアップ支援を実施する。 

特に事業評価委員会より、小規模事業者とのコミュニケーションを重要視するよう提言があっ

た事から、フォローアップシートの作成等の省力化等、日常業務の見直しを図り、出来るだけ 

事業者とのコンタクトに努める。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

事業計画策定を行った事業者の中から、以下の実効性のある支援を実施する。 

①ＢｔｏＢ向け対面型プロモーション事業（展示会・商談会）の出展支援 

 ②ＢｔｏＣ向け対面型プロモーション事業（物産展・催事）の出展支援 

 ③販促ツール（全国連グーペ等）の活用支援 

 

７．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 

   「評価委員会」を年度当初に開催（年度評価）し、経営発達支援事業の進捗状況等について評 

価を行う。 

 

８．商工会の支援能力向上のための取組 

①チーム体制支援による支援ノウハウの共有 
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②外部講習会等の積極的活用 

③データベース化 

 

９．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

①日本政策金融公庫大津支店・管内民間金融機関との連携 

②大津市中小企業振興に関する円卓会議（年３回） 

 

１０．地域経済の活性化に資する取組 

①絆づくり経営推進委員会の開催 

②絆づくり経営プロジェクトの取組推進 

 

３－１．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題（第１期における取組みと評価） 

［現状］令和元年度は 475 社の調査を実施。調査項目として売上高、採算性、黒字・赤字、現在の 

    問題と当面の課題、事業者の声、フォローアップの必要性等を巡回・窓口指導によるヒア 

リングや、融資や記帳指導時の申告書・財務データ等から収集している。 

また、その調査結果を、業種別景況レポートによる情報提供や小規模事業者への伴走支援 

の切り口・支援方針の参考に繋げるツールとして活用している。 

［課題］売上高等の基準日が明確に定められていなかった為、サンプル毎の対比基準日がまちまち 

で、レポートとしての精度に問題があった。また、調査項目においても、選択肢形式とな 

っている事から、選択項目に該当しない回答もあり、実態としては目標設定があまりにも 

高すぎたため、調査データを活かしきれていない現状である。 

また、地域の経済動向調査の達成度が８０％前後にとどまっているという状況を鑑み、事 

業評価委員会において、実効性の高い調査手法の検討が望まれている。 

 

（２）目標 

項 目 現行 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 調査回数 １回 ２回 ２回 ２回 

 ①ＲＥＳＡＳの活用 ― １回 １回 １回 

 ②経済動向調査 １回 １回 １回 １回 

公表回数 １回 １回 １回 １回 

 

（３）事業内容 

①地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」の活用 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投下し、 

効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」を活用した地域の経済動向分析 

を行う。 

【調査回数】年１回（４月） 

【調査手法】・「地域経済循環マップ・生産分析」→何で稼いでいるか等を分析 

・「まちづくりマップ・From-to 分析」→人の動きを分析 

・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

 

②管内小規模事業者に対する経済動向調査の実施 

管内小規模事業者の生の声を聴くため、支援担当職員等が巡回・確定申告時に調査対象事業者 

に対し、設定した調査項目について経済動向調査を実施する。 

【調査対象】管内小規模事業者 80 社（建設業、製造業、卸・小売業、サービス業から 20社ずつ） 

【調査項目】景況感、個社の業況、売上、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 

【調査回数】年１回（３月） 

【調査手法】巡回指導時並びに確定申告指導時に聞き取り回収する。 
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（４）成果の活用 

○定量的調査の結果を、年度当初に報告書にとりまとめて、６月に会員に会報等で周知するとと

もに、当会ホームページでも公表し、広く管内事業者に周知をはかる。 

○定性的調査によるヒアリングで伴走支援の初期ステップの機会として、次のステップである経

営分析に繋げる。 

 

３－２．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］これまで、事業計画に沿って新たな商品やサービスを販路展開する小規模事業者に対し

て、小規模事業者を出展支援する物産展や商談会、商工会主催のイベント会場等で、来

場者に対して実施するモニタリング調査をはじめ、滋賀県産業支援プラザが提供する商

圏マップ、滋賀県商工会連合会が提供する日経テレコンの活用等を支援してきた。 

［課題］調査分析手段・手法にある程度柔軟性を持たせながら、効果的に需要動向が把握できる 

ような調査スキームを設定するために、「ＢtoＣ向け」と「ＢtoＢ向け」のそれぞれの調 

査方法を定めて実施し、販路開拓計画の為の顧客セグメントやターゲティング分析への 

活用が必要である。 

 

（２）目標 

項  目 現行 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

需要動向調査情報提供事業者数 ２５ ２５ ２５ ２５ 

 

（３）事業内容 

収集した情報を、事業計画策定を行う小規模事業者が有効活用できるように、事前に支援 

担当職員がレポートとして整理し、必要に応じて、よろず支援拠点や中小企業診断士等の外 

部専門家を交えて、事業者と情報を共有し、自社が新たに販路開拓する商品・サービスにお 

けるターゲティング戦略を実施する。具体的には下記のとおり。 

  

①イベント会場等での消費者アンケート調査（ＢtoＣ向け） 

瀬田地域の住民を主な顧客ターゲットとする事業所に対して需要動向レポートを提供するた

め、毎年秋頃に瀬田商工会館で開催する「絆フェア」等の地域住民向けイベントにおいて、以下

のアンケート調査を実施する。 

【調査方法と分析結果の活用】 

ア）支援担当職員が買い物ニーズに関するアンケート用紙を作成する。 

イ）「絆フェア」会場等において、アンケート用紙を配付し 50 枚を目標に回収を行う。 

ウ）支援担当職員は、アンケート結果を集計・分析し、簡潔なレポートにまとめ、事業者 

 にフィードバックし、取扱い商品の改善提案を行う。 

【調査項目】 

買いたい商品の種類、購入商品の用途、今回の購入予算額、他の商品・サービス等との 

比較、商品の満足度、要望等。 

【その他】 

瀬田地域以外の全国シェアの商品・サービスについての需要動向調査が必要な場合は、 

   支援担当職員がアンケートを作成し、他のイベント会場や店頭で調査を実施する。 

 

②展示商談会でのバイヤー向けアンケート調査（ＢtoＢ向け） 

主に食品向けのＢtoＢ向け需要動向レポートを提供するため、滋賀県商工会連合会が開催す 

   る「滋賀のちいさな企業 食の展示商談会」等で参加バイヤーに対して以下のアンケート調査を 

実施する。 
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【調査方法と分析結果の活用】 

ア）展示会等に出展する事業者と支援担当職員が展示会等の内容に合わせた商談シート等を作

成する。 

イ）事業者は展示会等において、来場したバイヤーに対して商談を行う際に、商談シートに予 

め記しておいた調査項目に基づきアンケート調査を実施する。 

ウ）支援担当職員は、事業者が商談で作成した商談シートを集計・分析し、簡潔なレポートに 

まとめ、事業者にフィードバックし、更なる改良提案を行う。 

【調査項目】 

機能や味、取引条件（価格、納期、ロット、配送条件等）、デザイン、他社製品との比較、 

商品の満足度、要望等。 

【その他】 

食品製造事業所以外の需要動向調査が必要な場合は、支援担当職員が商談シートを作成し、 

他の展示商談会で随時調査を実施する。 

 

（４）活用方法と効果 

収集した需要動向に関する情報は、支援事業者の事業計画の策定や、新たな需要の開拓に寄与す 

る事業を効果的に実施するために活用する。 

本調査を実施することで、小規模事業者が提供しようとしている商品やサービス、あるいは、新 

たに進出しようとしている市場の販路開拓にあたり、自社のポジショニングが明確となるため、限 

られた経営資源の中で効果的なプロモーション活動が展開できる。 

 

４．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］主に小規模事業者持続化補助金等の申請の際に実施する「企業概要」「顧客ニーズと市場 

の動向」「自社や自社の提供する商品・サービスの強み」「経営方針・目標と今後のプラ 

ン」等の策定支援の際にアドバイスする支援が殆どで、補助金等申請者への受動的な支 

援に終わっている。 

また、財務分析等の支援ツールについても統一されておらず、事業者にも十分に分析結 

果がフィードバックできていない。 

  ［課題］本来の目的は、初期ステップである経済動向調査において個者の課題や問題点を把握・ 

精査し、小規模事業者の経営指針の方向性を明確化する為、分析を実施して事業者に伝 

達する必要がある事から、財務分析等の支援ツールにおいても、職員が活用しやすく、 

かつ事業者に対してフィードバックしやすい分析ツールの活用が求められる。また、高 

度・専門的な知識が必要な際には、外部専門家等と連携する必要がある。 

 

（２）目標 

項  目 現行 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

経営分析件数 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

 

（３）事業内容 

【対象者】経済動向調査による定量的調査で特に経営支援の集中投下が必要と判断された業種 

や、ヒアリングによる定性的調査で課題や問題点を抽出し、事業計画策定が必要と判 

断された事業者。 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「３Ｃ分析」の双方を行う。 

「財務分析」は貸借対照表、損益計算書の入力により損益分岐点等の分析、「３Ｃ分析」 

は自社や自社の提供する商品・サービスの強み、顧客ニーズと市場の動向、競合状況 

等の分析を行い、支援先と支援担当職員が、自社の状況・課題を把握・共有する事で、 
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事業計画策定支援をする際の基礎資料として活用する。 

また、専門性が高く、複雑化する際には、ミラサポやエキスパートバンク等の専門 

       家派遣制度、等を利用して、経営分析に取組み課題解決につなげる。 

  【分析手法】経営分析シート（図５）による定性的な分析と中小機構『経営自己診断システム』 

（図６）や経済産業省「ローカルベンチマーク」による定量的な分析を実施し、専門 

的な項目については専門家派遣制度を活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図５）経営分析記入シート     （図６）経営自己診断システム 

 

（４）成果の活用 

分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定方針に活用するとともに、分析結 

果を商工会内部で情報共有化することで、支援職員のナレッジやノウハウを体得するとともに、 

集合知による違った側面での分析成果が期待出来る。 

 

５．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］経営分析と同様、事業計画策定支援については、小規模事業者経営改善資金（マル経）

推薦等の経営支援や経営革新計画策定、経営力向上計画や先端設備導入計画、各種補助

金等の申請、創業支援における融資相談の際に支援を行っていた。支援方法としては、

支援担当職員による個別アドバイスや、中小企業診断士による集団・個別相談会、特定

創業等支援計画に基づく創業セミナー等で支援を実施していた。 

  ［課題］当初計画した数値目標については、高い実績値を上げており充分評価できる内容であっ 

た。しかしながら、補助金等の支援策活用ありきの計画書策定も多く、十分なコンサル 

ティングができていなかった事から、今後は、小規模事業者のモニタリングを前提とし 

て、経営状況の分析・事業計画策定支援・計画策定後の実施支援を、一連のスキームで 

実施していくことが必要である。 

 

（２）支援に対する考え方と支援対象 

小規模事業者において、事業の持続的発展には事業計画の策定は欠かせない。そこで、小規模 

事業者自らが事業計画を策定することの重要性を認識してもらう為、経営分析を実施した事業者 

を対象に、支援担当職員によるハンズオン支援や事業計画策定セミナー、創業セミナーを開催し、 

４で経営分析を行った事業者の事業計画策定を目指す。 

併せて、各種補助金の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ていく。 

また、産業競争力強化法に基づく特定創業等支援計画、創業を目指す方、創業後間もない方、 
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  第２創業やベンチャー型事業承継を目指す若手後継者などを対象に、事業の成功と持続的発展に 

  向けた知識とノウハウの習得を目的としたセミナーやハンズオン支援により、実現可能性の高い 

  事業計画の策定支援及び伴走型の指導・助言を行っていく。 

分類 支援対象 支援に対する考え方 事業計画様式 

Ⅰ 

「４．経営状況の分析に関

すること」で経営状況分析

を行った小規模事業者の

内、業況が厳しいが支援に

より改善が見込まれる事

業者。 

早急に収益性改善を図る

ために、需要を見据えた事

業計画を策定する。 

日本政策金融公庫の

「事業計画書」（図７）

を基本とし、必要に応

じて詳細計画を追加す

る。 

Ⅱ 

小規模事業者向けの各種

支援施策を活用するため

に事業計画策定支援を希

望する事業者。 

各種支援施策導入の効果

を最大限に挙げられるよ

う、需要を見据えた事業計

画を策定する。 

各種補助金申請等に必

要な所定の様式がある

場合は、それに従う。 

 
（図７）日本政策金融公庫の「事業計画書」フォーム 

（３）目標 

項  目 現行 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

経営計画作成セミナー回数 １ １ １ １ 

創業セミナー回数 - ４ ４ ４ 

事業計画策定事業者数 ２５ ３０ ３０ ３０ 

うち公的認定・補助金等活用支援件数 ― ２０ ２０ ２０ 

うち特定創業支援認定者数 ― ５ ５ ５ 
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（４）事業内容 

①経営計画作成セミナー 

 「自社の課題・問題点抽出→経営分析のブラッシュアップ→事業計画策定」の一連のスキームを体 

系的に学ぶ事が出来る集団・個別セミナーを実施し、実現可能性の高い事業については、経営革新 

計画等の公的認定や補助金等の活用支援に繋げる。 

 

【回数および時間】集団１回／年程度 ３～４時間程度  個別１回／年程度 １回３０分程度 

【内  容】１）自社の課題・問題点抽出 

２）経営分析のブラッシュアップ 

３）事業計画策定 

      ４）専門家と支援担当職員による事業計画の個別指導・各種公的認定制度や補助金の 

活用アドバイス 

 

②創業セミナー 

創業後間もない方、第２創業やベンチャー型事業承継を目指す若手後継者などを対象に、「経営」 

「財務」「人材」「販路開拓」のノウハウ習得を目的とした専門家と支援担当職員による集団個別 

セミナー及びハンズオン支援を実施し、上記ノウハウを取得し、事業計画を策定した事業者につ 

いては、大津市による特定創業支援実施対象者としての認定取得を支援する。 

【回数および時間】 ４回／年程度 １コマ９０分程度 

【内  容】実施日数は最低２日以上 

・１回目 経営全般（創業の心構え、事業コンセプト、事業計画書の概要） 

・２回目 販路開拓（マーケティング基礎、販売・営業戦略） 

・３回目 財務・税務（創業手続き、税務基礎、資金繰り、各種創業支援制度） 

・４回目 人事労務（社会・労働保険基礎、経営管理、組織づくり） 

 

６．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］事業計画策定や創業支援を実施した後の支援及び進捗管理におけるフォローアップにつ

いては、各担当支援職員が業務日報・基幹システム・フォローアップシートを作成し管

理している。 

 

［課題］事業評価委員会では、小規模事業者へのコミュケーションについて一定の評価を得てい

たが、年々、事業計画策定支援先は増加している事から、フォローアップ先も比例して

年々増加傾向にある。しかしながら、現在の限られたマンパワーでは、これまでと同じ

ようにコミュニケーションを取る事が困難となり、十分なフォローが出来ない為、抜本

的な業務改善に取り組む必要がある。     

 

（２）支援に対する考え方 

①フォローアップ計画の見直し 

現在、定期的（３カ月に１回程度）に訪問する事を心掛けてきたが、これまでフォローアッ 

   プの期間を定める等ルール付けしていなかった為、事業計画策定支援後の年数に応じて、目標 

   とするフォローアップ回数のルールを定める。 

事業計画策定支援年度については、四半期毎のフォローアップを実施し、２年目は半年に１ 

回、３年目は１年に１回とし、４年目以降小規模事業者が独り立ち出来る事を目指してフォロ 

ーアップに取り組む。 

   

  ②業務管理手法の見直し 

これまで、フォローアップシートを作成し、フォローアップの進捗状況を作成していたが、 

内容は日々の業務日報や基幹システムにおけるカルテ入力と同じ内容を入力する等、非効率な
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作業が多く、報告書類作成に膨大な時間が割かれる事から、フォローアップしていても、フォ

ローアップシートの作成が追い付いていないというのが現場での現状であった。 

  案件の進捗管理については、日々の業務日報や基幹システムの入力業務を徹底すれば、十分 

 管理が可能である事から、フォローアップシート作成業務をなくす一方で、基幹システムに入 

力された事業計画策定支援先の経営カルテリストを管理者である法定経営指導員が定期的に管 

理し、必要に応じて、支援担当職員に助言・指示する。 

 

（３）目標 

項  目 現行 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

フォローアップ事業者数 ２５ ３０ ３０ ３０ 

フォローアップ指導回数（延回数） １００ １２０ １８０ ２１０ 

売上高増加事業者数 ― １０社 １０社 １０社 

利益率１％以上の増加事業者数 ― １０社 １０社 １０社 

    

（４）事業内容 

①具体的な指導内容と頻度 

・事業計画が確定した事業者については、担当商工会職員が、原則３ヵ月に１度巡回訪問して事 

業計画の進捗状況確認を行うとともに、事業計画達成に必要な助言・支援を行う。 

・法定経営指導員は、プロジェクトマネージャーとして事業計画の進捗管理を行う。また、担 

当商工会職員の報告を受けて、自らも指導・助言を行うとともに、必要に応じて、滋賀県よろ 

ず支援拠点スタッフや滋賀県商工会連合会所属の中小企業診断士、また「中小企業・小規模事 

業者ビジネス創造等支援事業」の専門家派遣（「ミラサポ」の専門家派遣事業）や滋賀県商工会 

連合会の専門家派遣事業等を活用した専門的指導を行うことにより、事業計画達成を支援する。 

・事業計画の進捗確認により売上の増加や収益の改善が見込め、新たに資金調達が必要な小規模 

事業者については、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」等を活用した 

金融支援を行う。 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］販路開拓のプロモーション活動としては、ＢｔｏＢ向けには、事業計画策定支援事業者

の中で実現可能性の高い事業者を対象に、「滋賀県商工会連合会主催食の展示商談会」

「びわこ環境ビジネスメッセ」「アグリフード EXPO in大阪」等、展示会や商談会への

出展支援に取り組んだ。ＢｔｏＣ向けには「ニッポン全国物産展」「草津近鉄百貨店物

産展近江路」への出展支援や瀬田商工会主催のまちゼミ形式の地域住民向けの体験講座

「絆カフェ」（各商店で毎月開催）や「絆フェア」（商工会館で年１回開催）に取り組ん

だ。また、販促ツール活用支援としては、持続化補助金等作成支援事業者を対象に、自

社の強みをＰＲする「企業の魅力発見ＢＯＯＫ」等の作成・発行や、ホームページ作成

ツール「グーペ」の活用推進に取り組んできた。 

［課題］展示会や商談会においては、ＢｔｏＢの商談成約率は高く、今後も引き続き定期的に展 

示会や商談会への出展支援に取り組む必要がある。 

企業の魅力発見ブックについては、主にＢｔｏＣの顧客獲得に繋げる為の取組である

が、毎年部作成するも、前段の需要動向調査の分析が十分できていなかった事もあり、

配布手段や配布先のターゲットが曖昧で、十分な効果を得る事が出来なかった。 

 

（２）支援に対する考え方 

  資金面やマンパワー等の経営資源が不足している小規模事業者が、最大の経営課題とする需 
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要の開拓については、ＢtoＢ向けには、一定の成果を挙げてきた展示会・商談会出展に関する支援 

や、海外市場へ進出を希望する事業者については他機関との連携による調査、販路拡大等の支援を 

実施する。 

 また、ＢtoＣ向けの取組としては、関連団体による物産展等の既存イベントへの出展支援や、商 

工会主催の地域住民向けイベントへの出展支援に取り組むとともに、これまで実施してきた企業の 

魅力発見ブックの見直しやグーペ導入の継続支援を実施する。 

 

（３）目標 

項  目 現状 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

①ＢtoＢ向け対面型プロモーション

事業(展示・商談会)支援事業者数 
― ６社 ６社 ６社 

成約件数/社 ― ３件 ３件 ３件 

②ＢtoＣ向け対面型プロモーション

事業（物産展・催事）支援事業者数 
― ２社 ２社 ２社 

売上額/社 ― １０万円 １０万円 １０万円 

③グーペ活用支援事業者数 ― １０社 １０社 １０社 

顧客獲得件数/社 ― ２件 ２件 ２件 

 

（４）事業内容 

①ＢｔｏＢ向け対面型プロモーション事業（展示・商談会）参加支援 

〇東京インターナショナルギフト・ショー・グルメ＆ダイニングショーへの出展支援 

昨今、瀬田管内において、地域資源や柔軟なアイデアを活用した製品開発に取り組み、全国に販 

路拡大を目指す事業者が増加傾向にある事から、日本最大の国際見本市と評価の高い「東京インタ 

ーナショナルギフト」及び同日・同会場で開催の「グルメ＆ダイニングショー」 

（出展事業者 3,100社 来場者 270,062名 令和元年度実績）への出展を支援し、国内外の専門

性の高いバイヤーと商談経験を積む事で、企業体質の強化を図るとともに、全国展開に繋げる成果

を目指す。また、コスト面やスケールメリットの観点から、必要に応じて近隣商工会・商工会議所

との合同出展等も視野に入れた実施検討も考慮する。 

 

 〇アグリフード EXPO in 大阪への出展支援 

  滋賀県は、琵琶湖の恵みを受けて、近江牛等の畜産業や農作物、湖魚等の水産物等の食材の宝庫 

であり、瀬田においても水産資源が豊富で、生産物を活用した特産品づくり等に取り組む事業者も 

多い事から、アジアトレードセンターで日本政策金融公庫が主催する「アグリフード EXPO大阪 

2021」（出展事業者 470社 来場者 15892名 令和元年度実績）への出展支援に取り組む。 

 また、コスト面やスケールメリットの観点から、必要に応じて近隣商工会・商工会議所との合同 

出展等も視野に入れた実施検討も考慮する。 

 

〇滋賀県商工会連合会主催 ちいさな食の企業食の展示商談会への出展支援 

毎年大津で実施する滋賀県商工会連合会主催同商談会では、約 40事業者近い飲食店や食品加工 

事業者が全国約２００社のバイヤーと商談し、当会会員においても、これまで延べ７社が参加し、 

それぞれ商談を成約させる等成果率の高い商談会でもある事から、今後も引き続き出展支援する。 

 

 ②ＢｔｏＣ向け対面型プロモーション事業（物産展・催事）の出展支援 

ＢｔｏＣ向けの対面型プロモーション事業としては、池袋サンシャインシティで実施される「ニ

ッポン全国物産展」や全国商工会連合会アンテナショップ「むらからまちから館」滋賀県アンテナ

ショップ「ここ滋賀」等への出展支援に取り組む。 
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③販促ツール「グーペ」の活用支援 

  GMOペパボ㈱が提供するホームページ作成ツール「グーペ」全国連フリープラン枠を活用し、初 

めてホームページを作成する創業者や小規模事業者に対してホームページの作成支援を実施する。 

作成においては、商工会職員も取材等に積極的に参加し、企業の強み等、知的経営資産や課題を 

掘り起こし、見える化を図ることで、今後の伴走型支援に繋げていく。 

なお、ノウハウの乏しい事業者においては、自社ホームページを持つきっかけになるよう、初期 

構築の作成にかかる支援や、継続的な指導により、事業者の ITリテラシーの向上を図り、事業者 

自らがホームページの更新作業を行えるようにすることで、自立した販路開拓に繋げる。 

 

８．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］ 

毎年、外部有識者会議を開催し、各事業について担当職員より報告するとともに、有識者より 

当所の経営発達支援計画について意見を聞く場としている。 

 

［課題］ 

現在実施している有識者会議については、年１回の事業報告となっているため、外部委員から 

の助言が、所内の会議で共有されず、助言が取り組みに反映されていない。 

 

（２）事業内容 

〇経営発達支援計画の評価と見直し（ＰＤＣＡサイクル） 

事業内容については、利用者満足度調査等の方法により客観的に把握するとともに、支援計画 

で示す年度別目標については、毎年度 4月初旬に 1回、外部有識者・法定経営指導員・大津市産 

業観光部商工労働政策課が参加する評価委員会において、事業の実施状況、成果の評価・見直し 

案の提示を行う。さらに、評価の結果については、正副会長会議や理事会で報告するとともに、 

評価・見直し結果を地域の小規模事業者等が常に閲覧可能とするよう、ホームページ及び会報で 

公表する。 

また、評価委員会は経営発達支援事業を中心としながら、広く商工会の活動結果を、成果とコ 

ストの総合評価の観点から毎年分析検証することにより、商工会が実施する事業を以下の３つに 

分類する。 

ア）継続して実施すべき事業 

イ）実施方法等を見直すべき事業 

ウ）廃止を考えるべき事業 

 

商工会は上記の分析分類結果をもとに、事業の見直しを検討し、見直し結果を踏まえた事業計 

画を立案実行するサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を繰り返すことにより、事業の継続的改善を行 

い、真に地域に必要とされる事業を実施できる仕組みを定着させる。 

 

９．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］現在、滋賀県商工会連合会主催による専門分野別のＯＦＦ－ＪＴによる職階別による研

修を受講するととともに、ＯＪＴによる研修として、滋賀県商工会連合会が運営する小規

模事業者ＩＴ推進リーダ研修やスーパーバイザー事業による専門家派遣事業等の現場体

験型実習等を行っている。また、職場内におけるＯＪＴの一環として、法定経営指導員が

個別に若手支援担当職員に帯同する等取り組んでいる。 

［課題］支援業務の質・量とも相談業務は年々増加傾向にあり、単独の商工会ではマンパワーも

限られている為、職場内におけるＯＪＴが進まない現状がある。また、多様な相談に対

応するには高度な知識と経験が求められる事から、ベテラン職員の暗黙知によるノウハ

ウを形式知化する事も求められる。 
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（２）事業内容 

①経営発達支援計画に基づく事業の実施については、滋賀県商工会連合会が定める職階（Ⅰ級か

らⅥ級の６段階で認定）の内、職階ⅡからⅣ級の職員が中核的に担うが、これらの職員に対し

計画的に専門分野毎の座学による専門研修を実施し、併せて育成指導を担当する上司または法

定経営指導員とチームを組んで事業にあたるなど、職場内研修（ＯＪＴ）を実践し、ノウハウ

の共有・向上を目指す。また、支援体制の標準化を図る為に、ベテラン職員のノウハウを基に

経営支援マニュアルを整備し、全職員で共有する。 

計画的に育成・活用する専門分野 

財務・ 

税務 
経営法務 

労務・ 

労働 
情報ｼｽﾃﾑ 商業戦略 工業戦略 

社会対応 

（企業） 

社会対応 

（地域） 

②滋賀県商工会連合会は、「滋賀県商工会連合会職員研修プログラム」により、１）基本能力研修  

２）経営革新支援研修 ３）管理職養成研修 ４）スタッフ研修 の集合研修を実施するが、 

２）経営革新支援研修は、上記（１）の「計画的に育成・活用する専門分野」に対応した専門 

分野別研修となっており、当研修を受講させる(Ｏｆｆ－ＪＴ)により、支援能力向上を行う。 

  なお、具体的な研修内容については、年度当初に滋賀県商工会連合会が策定・公開し、原 

則として年度内２０時間の受講を義務づけるものとする。 

③職員の職務歴に応じて中小企業大学校が実施する研修会に職員を派遣する。また、中小企業診 

断士一次試験合格者に対しては、中小企業診断士養成課程に派遣することにより、高度な企業 

診断能力を習得させる。 

④支援成果については、滋賀県商工会連合会が定める「経営支援事例報告書」に記録し「見える 

化」を図るとともに、ノウハウ共有を行う。 

   

１０．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］小規模事業者を取り巻く地域の経済状況や経営環境、資金需要等の情報交換を目的に、日 

本政策金融公庫との懇談会を開催するとともに、管内民間金融機関支店長との懇談会を開 

催している。 

また、大津市と大津市内３経済団体（大津商工会議所、大津北商工会と当会）が中心にな 

り、大津市内の支援機関担当者や行政等で構成する大津市中小企業振興に関する円卓会議 

に参加している。 

［課題］支援機関との懇談会や会議等の開催回数は限られている為、日頃から経済団体や支援機関 

同士の連携による情報交換・共有に心がける事で、小規模事業者への支援におけるワンス 

トップ相談窓口等のスケールメリットに繋げる事が出来るよう協力体制の確立が求められ 

る。 

 

（２）事業内容 

①日本政策金融公庫大津支店・管内民間金融機関との連携 

経営支援担当者がマル経資金の斡旋に関しての各商工会においての支援事例を学び、より効果

的な支援方法を習得することを目的に、日本政策金融公庫大津支店と同支店所管エリアの商工

会・商工会議所が開催する「小規模事業者経営改善資金融資制度連絡研究会」（年一回）では、

各地域からの事例発表や公庫による融資制度活用などの説明の場を設け、さらに公庫職員と各商

工会議所、商工会職員との懇親の場を設けて情報交換を行い、公庫と各地商工会議所が効果的な

支援方法を共有することで、小規模事業者に対する金融支援スキルの向上を図る。  

   また、当会では、公庫支店長・支援担当者との金融懇談会及び管内金融機関支店長との懇談会 

をそれぞれ年１回設けており、当会会長・副会長・事務局責任者・支援担当職員が出席し、瀬田 

地域の経営環境や資金需要について情報交換を図る等連携を図う。 
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②大津市中小企業振興に関する円卓会議（図８） 

大津市、大津商工会議所、瀬田商工会、大津北商

工会が中心になり産業振興や中小企業振興に必要な

方針や中小企業振興に必要な方針や内容などをまと

める円卓会議を年間３回程度実施し、中小企業振興

に向けた施策の検討を行う。 

さらに研究部会を通じた情報の共有と連携の場へ

展開する。加えて、地域中小企業支援機関の連携体

で、相談支援やイベント・セミナーへの小規模事業

者の支援を推進する。また、円卓会議では、大津市

の専門的な支援窓口である「地域ビジネス支援室」

との連携により、地域小規模事業者のワンストップ

支援体制にかかる情報共有体制を構築する。            （図８） 

    

１１.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］当会の独自事業として、商工会・大津市・自治連合会・龍谷大学・社会福祉協議会で構

成する「絆づくり経営推進委員会」を設置し、地域住民をターゲットに社会販路開拓を

小規模事業者で構成する有志メンバーによる「絆づくりビジネスネットワーク」が中心

となり、商工会に高齢者等の地域住民から寄せられた困り毎出張サービス（めんどうみ

サービス）への対応や、移動販売による買い物弱者支援等の「絆づくり経営プロジェク

ト」に取り組み、地域内資金循環活動や、地域のにぎわい創出や地域ブランド化のため

の方向性について検討することで、地域ぐるみで連携して地域活性化に取り組んでいる。 

 

［課題］平成２３年度の事業開始以降、本事業の利用者は、高齢化を背景に安定的に推移してい

る一方で、めんどうみサービスの相談案件に対応する小規模事業者においても高齢化等

で年々減少傾向となっており、今後マンパワー不足におけるレスポンス低下が予想され

る。しかしながら、本事業は、厚生労働省が推奨する地域包括ケアシステム（※）にお

いて、行政や社会福祉協議会等から期待が寄せられている事業でもある事から、商工会

法の根幹である「地域の商工業の総合的な発展をはかり、あわせて社会一般の福祉の増

進に資すること」の大原則のもと、引き続き地域経済と福祉の融合による革新的な地域

のビジネスモデル（効率最優先の経営から脱却し、顧客重視の非効率な部分も含めた経

営を、柔軟な発想により採算ベースに乗せ、計画的に事業の継続が図れる経営）に取り

組む企業を育成支援する必要がある。 

  

（２）事業内容 

①絆づくり経営推進委員会の開催 

商工会・大津市・自治連合会・龍谷大学・社会福祉協議会で構成する「絆づくり経営推進委

員会」を計６回行い、絆づくり経営プロジェクトを中心とした地域内資金循環活動や、地域の

にぎわい創出や地域ブランド化のための方向性について検討することで、地域ぐるみで連携し

て地域活性化に取り組む。 

 

 

※地域包括ケアシステムとは 

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・ 医療・介護・予防・生活支援が一体的に

提供される地域づくりの事。 
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②絆づくり経営プロジェクトの取組推進 

今後更に加速する少子高齢化の中、地域の身近な専門店が、宅配や修繕・修理、移動販売等で

地元住民の困り事を解決する「めんどうみサービス」や「移動販売」等の絆づくり経営プロジ

ェクトに取り組み、定期的な巡回や地域自治会等の広告媒体により周知徹底を図る事で、地域

での認知向上と販路拡大に繋げ、参加企業のブランド化を推進し、地域内資金循環を地域ぐる

みで確立する。 

 

 
〇めんどうみ（御用聞き）サービス      〇移動販売 
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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 

（２０２１年 ６月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

①経営発達支援事業の実施体制 

主事
（経営支援員）

主事
（経営支援員）

主査
（経営指導員）

主任
（経営支援員）

主任
（経営支援員）

総務指導課長
（経営指導員）

瀬田商工会事務局組織体制図

（総務指導課）

（経営支援課）

主幹
（法定経営指導員）

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指 

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 中村裕二 

連絡先： 瀬田商工会 TEL：077-545-2137 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

手 段：経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事 

業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

   頻 度：特に支援担当職員が実施する事業計画策定支援の際の助言・指導を随時実施するとと 

もに、年度当初に、経営発達支援計画の各指針において、職員一人あたりの目標を設 

定し、経営発達支援事業の四半期毎の進捗管理の際に助言・指導を実施する。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒520-2141 

滋賀県大津市大江４丁目 18-10 

瀬田商工会 経営支援課 

TEL 077-545-2137 / FAX 077-543-1404 

E-mail info@setacai.com 

 

②関係市町村 

〒520-8575 

滋賀県大津市御陵町３－１ 

大津市 産業観光部 商工労働政策課 

TEL 077-528-2754 / FAX 077-523-4053 

E-mail otsu1601@city.otsu.lg.jp 

大津市産業観光部

商工労働政策課 
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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） 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

必要な資金の額 3,200 3,700 4,200 

 

事業評価委員会開催費 

経済動向調査情報費 

各種セミナー開催費 

販路開拓支援事業費 

地域活性化事業実施費 

50 

150 

500 

2,000 

500 

50 

150 

500 

2,500 

500 

50 

150 

500 

3,000 

500 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

会費収入、大津市補助金、滋賀県補助金、伴走型小規模事業者支援推 

進事業補助金、経営発達推進事業費補助金 等 

（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） 

経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経営

発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 

 

 

 



 

 




