
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
湖南市商工会（法人番号 4160005003111） 

湖南市（地方公共団体コード 252115） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

湖南市内の小規模事業者における課題を解決するため、高付加価値化や生産性

向上を反映した事業計画に基づく経営の推進、地域資源を活用した地域特性の

ある商品の開発、ＰＲの実施、創業・事業承継の推進・円滑化を中長期的な振

興のあり方とし、事業者の「個性」（専門性・オリジナリティ）を磨く、需要開

拓・高付加価値化を通じて売上や利益を確保することを目指し、商工会は湖南

市と連携し、伴走型支援の中でコンサルティング機能高め、地域の小規模事業

者を支援する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

・地域の経済動向調査に関すること 

外部データの収集及び市内事業者に対する独自調査により、経済動向について

分析し、小規模事業者の経営支援を行う際の基礎データとして整備し、経営状

況の分析時に活用する。 

・経営状況の分析に関すること 

分析から事業計画策定支援、実施支援まで繋がる支援の一貫として、商工会職

員により、定量分析、定性分析により事業計画策定支援に有益な分析を実施し、

分かりやすく事業者へ提供する。 

・事業計画の策定支援に関すること 

事業計画策定の必要性を周知し、事業計画策定に意欲ある事業者の掘り起こし

のためセミナーを開催するとともに、経営状況の分析を実施した事業者に対し

て事業計画策定を支援する。高付加価値化や生産性の向上を反映させた事業計

画策定により売上の増加と利益の確保を目指す。また、創業者の創業計画策定

や事業者の新規事業による経営革新計画策定を支援する。 

・事業計画策定後の実施支援に関すること 

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の支援を行う。支援結果にこだわり、検証を行う。 

・需要動向調査に関すること 

小規模事業者が販売する商品や提供する役務にかかる需要動向や市場データ、

業界動向を調査、情報の収集、分析し、個々の事業者へ提供することにより、

商品開発、営業戦略検討や事業計画検証に活用する。 

・新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

事業者の成果にこだわり、商品開発から販路開拓、情報発信までの一貫した支

援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

行政をはじめとした関係団体と連携し、地域を活性化する仕組みづくりに参画

し、地域活性化のための方向性を共有しながら湖南市ブランド確立に向けた商

品開発等、活性化に資する取組みを実施する。 

連絡先 
湖南市商工会 0748-72-0038 

湖南市 建設経済部 商工観光労政課 0748-71-2331 
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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期における取組と成果＞ 

 

「地場小規模事業者の復興」を基本理念とし、「持続的発展型企業で創る地域資金循環型経済の

構築」を目指して、概ね同一商圏を形成する 4商工会（甲賀市商工会・湖南市商工会・日野町商工

会・竜王町商工会）が共同で、第１期経営発達支援事業を実施した。 

①事業者の持続的発展を視野に経営計画の作成支援・計画実現に向けた取組支援をすること。 

②4つの商工会の総合力によるタスクフォースでの支援体制の構築をすること。 

を支援方針として、事業に取り組んだ。支援方針を基にした、第１期経営発達支援事業において共

同で実施した具体的な取組及び成果は、次のとおりである。 

 

 ①4商工会合同でセミナーを開催し、経営計画策定の重要性を伝えるとともに、個社に対して事業

計画策定を支援した。第 1期では事業計画策定支援において、目標件数以上の実績を上げることが

できた。事業評価委員会から、「当初計画した数値目標については、ほとんどの項目で高い実績値

を上げており充分評価できる内容であった。一方、事業計画策定事業者数を重視する計画であった

ために、十分なコンサルティングができていなかった」との評価を受けた。 

 ②4商工会において横断型の支援課題別タスクフォースを形成し、合同で事業を実施することによ

り、事業者に対して多くの事業メニューを提供することができた。事業評価委員会からは、「創業

塾などを 4商工会共同で実施することによって支援効果をあげることができた。地域外展示会・商

談会出展支援事業が積極的に展開されたことは評価できるが、合同事業であったため各商工会地域

で重点的に支援したい事業者に合った支援が機動的に実施できないことがあった」との評価を受け

た。単独の商工会では参加者数において開催が難しい創業塾を開催することで、その後の創業支援

に繋げることができ、また合同で実施した販路開拓支援事業においては、商工会の垣根を超えた事

業者同士のマッチングを行うことができた。これらの共同事業の実施プロセスの中で、商工会職員

も支援事例や支援スキルを共有化することができ、伴走型の支援を行う意識を高めることができ

た。一方で、それぞれの地域の実情に合わせて実施するべき個社支援が、全体の計画の中でできな

かったことは反省するべき点である。 

 

これらの成果を踏まえ、4 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について

は、引き続き第 2期計画に踏襲し、効果的な事業については共同実施する体制は継続しながらも、

個社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、共同申請は発展的に解消し、今回は個々の商工会

ごとに計画を作成し、提出することとした。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）地域の現状及び課題 

 ①現状 

  湖南市は、滋賀県南部に位置し、市の中央を野洲川が流れ、水と緑に囲まれた自然環境に恵まれ

た地域である。古くから稲作を中心とした農業が盛んであった他、東海道五十三次の 51 番目の宿

場が置かれ、交通の要所となる地域であった。近年は大阪・名古屋から 100 ㎞圏内、国道 1号、名

神高速道路が通る利便性から、県内最大級の湖南工業団地が立地する、製造業を中心とした工業の

まちとして発展してきた。平成 16年に石部町と甲西町が合併し、湖南市として発足、人口 55,053
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人（平成 31年 1月 1 日時点）と大きな人口減少はみられないが、今後減少していくことが見込ま

れている。面積 70.40㎢。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  湖南市内の企業全体の売上高の構成比を見ると、「製造業」が 57.8％を占め、全国や滋賀県の構

成比と比べても突出しており、湖南市が工業地域であることを表している。一方で、「卸売業，小

売業」の割合は 15.6％と全国や滋賀県の構成比と比べても低い状況にある。 

 

産業別大分類別に見た売上高（企業単位）の構成比・2016年（RESAS） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成 28年の経済センサス活動調査において、前回調査（平成 24 年）と比べて 28 の小規模事業

者が減少している。内訳として、「サービス業（他に分類されないもの）」や「宿泊業，飲食サービ

ス業」において増加がみられるが、「建設業」、「製造業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃

貸業」での 2 桁減少をはじめ、多くの業種で減少または減少傾向にある。「卸売業，小売業」とい

う商業に分類される業種が減少しておらず、「宿泊業，飲食サービス業」が増加している点につい

ては、平成 26 年に大型ショッピングセンターが開店し、テナントとなる事業所が増加したことが

大きな要因と考えられる。それ以降も他地域資本の中小規模のショッピングセンターの出店も続

き、古くから地域で事業を営んでいる小規模商業者は、売上を伸ばすことに苦戦しており、高齢を

理由に廃業する事業者も出ている。 
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経済センサス活動調査から見る湖南市における小規模事業者数の増減 

産業分類 H28年度 H24年度 増減 

農林漁業 9 5 4 

鉱業，採石業，砂利採取業 2 4 -2 

建設業 192 202 -10 

製造業 170 182 -12 

電気・ガス・熱供給・水道業 3 1 2 

情報通信業 4 5 -1 

運輸業，郵便業 29 30 -1 

卸売業，小売業 274 273 1 

金融業，保険業 14 25 -11 

不動産業，物品賃貸業 86 101 -15 

学術研究，専門・技術サービス業 48 45 3 

宿泊業，飲食サービス業 123 111 12 

生活関連サービス業，娯楽業 132 134 -2 

教育，学習支援業 50 54 -4 

医療，福祉 23 21 2 

複合サービス事業 3 5 -2 

サービス業（他に分類されないもの） 41 33 8 

  1,203 1,231 -28 

※小規模事業者区分については商業・サービス業は 5名以下、製造業、建設業、

その他については 20名以下として算出 

 

 ◆湖南市総合計画及び物産販売施設の整備 

  湖南市では平成 28年度から平成 32年度の 5年間を期間として、第二次湖南市総合計画が策定さ

れ施策を実施している。商工業者に関する部分としては、第 3章「活気あるまちをつくろう～産業

が集まり、人が集うまちづくり～」として、農林業、工業、商業、観光の振興施策が挙げられ、商

工会においても行政との協力や連携が期待されている。 

 

 

第二次湖南市総合計画第 3章「活気あるまちをつくろう～産業が集まり、人が集うまちづくり～」

より一部商工業関連施策タイトル抜粋。下線施策には商工会との協力や連携が挙げられている。 

 

４．農林業の振興 

①農業環境の整備 ②集落ぐるみ農業の推進 ③市民産業交流促進施設（物産館）整備による都

市型農業モデルの構築 ④林業の振興 ⑤森林レクレーションの振興 ⑥森林ボランティアの

育成 

５．工業の振興 

①魅力ある工業の推進 ②新規産業の誘致と産学官の連携 ③地場産業の振興 ④周辺環境に

調和した工場整備 

７．商業の振興 

①魅力ある商業の推進 ②複合販売施設の整備 

８．観光の振興 

①観光情報の発信 ②観光ルートの整備 ③十二坊温泉ゆららの活性化 ④特産品・地場産品の

振興 ⑤伝統工芸の振興支援 ⑥イベントの運営支援 ⑦観光交流ネットワークの推進 
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また総合計画の農林業の振興や商業の振興施策にあるように、平成 28 年度に湖南市みらい公園

湖南条例が定められ、農産物直売や特産品販売等に利用されている湖南市市民産業交流促進施設

（ここぴあ）が整備、平成 31 年度にはカフェや地域情報発信ブース等に利用されている湖南市魅

力発信拠点施設（ＨＡＴ）が整備された。今後、地域経済の活性化拠点としての活用が期待されて

おり、活用についての議論が行われている。 

 

 ②小規模事業者における課題 

 ◆湖南市の製造業においては地場産業といわれるほどの産業集積はなく、小規模な製造業者につい

ても業種的な偏りはみられない。人口が減少する中で、小規模製造業者は人材の確保がますます困

難になっている。各事業者の生産性向上の実現が課題である。 

 ◆ショッピングセンターが複数出店しており、車社会の中で地域商業の中心となっている。一方で

古くからの商店街や小規模商店は活力を失い、事業主の高齢化が進んでいる。小規模商業者は既存

の事業を維持するだけでなく、事業領域の転換等による高付加価値化が課題である。また、新しい

商業の担い手として事業承継による世代交代や新規創業者の育成についても課題に挙げられる。 

 ◆湖南市市民産業交流促進施設（ここぴあ）や湖南市魅力発信拠点施設（ＨＡＴ）活用に向けて、

販売できる特産品の増加や販路開拓を目指す小規模事業者の育成が課題である。 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 

 ①中長期的な振興のあり方 

 ◆高付加価値化や生産性向上を反映した事業計画に基づく経営の推進【新規】 

  第 1期計画時には顕在化していなかった課題であるが、人材確保が今後ますます困難になっ

ていくことが顕著になっている。高付加価値化や生産性向上による競争力強化が今後の経営に

は重要であることを周知するとともに、事業者の意識改革を進めることで、事業計画作成の必

要性を啓蒙する。 

 ◆地域資源を活用した地域特性のある商品の開発、ＰＲの実施【継続】 

  農業等との連携により地域資源を活用した地域特性のある商品の開発、ＰＲを実施し、事業

者の収益増加により地域経済活性化を図る。 

 ◆創業・事業承継の推進・円滑化【継続】 

  創業、事業承継支援を充実させ、新たな雇用の創出による地域経済への貢献を図る。 

  なお、「商店街や小売店の活性化」については、業種を限定せずに高付加価値化や生産性向

上への意識改革を行っていくことで稼げる地域を目指すこととするため、見直しにより廃止と

し、「地場産業の再興・発展」については当地域以外の地場産業を対象とした方針であったた

め、見直しにより廃止する。 

 

 ②湖南市との連動性・整合性 

  第二次湖南市総合計画にて計画されている通り、商工会は湖南市行政と協力連携し、「魅力

ある工業の推進」、「魅力ある商業の推進」を実施することで、産業の競争力強化や、個性ある

商店街づくりを目指す。創業支援や事業承継支援についても湖南市と方向性を共有し、連携連

動して実施する。また、地域の小規模事業者が特産品開発を進めることによる湖南市市民産業

交流促進施設（ここぴあ）や湖南市魅力発信拠点施設（ＨＡＴ）活用も期待されており、中長

期的な振興のあり方の内容と整合性がとれている。 

経営発達支援計画策定においては湖南市総合計画、総合戦略を踏まえて計画しており、湖南

市行政の計画と連動した事業を実施する。 
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③商工会としての役割 

商工会は湖南市と連携し、伴走型での個社支援を通じて、地域経済に貢献する。第二次湖南

市総合計画各中項目における具体的役割については以下の通りである。 

◆農林業の振興…農業者と商工業者の連携による 6次産業化の推進と特産品開発支援、販路開

拓支援 

◆工業の振興…事業者の生産性向上による競争力強化支援、地場産業の販路開拓支援 

◆商業の振興…事業の転換等高付加価値化の支援、伴走型での事業承継支援、創業セミナー開

催による創業者育成と創業支援、事業者による湖南市市民産業交流促進施設（ここぴあ）や湖

南市魅力発信拠点施設（ＨＡＴ）活用支援 

◆観光の振興…特産品・地場産品の開発支援とＰＲ、観光交流ネットワークとの連携 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 ①事業者の「個性」（専門性・オリジナリティ）を磨く【継続】 

  事業者の強みを活かすことにより、厳しい経済状況の中でも地域に必要とされる小規模事業

者を伴走型で支援する。 

 ②需要開拓・高付加価値化を通じて売上や利益を確保する【継続】 

  高付加価値商品の開発と販路開拓を支援し、新しい取り組みに挑戦する事業者を育成する。 

③コンサルティング機能を果たし、モニタリングを継続的に実施する【新規】 

 支援の成果である売上や利益を把握するとともに、支援の質を向上させ、生産性向上に向け

た実現性の高い事業計画策定や創業支援、事業承継支援において成功事例を創出する。 

第 1期計画の反省点を踏まえ、新規に目標に加える。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

 ◆高付加価値化や生産性向上を反映させた事業計画策定支援・計画実現に向けた取組支援を行

う（目標①②達成に向けた方針）【一部改善】 

  第 1期計画を更に進化させ、単に事業計画策定支援件数を上げるのではなく、事業者の強みを経

営状況の分析をもとに抽出し、付加価値や生産性の向上を反映させた事業計画策定支援、実施支援

を行う。 

 ◆商工会職員の資質向上により、コンサルティング機能を高める（目標③達成に向けた方針）

【新規】 

  支援の質を高め、事業者からの信頼がより一層得られるよう、職員一人一人が資質向上に向

けて取り組む。 

今回新たに目標と設定した支援の質的向上実現のため、方針に加える。 

 ◆地域特性を活用した商品開発、需要開拓をより一層推進する（目標②達成に向けた方針）【新

規】 

 小規模事業者による地域特産品開発を支援し、湖南市市民産業交流促進施設（ここぴあ）や湖南

市魅力発信拠点施設（ＨＡＴ）での販売商品とする他、販路開拓支援を行う。 

第 1 期計画時にはなかったが、湖南市市民産業交流促進施設（ここぴあ）や湖南市魅力発信拠点

施設（ＨＡＴ）の活用という湖南市行政の方針と連動させ、新たに方針として付加する。 

  なお、４つの商工会の総合力によるタスクフォースでの支援体制の構築については、単独申請と

するために廃止する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和２年４月１日～令和７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 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

  第 1期の経営発達支援計画において 

①外部データの収集による地域の経済動向調査 

  ②地域事業者データの収集による地域の経済動向調査 

  ③収集データの分析及び活用 

 を計画し、事業を実施したが、事業評価委員会の評価において、「経済動向調査手段は明確であっ

たが、その調査結果から何が分かるのかという視点が欠けた計画であったために有用な調査結果を

得ることができなかった」として、厳しい評価を受けることとなった。データ収集件数を数値目標

としたことで、分析活用よりもデータ収集が主になり、有効な地域経済データとしての提供ができ

ていなかった。 

2期目の計画においては①については活用の有効性という観点から収集データの精査を行い、活

用するという目的に向けて、一部改善により実施することとし、②については事業者固有の要因に

左右されることもあり、現状有用な調査結果を得る目途が立たないことから、見直しにより廃止す

ることとする。③については提供の目的を再度整理し、活用できるものとなるよう分析することに

より、一部改善により実施する。また活用については成果の活用として項を設けることにより事業

内容項目から移行する。湖南市経済特有の経済状況を分析し、外部収集データと比較するために、

新たに独自調査を実施する。 

 

（２）事業内容 

 ①外部データの収集による地域の経済動向調査【一部改善】 

  地域の経済状況を明らかにするための基礎資料とし、経営状況の分析における外部環境分析や事

業計画策定に活用するため、地域経済に関する外部データを収集、動向を分析する。 

 ◆情報収集・整理、分析を行う項目 

  地域の経済・消費者動向等を把握し、小規模事業者に的確な支援を行うため、公開外部データを

収集し、地域の人口、産業構成、有効求人倍率、景気判断ＤＩを整理する。 

調査資料 分析項目 

ＲＥＳＡＳ 人口（推移・構成）、産業構成、有効求人倍率推移 

内閣府景気ウォッチャー調査 景気の現状判断ＤＩ推移、景気の先行き判断ＤＩ推移 

 ◆調査手段、手法 

  外部データを収集・整理したデータを年 1回商工会職員が分析し、小規模事業者に分かりやすい

形式にまとめる。 

 

 ②独自調査による地域経済動向調査【新規】 

  外部データと比較分析することで、湖南市内特有の経済状況を深掘りし、小規模事業者支援に活

用することを目的として、事業者に対して独自調査を実施する。 

 ◆情報収集・整理、分析を行う項目 
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  湖南市内の事業者に対し、景気の現状判断ＤＩ、景気の先行き判断ＤＩ、売上増減、資金調達、

雇用について調査を行い、収集データを整理する。 

◆調査手段、手法 

  年 1回市内事業者 50社（製造業、建設業、卸小売業、サービス業各 10社以上）を対象とし、巡

回訪問時に説明、回収による調査を実施する。収集データを分析項目別に整理し、商工会職員が外

部データとの比較をする等により分析する。具体的には市内事業者の景気の現状判断ＤＩと全国の

景気の現状判断ＤＩを比較することで、景況判断指数が湖南市内特有のものなのか、全国的に同様

の状況にあるのかを深堀りする。①とともに小規模事業者に分かりやすい形式にまとめる。 

 

（３）成果の活用 

  ①と②合わせた分析結果を、ホームページ等で情報公開することで地域の小規模事業者に広く周

知する。同時に湖南市行政と共有するとともに、経営状況の分析支援時の外部環境データとして活

用する。 

 

（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

公表回数 0 １ １ １ １ １ 

  ※公表回数は①と②を合わせた分析結果を公表する回数。 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（１）現状と課題 

  第 1期の経営発達支援計画において、小規模事業者の経営診断としてヒアリング項目を設定し、

実施してきた。職員の経営計画策定の前提としてのヒアリング能力向上には一定の効果があったと

考えられるが、事業評価委員会の評価において、「支援事業者のモニタリングを前提とした、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として実施していないケ

ースが見受けられた」との意見が述べられた。 

  第 2期計画においては事業計画策定支援、実施支援とモニタリングを前提とした経営状況の分析

とすることが課題である。ヒアリング項目については個社の特性に応じて臨機応変に対応するため

に今回は設定せず、経営診断シートを改定した上で、一部改善により実施する。 

 

（２）事業内容 

 ①商工会職員による小規模事業者の経営診断【一部改善】 

  事業計画策定支援、計画策定後の実施支援まで繋がる支援の一環として実施する。定量分析、定

性分析から経営状況の分析を実施し、経営課題の抽出を行うことで、解決策を経営計画に反映させ

る。 

 ◆支援対象 

  損益がマイナスまたは利益が減少しており経営改善が必要な事業者、経営改善に意欲的な事業

者、事業計画策定セミナー参加者、補助金申請希望者とし、巡回訪問や窓口相談、金融相談等によ

り情報を得た事業者の中から選定し、支援対象とする。 

 ◆確認項目 

  経営診断を実施するにあたり、所在地、業種、資本金（法人のみ）、従業員数、売上高、売上総

利益、経常利益（個人事業主は税引き前所得）を確認することで、計画策定後の実施支援における

基礎データとする。 

◆分析項目 

  定量分析として「財務分析」を実施、定性分析として「SWOT分析」を行う。 

  「財務分析」…売上高増加率、営業利益率、労働生産性、EBITDA 有利子負債倍率、営業運転資

本回転期間、自己資本比率 
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  「SWOT分析」…内部環境分析 強み、弱み 外部環境分析 機会、脅威 

         強み、機会については必須項目とする 

◆手段・手法 

 商工会職員が小規模事業者にヒアリングを実施し、聴取内容をもとに分析し課題の抽出、フィー

ドバックを行う。損益がマイナスまたは利益が減少しており経営改善が必要な事業者等、経営改善

に専門性が求められる事業者に対しては中小企業診断士等の専門家とともにヒアリング、分析によ

る課題の抽出、フィードバックを実施する。 

  定量分析としての財務分析については経済産業省の「ローカルベンチマーク」を活用し、標準指

標との比較検証を行う。定性分析として SWOT 分析については事業者へのヒアリングの中から、地

域において持続的に経営を続けられてきた事業者の「個性」（専門性・オリジナリティ）を分析す

る。 

 

（３）成果の活用 

 ◆分析結果は経営診断シートにまとめて該当事業者にフィードバックし、有益な分析を分かりやす

く提供することで事業計画策定支援に繋げる。事業者と商工会職員の共通認識を深めるためのツー

ルとして活用するとともに、商工会職員間での情報共有ツールとする。 

  経営診断シートの項目については、下記の通りとする。 

◇事業者概要「事業者名」、「代表者名」、「業種」、「資本金」、「従業員数」、「所在地」、「電話番号・

ＦＡＸ番号」 

◇財務情報「売上高」、「売上総利益」、「経常利益（個人事業主は税引き前所得）」 

◇財務分析レーダーチャート「売上高増加率」、「営業利益率」、「労働生産性」、「EBITDA 有利子負

債倍率」、「営業運転資本回転期間」、「自己資本比率」 

 ◇ヒアリングにおける特記事項 

 ◇SWOT分析「強み」、「弱み」、「機会」、「脅威」 

 ◇経営課題 

 

（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

経営状況の分析件数 20 30 30 30 30 30 

 

４．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（１）現状と課題 

  第 1期計画において、 

  ①小規模事業者向けの事業計画策定セミナーの開催 

  ②第 2創業（経営革新）セミナーの開催 

  ③創業セミナーの開催 

  ④商工会職員による事業計画策定の支援 

  ⑤小規模事業者経営発達支援融資制度利用にあたっての経営計画策定支援 

を計画し、事業を実施した。事業評価委員会の評価において、「当初計画した数値目標については、

ほとんどの項目で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、１人の経営指導

員が対応できる企業数は有限であるにも関わらず、事業計画策定事業者数を重視する計画であった

ために、十分なコンサルティングができていなかった」との指摘を受けることとなった。量的実績

とともに支援の質的向上が課題である。 

 第 2期計画においては、①②については共通する事項もあるため、一部改善により 1項目として

実施する。③については湖南市総合戦略の中で、商工会が湖南市と連携して支援することが期待さ

れており、連携体制を継続して実施する。④については当事業における中心的な項目であるが、十

分なコンサルティング機能が発揮できる件数を考慮し、目標件数を設定、一部改善により実施する。



 

- 9 - 

 

⑤についてはマル経利用が可能な事業者がほとんどであり、該当制度の利用ニーズがなかったた

め、他の制度融資や直接金融を含めた資金調達支援とした上で、一部改善により実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

  事業計画策定セミナーについては開催自体を目的にするのではなく、事業計画に基づく経営が事

業の持続的発展に不可欠である旨を周知することにより、事業計画策定に意欲的な事業者の掘り起

こしのために実施する。参加者には商工会職員による経営状況の分析を行い、事業計画策定支援に

繋げる。高付加価値化や生産性の向上を反映させた事業計画策定支援にこだわり、成功事例の創出

を目指す。 

また、創業セミナーについては産業競争力強化法における湖南市の創業支援事業計画に基づく特

定創業支援事業の指定を受け、湖南市と連携して実施する。セミナー開催後に商工会職員による創

業計画策定支援を行い、実際の創業者創出に繋げる。 

事業計画策定セミナー開催や資金調達支援については個別の数値目標を設定せず、同時及び終了

後に商工会職員が経営状況の分析支援を行うことで、経営状況の分析実施事業者に対する事業計画

策定件数と合算し、計数管理を実施する。創業セミナー受講者に対してもフォローアップにおいて

商工会職員が創業計画の策定を支援し、セミナーを受講せずに商工会職員による支援を受け創業計

画を策定した創業者も含め、創業計画策定件数として管理する。 

事業計画策定は経営発達支援事業の中心業務と位置づけ、単に件数の創出を目指すのではなく、

高付加価値化や生産性向上を反映させた計画策定を目標とする。経営状況の分析を実施した事業者

の 8割程度／年（25件）の事業計画策定と創業計画策定 5件／年を目指す。 

 

（３）事業内容 

 ①小規模事業者向けの事業計画策定セミナーの開催【一部改善】 

  事業計画策定に意欲的な事業者、必要と考える事業者の掘り起こしを目的としてセミナーを開催

する。計画策定に向けての入口として実施するものであり、経営状況の分析を実施の上、事業計画

策定に向け開催する。セミナー参加時点において事業計画策定完了を目指すものではない。 

 ◆支援対象 

  市内で事業を営んでいる小規模事業者で、事業計画の策定経験が少ない事業者を対象とし、チラ

シやホームページ掲載により広く参加者の募集を行う。想定される参加者としては、経営改善に意

欲のある若手の経営者や、商品開発や販路開拓に意欲的な経営者を中心とし、20 名程度の参加者

を募る。 

◆手段・手法 

  年 1回、全 2回の連続セミナーとして開催する。カリキュラムは事業計画策定の必要性を説明、

座学だけでなく実際に事業計画策定に向けて考えてもらえる内容とする。具体的には自社の強みの

把握方法や事業計画策定のポイントを説明の後に個人ワークで考えてもらえる内容とし、終了後に

は商工会職員による経営状況の分析を実施、事業計画策定へ繋げる。 

 

 ②創業セミナーの開催【継続】 

  地域内の創業希望者を掘り起こし、創業希望者の知識向上を図り、創業計画を検討してもらうこ

とにより実際に創業される事業者を創出することを目的に、創業セミナーを開催する。 

 ◆支援対象 

  地域内の創業希望者とし、創業準備段階にある方から数年後に創業を希望されている方まで、広

く対象とし、チラシ、ホームページの他、金融機関、湖南市行政と連携して地域内に広く周知する。

想定される参加者としては、飲食業等のサービス業、パンや菓子を製造小売りする小売業での創業

を希望される方を中心とし、10名程度の参加者を募る。 

◆手段・手法 

 年 1回、全 4回の連続セミナーとして開催する。カリキュラムは創業準備としての創業計画の必

要性を分かりやすく説明、創業計画書作成に必要な経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身に
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つく内容とし、湖南市の創業支援事業計画を考慮の上設定する。 

 

 ③商工会職員による事業計画策定の支援【一部改善】 

  経営状況の分析から、計画策定後の実施支援までの一環支援として実施する。事業計画策定にあ

たっては、「顧客ニーズと市場の動向」や「自社や自社の提供する商品・サービスの強み」の中か

ら経営課題を整理するとともに新たな需要の開拓の視点を取り入れ、「経営方針・目標と今後の計

画」としてまとめ、利益計画と行動計画を策定する。ブラッシュアップを重ねることで完成度を高

める。付加価値や生産性の向上を意識した作成支援を実施する。 

 ◆支援対象 

  経営状況の分析実施事業者（①の事業計画策定セミナーを受講した後に経営状況の分析を実施し

た事業者含む）、②の創業セミナー参加者及び時期的な問題から創業セミナーを受講できなかった

創業希望者対象として、商工会の職員が事業計画、創業計画策定を支援する。 

①の事業計画策定セミナー受講者については、セミナー終了後に商工会職員により、経営状況の

分析を行った後に、事業計画策定支援を実施する。以降は経営状況の分析を行った事業者として取

り扱うため、目標数値も経営状況の分析実施事業者に対する事業計画策定件数に含むものとする。 

◆手段・手法 

 経営状況の分析実施事業者については分析結果をフィードバックした後、巡回支援や窓口相談に

おいて個社に対して策定支援を行う。また、創業セミナー参加者についてセミナー終了後、カリキ

ュラムの理解度合に応じて巡回支援、窓口相談により策定支援を行う。セミナーを受講していない

創業希望者に関しても、創業動機やこれまでの経歴をヒアリングした上で、巡回支援、窓口相談に

おいて策定支援を実施する。 

必要に応じて専門家を活用し専門性のある内容の事業計画についても策定支援を実施する。 

 

 ④資金調達支援【一部改善】 

  経営状況の分析、事業計画策定支援において、資金の需要があると判断される場合、資金調達支

援についても事業計画策定支援時に一体として実施する。単なる融資の申請手続きとしてのみでは

なく、経営改善を目的とした資金調達支援を実施し、状況に応じてクラウドファンディング等直接

金融による調達についても支援する。 

  資金調達支援については経営状況の分析、事業計画策定支援と一体として支援を実施するもので

あり、ダブルカウントを避けるため数値目標は設定しない。支援の入口が資金調達相談であっても、

経営状況の分析に繋げ、商工会職員による事業計画策定の支援をプッシュ型で行うことにより、経

営状況の分析実施事業者に対する事業計画策定件数に含めることとする。 

◆支援対象 

 設備投資の計画があるなど資金需要のある事業者や経営改善が必要な事業者に対し、経営状況の

分析、事業計画策定支援と一体として資金調達を支援する。生産設備の導入を検討される製造業者

に対しては、生産性向上に繋がる設備投資となることを事業計画策定時に確認した上で資金調達の

支援を実施する。 

◆手段・手法 

  経営状況の分析、事業計画策定支援時に必要資金と効果を確認し、資金の調達について支援する。

日本政策金融公庫のマル経融資や、県制度融資等の利用を検討し、内容によりクラウドファンディ

ング等直接金融による調達についても支援する。 

 

（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

経営状況の分析実施

事業者に対する 

事業計画策定件数 

26 25 25 25 25 25 



 

- 11 - 

 

創業計画策定件数 10 5 5 5 5 5 

  ※①のセミナー参加者は終了後に経営状況の分析を経て③により事業計画策定支援を行うこと

から、実策定者を経営状況の分析実施事業者に対する事業計画策定件数に含める。 

  ※②のセミナー参加者については、セミナー受講していない創業希望者とともに③により創業計

画策定支援を行うことから、実策定者を創業計画策定件数に含める。 

  ※④の資金調達支援については、事業計画策定支援と一体として支援を実施するものであり、重

複を避けるために数値目標の設定はしない。 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（１）現状と課題 

  第 1期計画において、 

①事業計画策定事業者への進捗状況確認と支援策周知によるフォローアップ 

②創業セミナー参加者のデータベース化とフォローアップ 

③経営計画策定事業者に対する金融支援 

 を計画し、実施したが、事業評価委員会の評価において、「ほとんどの項目で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、１人の経営指導員が対応できる企業数は有限であるに

も関わらず、事業計画策定事業者数を重視する計画であったために、十分なコンサルティングがで

きていなかった。また、支援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として実施していないケースが見受けられた」との

評価を受けるなど、事業計画策定事業者へのコンサルティングとモニタリングにおいて、課題が残

る結果であった。 

  ①については計画内容を一部改善の上実施することとし、年々増加させていた目標値について

も、コンサルティング内容とモニタリングを重視した計画に修正する。②については現実に即した

内容に一部改善の上実施する。③について、小規模事業者経営発達支援融資制度を前提としていた

が、事業計画策定支援と重複しており、第 2期計画においては見直しにより廃止することとする。 

 

（２）支援に対する考え方 

  第 1期において実施した事業計画策定事業者に対して進捗状況を確認するのみに留まらず、事業

実行後の売上利益増加状況を確認することで支援結果にまでこだわった支援につなげる。伴走型で

事業計画達成に向けて支援を実施し、結果が出ていない場合はその要因が解消できるよう支援を行

う。 

 

（３）支援内容 

 ①事業計画策定事業者への進捗状況確認及び助言指導（創業計画策定者を除く）【一部改善】 

  事業計画を策定した事業者に対して進捗状況の確認を行うとともに、計画達成に向けて必要な助

言、支援を行う。 

 ◆支援対象 

  事業計画を策定した全ての事業者を支援対象とし、基本四半期に 1回の頻度でフォローアップを

行うが、事業計画の進捗状況等により、訪問回数を増やして集中的に支援する事業者と、ある程度

順調であると判断できる事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。 

  具体的には、事業計画策定全 25社のうち、集中支援を実施する事業者 5 社は毎月 1回、15社は

四半期に 1回、順調な事業者 5社については半年に 1回とする。事業者の状況を考慮の上、ある程

度臨機応変に対応する。 

   

 ◆手段・手法 

  商工会職員により巡回支援、窓口相談において確認、助言を行う。活用できる中小企業施策があ

れば周知する他、事業計画と進捗状況にズレが生じた場合には、複数職員によるヒアリングにて要
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因や課題の抽出、今後の対応方法の検討、集中支援先として訪問頻度の変更を行い、専門的な指導

が必要な場合には、滋賀県商工会連合会と連携し、専門家を派遣する。 

  フォローアップ年度最終回を、モニタリングフォローアップとし、決算書、申告書から売上高、

売上総利益、経常利益（個人事業主は税引き前所得）を確認するとともに、ヒアリングを実施する。

聴取した内容はモニタリングシートにまとめ、経営診断時に確認した内容と比較して売上高増加事

業者、経常利益増加事業者を判定するとともに次年度以降の支援方針を商工会内で共有する。法人

で決算期が計画期と相違する場合には決算後に確認し、確認年度で判定する。 

モニタリングシートの項目については、下記の通りとする。 

◇事業者概要「事業者名」、「代表者名」、「業種」、「資本金」、「従業員数」、「所在地」、「電話番号・

ＦＡＸ番号」（変更なければ経営診断シート内容を流用） 

◇モニタリング項目「売上高」、「売上総利益」、「経常利益（個人事業主は税引き前所得）」 

◇ヒアリング事項（成功要因・失敗要因・改善項目・感想等） 

◇今後の方針 

 

 ②創業計画策定支援者へのフォローアップ【一部改善】 

  創業業計画を策定した全ての創業希望者に対して、着実な創業実現に向けて必要な助言・支援を

行う。創業計画を策定していない創業希望者についても、計画策定に向けて支援を行うが、計画策

定までは４．における商工会職員による事業計画策定の支援の中でフォローアップを行うものとす

る。 

 ◆支援対象 

  創業計画を策定した創業希望者を対象とし、①と同様基本的に四半期に一度の頻度でフォローア

ップを行うが、創業準備直前期で訪問回数を増やして集中的に支援する事業者と、ある程度創業後

順調であると判断できる事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。 

  具体的には、創業前集中支援を実施する事業者は毎月 1回、創業後の順調な事業者については半

年に 1回とする。特に創業直前には事業者からの相談が多数となることを考慮の上、ある程度臨機

応変に対応する。 

◆手段・手法 

  ①と同様、商工会職員により巡回支援、窓口相談において確認、助言を行う。事業計画と進捗状

況にズレが生じた場合には、複数職員によるヒアリングにより、要因や課題の抽出、今後の対応方

法の検討、集中支援先として訪問頻度の変更を行い、専門的な指導が必要な場合には、専門家によ

る支援を実施する。 

 

（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①事業計画策定事業

者へのフォローアッ

プ対象事業者数 

30 25 25 25 25 25 

①頻度（延数）※1 340 100 100 100 100 100 

②創業計画策定者へ

のフォローアップ対

象事業者数 

 5 5 5 5 5 

②頻度（延数）  20 20 20 20 20 

売上増加事業者数※3 － 7 7 7 7 7 

経常利益 3％以上の増

加事業者数※2※3 

－ 7 7 7 7 7 

  ※1現行のフォローアップ対象事業者数、頻度（延数）は策定年度と過去 2年間の事業計画策定

事業者数を対象として目標設定している（創業計画含む）が、第 2期計画では単年度の事業計画
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策定事業者数を対象とし、頻度についても単年度の事業計画策定支援者数をもとに目標設定す

る。基本四半期に一度にて目標設定し、集中支援での増加分については進捗状況を確認しながら

決めることとなるが、年度の後半以降に発生することが見込まれるため、当初計画には反映させ

ない。創業計画策定者と分けて管理する。 

※2経常利益は法人の場合、個人事業主は税引き前所得とする。 

※3創業計画策定者に関しては比較する前年データがないため、売上増加、経常利益増加目標の

対象外とする。 

   

６．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

第 1期計画において、 

①商圏情報調査 

②マーケティング調査の実施支援 

③経営状況の分析時における商品又は役務の需要動向調査 

 を計画し、実施した。事業評価委員会において、「支援事業者の販売する商品又は提供する役務の

需要動向を効果的に把握するためには、事業内容（調査分析手段・手法）を計画時に固定しておく

のではなく、ある程度柔軟性を持たせた計画にしておくべきであった」との評価であった。需要動

向の調査方法のみではなく、活用方法をあらかじめ明らかにした計画にすることが課題である。 

  ①については商圏情報が有効な商業者を対象に継続実施する。②については第 1回認定時に展示

会出展時でのマーケティング調査は新たな需要の開拓に寄与する事業において実施するものであ

り、需要動向調査ではその前時点での実施を求める意見がつけられている。当項目については第 2

期計画においては見直し、新たな需要の開拓に寄与する事業の地域内外展示会・商談会出展支援の

中で実施することとする。③については家計調査月報から商圏内シェアを算出する計画であった

が、対象とできる事業者が限られていたこともあり、十分に機能していたとはいえない。当項目に

ついても第 2期計画においては見直しにより廃止することとする。新規にバイヤー評価をもとにし

た商品評価レポート作成事業、個社支援に有用な業種別の動向調査事業を付加して実施する。 

 

（２）事業内容 

 ①商品評価レポートの作成【新規】 

  商品開発をした商品を対象として、市場に出す前にバイヤーからの評価を調査し事業者へ提供す

る。具体的には卸売業者、小売店へ納品し、納品先の事業者を通じて消費者へ販売する食品製造業

者、工芸品の製造事業者が、独自で開発した商品や製品を対象とし、百貨店や高級スーパーのバイ

ヤーから意見を聴取する。 

 ◆情報収集、整理、分析を行う項目 

  ターゲットやコンセプトを明確にした上で評価をヒアリングするバイヤーを選定し、内容、サイ

ズ、訴求方法、デザイン、価格についてバイヤーからの評価を受け、整理、分析を行う。 

◆調査分析手段・手法 

滋賀県商工会連合会と連携し入手したバイヤーからの評価を分析、商工会職員がレポートにまと

め、事業者へ提供する。 

 

 ②商圏情報調査【継続】 

  商圏情報が有効な小売業者、サービス業者に対して、商圏情報を調査し提供する。具体的には地

域の消費者を対象として物品を販売する総菜販売業者、菓子販売業者や、商圏内の消費者にサービ

スを提供する飲食業者、塾経営事業者等のＢｔｏＣが取引の中心となる事業者に対して商圏情報を

提供し、事業計画実現に向けての戦略検討や計画見直しに活用する。創業計画策定者に対しても、

事業開始前に商圏情報を提供し、創業計画のブラッシュアップに活用する。 

 ◆情報収集、整理、分析を行う項目 
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  事業所所在地を中心に、町丁ごとに半径 500m圏、1km圏、3km圏、5km圏の性別、年代別人口、

将来推計情報、消費支出額、購買力を収集し、市場性、市場力として整理、分析を行う。 

 ◆調査分析手段・手法 

  滋賀県商工会連合会と連携し、市場動向評価ナビ「MieNa」によりマーケットデータを入手、地

域の人口構成や消費支出の傾向を商工会職員が分析し、分かりやすく事業者へ説明する。 

 

 ③業種別の動向調査【新規】 

  業界特有の動向を調査し、主として製造業に属する事業者に対して業界データとして提供する。 

 ＢｔｏＢが中心となる小規模製造事業者は、取引先からの極めて狭い分野の詳細情報は保有してい

るものの、業界全体の動向については入手しにくい構造にある。事業計画を作成した事業者に対し、

業界別の動向情報を提供することで、計画実現のための課題の検討や、今後の方針の検討における

判断材料とすることができる。 

 ◆情報収集、整理、分析を行う項目 

  業界ごとの特色（規模、事業所数、従業者数）、業界の見通しと課題、市場動向について情報を

収集、業界動向として整理、分析を行う。 

 ◆調査分析手段・手法 

  業種別審査辞典や日経テレコン等インターネットから情報を収集、業界別の動向を商工会職員が

分析し、フォローアップ時に事業者へ提供する。 

 

（３）成果の活用方法 

  各事業により分析した内容をレポートにまとめ、対象事業者に提供する。 

  ①のレポートは特産品開発を行う商品開発事業者等に対して提供し、更なる商品開発や商品改良

におけるマーケティングデータとして、またターゲットの再設定等販売戦略策定に活用する。 

  ②のマーケットデータは主に事業計画を策定した小売業者、サービス業者に提供し、事業計画達

成に向けての戦略検討（重点地域の設定、広告戦略エリアの検討）や計画の見直しに活用する。ま

た創業者支援において創業計画のブラッシュアップに活用する。 

  ③の分析結果は主に事業計画を策定した製造業者に提供し、事業計画達成に向けての課題の検討

や今後の方針の検討に活用する他、モニタリング時に業界全体の動向と乖離がないか、逆に差別化

できているかを確認する資料として活用する。 

   

（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①調査対象事業者数 － 5 5 5 5 5 

②調査対象事業者数 20※ 10 10 10 10 10 

③調査対象事業者数 － 5 5 5 5 5 

  ※現行の数値は①商圏情報調査②マーケティング調査の実施支援③経営状況の分析時における

商品又は役務の需要動向調査の合算したもの。第 2期計画においては各事業に目標を設定 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

（１）現状と課題 

第 1期計画において、 

①商品開発支援 

②地域内外展示会・商談会出展支援 

③自社ホームページ・ＳＮＳによる情報発信支援 

④海外展開支援 

 を計画し、実施した。事業評価委員会において、「地域外展示会・商談会出展支援事業が積極的に
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展開されたことは評価できるが、合同事業であったため各商工会地域で重点的に支援したい事業者

に合った支援が機動的に実施できないことがあった」との評価であった。 

  ①については湖南市の特産品開発を進めるという地域課題解決に向けて継続実施することとし、

②についてはこれまで共同で実施してきた体制を廃止し、湖南市における重点的な業種を定めて一

部改善により実施することとする。③についてはホームページ、ＳＮＳのみではなく、広く情報発

信支援として一部を改善して実施する。④については湖南市以外での特産品の展開を対象として計

画されていたものであり、第 2期計画では見直しにより経営発達支援事業の計画からは外し、経営

改善普及事業の経営支援として施策情報の提供を行い、ニーズがあれば個社の支援を実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

  小規模事業者の経営を持続的に発展させるためには、新しい需要を開拓することが重要である

が、独力での販路開拓は規模の小さい事業者にとっては人材面、財務面において障壁が高い。新た

な商品開発や販路開拓に取り組み、売上や利益の確保に対して意欲的な小規模事業者を手厚く支援

することを目的として、事業を実施する。事業実施にあたっては、事業者の成果にこだわり、事業

終了後にモニタリングを実施することで成約件数、売上額として検証する。商品開発支援、販路開

拓支援、情報発信支援まで一貫した支援として、新たな需要の開拓に寄与する事業において実施す

る。 

 

（３）事業内容 

 ①商品開発支援【継続】 

  事業者の「個性」（専門性・オリジナリティ）を活かした商品開発の支援を行う。地域特性を活

用した商品や、事業者の強みを活かした商品開発支援を行う。 

◆支援対象 

事業計画策定事業者のうち、新商品による新たな需要の開拓を課題とする事業者を対象とする。

具体的には湖南市の農産品を原材料とした商品を開発する意欲のある食品製造事業者等に対して

重点的に支援を行う。湖南市の伝統野菜である「弥平とうがらし」や「下田なす」を使った特産品

等の開発や、農業生産事業者の 6次産業化を推進する。個社の強みを活かした商品開発支援を行う。 

◆支援内容 

  湖南市と連携し、ターゲットの設定、商品コンセプト開発、パッケージデザイン開発、マーケテ

ィング戦略の検討を支援する。開発にあたっては、商工会職員が巡回支援、窓口相談において実施

するが、専門性を必要とする内容については滋賀県商工会連合会の専門家を活用し支援する。商品

本体のみではなく、チラシやＰＯＰ等の販促物の作成についても商品開発の一部として一体支援を

行う。 

 

 ②地域内外展示会・商談会出展支援【一部改善】 

  商工会が独力で開催するより商談件数において高い効果を得るため、バイヤーを対象として県内

や都市圏で開催されるＢtoＢ展示会や商談会への出展を支援する。 

◆支援対象 

事業計画策定事業者のうち、販路拡大を課題とする事業者を対象とし、特に商品開発実施事業者

を重点支援する。重点業種としては、湖南市の特産品を開発するという地域課題への対応のため、

食品製造加工業者とし、商品開発から一貫した個社支援を行う。 

◆支援内容 

  出展にあたってはブースレイアウト作成支援やプレゼンテーション内容作成支援等、展示会出展

ノウハウの提供を行い、効果的な出店に向けて支援する。出展期間中はブース陳列、商談等を伴走

型で支援する。終了後にはフォローアップ状況を確認するとともに、成約件数、売上金額をモニタ

リングすることで成果を確認し、今後のプランを検討する。 

  想定展示商談会は「東京インターナショナルギフトショー」（東京ビッグサイト、9 月 2 月各 4

日間、約 30万人のバイヤーが来場、出展事業者約 4,000社）とする。東京インターナショナルギ
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フトショーはグルメアンドダイニングスタイルショーとして食を中心に展示商談される部門も同

時開催されており、食品製造加工事業者にとっても有意義な商談が出来る場である。事業者特性や

商品特性に応じて、販路開拓効果が出るよう、出展商談会や出展部門の選定についてはある程度臨

機応変に対応する。 

  商品内容や事業者にとって効果的と判断できる場合は、中小企業基盤整備機構の販路開拓ハンズ

オン支援事業も活用する。 

 

 ③情報発信支援【一部改善】 

  商品開発、販路開拓と一貫した支援として、事業者の情報発信を支援する。 

 ◆支援対象 

  事業計画策定事業者のうち、販路拡大を課題とする事業者で、情報発信が効果的な事業者を対象

とする。特に地域資源を活用して商品開発した事業者については重点的に支援する。具体的には湖

南市伝統野菜である「弥平とうがらし」や「下田なす」等を活用した情報発信を支援することで、

個社の商品販売に繋げる。 

 ◆支援内容 

  商工会職員により、プレスリリース発信支援、ネットショップ出展支援を行い、売上に繋がる支

援を行う。単なる事業者の情報発信を目的としたＳＮＳ、ホームページ作成支援は対象としない。

また、各種商品コンテストへの応募についても支援し、ニュース性の創出にもつなげる。実施後に

はモニタリングを実施し、成約件数、売上金額を聴取、成果を確認する。 

 

（３）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①商品開発事業者数 2 5 5 5 5 5 

②展示会商談会出展

事業者数 

2 10 10 10 10 10 

成約件数／社 － 5 5 5 5 5 

③情報発信事業者数

※ 

9 5 5 5 5 5 

成約件数／社 － 5 5 5 5 5 

  ※③情報発信事業者数の現行は第 1 期計画の自社ホームページ・ＳＮＳによる情報発信支援件数

であり、第 2期計画では売上に繋がる情報発信支援とするため、目標件数を減少させている。 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

８．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 

  第 1期計画において、 

  ①地域の多様な機関が連携して地域を活性化する仕組みづくり 

  ②商工会が取り組む事業として 

  a.商店街や小売店の活性化に関すること 

  b.地域資源を活用した地域特性のある商品の開発、PRの実施に関すること 

  c.創業・事業承継の推進・円滑化に関すること 

  d.地場産業の再興・発展に関すること 

を計画し、実施した。事業評価委員会より、「地域活性化のために多種多様な事業を実施している

ことは評価できる。関係者間で今後の地域経済活性化の方向性を共有できる「仕組み」も明確にさ
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れたい」との評価を受けた。地域の支援機関関係者間で今後の地域活性化の方向性を共有できる「仕

組み」の構築とともに、方向性に沿った商工会の役割明確化と実行力が課題である。 

 第２期計画においては、①の仕組みづくりについては内容を一部改善して継続するとともに、②

に関しては事業目的を明確にした上で再編するために見直し、新規事業を実施する。 

 

（２）事業内容 

①地域の多様な機関が連携して地域を活性化する仕組みづくり【一部改善】 

湖南市産業振興戦略推進会議へ参画し、地域活性化のための方向性を共有するとともに、商工会

の役割について確認する。当推進会議は、学識者、商工業関係団体、農業団体、一般公募市民およ

び行政で構成され、湖南市産業振興ビジョン策定に向けて湖南市が招集し、年間複数回開催されて

いる会議であり、湖南市の産業振興のあり方について広く議論される場である。 

 

 ②湖南市ブランド確立に向けた商品開発、PR の実施【新規】 

  現在、湖南市産業振興戦略推進会議において議論されている「みらい公園湖南」の活用という点

から、小規模事業者が参画した湖南市ブランド戦略推進や、湖南市伝統野菜である「弥平とうがら

し」や「下田なす」等の普及拡大に向けて、商品の開発や情報発信を行い、事業者の商品開発、販

路開拓を通じて地域収益増加を図る。経営発達支援事業として実施する商品開発、販路開拓は個社

支援であるが、当事業においては集団支援としての位置づけであり、地域の農業生産者も含めて広

く支援対象とする。 

 

 ③事業承継支援の実施【新規】 

  円滑な事業承継を推進することにより、地域の事業者減少を防止するため、滋賀県事業承継ネッ

トワークや滋賀県商工会連合会と協力し、事業承継支援行う。対象者は 60 歳以上が代表している

事業者とし、商工会職員による巡回支援、窓口相談において実施するが、専門性が必要な案件につ

いては協力支援機関とともに、専門家を活用するなどにより対応する。 

  事業承継については年単位で成果を創出出来るものではなく、伴走型で腰を据えた支援を継続す

る必要があるという観点から、あえて地域活性化に資する取組として実施するものである。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 
 

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）現状と課題 

  第 1期計画において、 

  ①金融機関との経営支援情報交換会議開催 

  ②滋賀県よろず支援拠点との情報交換 

  ③「エリアプランナー会議」での支援ノウハウ等の情報交換 

 を計画し、実施したが、事業評価委員会の評価において、「滋賀県よろず支援拠点等との連携を通

じて、引き続き支援ノウハウ等の情報交換に努められたい」との意見が出された。有効な情報交換

とするとともに、その情報を組織内で共有することが課題である。 

  第２期計画においては、①については内容を一部改善して継続することとし、②については第１

期において効果的な情報交換が出来なかったこともあり、支援を通じての連携は今後も継続する

が、情報交換については見直しにより③に含めて実施することとする。③については会議の内容が

変わっていることもあり、一部改善して実施することとする。その他第１期にはなかった新規の支

援機関との情報交換を設ける。 

 

（２）事業内容 

 ①日本政策金融公庫との協議会での情報交換【一部改善】 

  年 2 回開催される日本政策金融公庫大津支店と大津支店管内の商工会議所、商工会との協議会に
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出席し、県内および近隣府県の小規模事業者の資金需要や最新の経済状況について、情報交換を行

う。終了後に出席職員が講師となって事務局内での勉強会を開催することにより、融資事例や金融

支援ノウハウを商工会職員の間で蓄積・共有することにより、組織全体としての支援能力向上に繋

げる。 

 

②「事務局責任者会議」での支援ノウハウ等の情報交換【一部改善】 

  滋賀県商工会連合会が４半期毎に開催する「事務局責任者会議」に出席し、県内の他商工会の支

援の現状、成果の出ている支援事例の収集、他の支援機関の取組み内容等について情報交換を行う。

他の支援機関としては、よろず支援拠点やジェトロ滋賀、中小企業基盤整備機構近畿本部を対象と

する。終了後には情報交換内容について検証し、当商工会の事業改善を図ることで、支援能力向上

に繋げる。 

  

 ③滋賀県事業承継ネットワークでの情報交換【新規】 

  年 2回開催される滋賀県事業承継ネットワークブロック会議へ出席し、事業承継支援状況及び支

援ノウハウについて参画している金融機関や税理士、中小企業診断士等専門家、ブロック内の商工

会議所、商工会と情報交換を行う。終了後に出席職員が講師となって事務局内での勉強会を開催す

ることにより、事業承継支援事例や事業承継支援ノウハウを商工会職員の間で蓄積・共有すること

により、組織全体としての支援能力向上を図る。 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

第 1期計画において、 

①ＯＪＴの実践 

  ②「滋賀県商工会連合会職員研修プログラム」に基づいた職員研修会の受講 

  ③職務歴に応じた中小企業大学校への派遣 

  ④「経営支援事例報告書」による「見える化」 

 を実施し、事業評価委員会からは、「滋賀県商工会連合会主催の職員研修等を活用し、引き続き資

質向上に取り組まれたい」との意見が出された。研修会への出席は継続して実施するが、出席職員

のみの研修となっている現状を改善し、個人に帰属しがちな支援ノウハウを組織内で共有する仕組

みを構築することが課題である。 

  第 2 期計画においては、①については計画内容自体効果が図れるものではなかったため、今後

制度設計に十分な時間をかける必要もあり、見直しにより計画から外すこととする。②③について

は一部改善の上実施することとするが、④については報告書作成数の目標達成が優先され、目的が

曖昧となってしまっている現状から、見直しにより廃止する。それに代わり、組織内で共有し、支

援ノウハウを蓄積できる仕組みを新たに設ける。 

 

（２）事業内容 

 ①滋賀県商工会連合会開催の商工会等職員研修会への出席【一部改善】 

  滋賀県商工会連合会が資質向上対策指針に基づき開催する職員研修会に、職員の経験、職歴に応

じて出席し、職員個人の資質向上に努める。 

 

 ②中小企業大学校への派遣【一部改善】 

  中小企業大学校が開催する中小企業支援担当者研修会専門コースに職員を派遣する。湖南市は工

業地域であるにもかかわらず、ものづくり支援に関する支援能力が相対的に弱いため、ものづくり

支援に活かせる研修コースを重点テーマとし、1年に 1人以上の職員派遣を行う。 

 

 ③職員間の情報共有【新規】 
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  情報交換、研修、日常業務の中で職員個人が獲得した支援ノウハウを共有するため、商工会職員

による勉強会を月 1 回開催する。職員個人が講師となり、基本的には時間外の時間を活用して実施

する。 

 

１１．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 

第 1期計画において、 

①「経営支援事例報告書」による「見える化」 

②事業評価委員会での事業評価と見直し 

を実施したが、事業評価委員会より、「事業評価委員会が 4 商工会合同で設置されていたため、

各商工会の実情に見合った事業見直しが行われなかった面がある」との評価であった。湖南市商工

会単独での委員会設置とＰＤＣＡサイクルが回せるよう、適切な運営が課題である。 

第 2 期計画においては、①については１０．に記載と同様の理由により見直しにより廃止するこ

ととし、②については商工会事業全体の評価まで議論されていた議題を経営発達支援計画に絞り、

湖南市商工会に単独で設置することで地域の実情に合った事業の見直しをできるよう、一部改善す

る。 

 

（２）事業内容 

①事業評価委員会での事業評価と見直し【一部改善】 

湖南市商工会において、湖南市商工観光労政課長、法定経営指導員、湖南市商工会役職員、外部

有識者として中小企業診断士をメンバーとする事業評価委員会を年 2 回開催し、モニタリング結果

等について説明した上で、進捗状況や改善内容について評価を受ける。 

評価の結果については、湖南市商工会ホームページで公表することにより、地域の小規模事業者

等が常に閲覧可能な状態とするとともに、理事会に報告し、次年度の事業計画に反映させる。 
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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 

（令和元年１０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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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法定経営指導員の氏名、連絡先 

  ■氏 名：小林 正幸 

  ■連絡先：湖南市商工会 TEL0748-72-0038 

 

②法廷経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  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を行う。 

 

（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 

  〒520-3234 

  滋賀県湖南市中央 1丁目 1番地 1 

  湖南市商工会 TEL0748-72-0038／FAX0748-72-5687 

  E-mail:konan@shigasci.net 

 

②関係市町村 

〒520-3234 

  滋賀県湖南市中央 1丁目 1番地 

  湖南市 建設経済部 商工観光労政課 TEL 0748-71-2331／FAX0748-72-4820 

  E-mail:shoukan@city.shiga-konan.lg.jp 

 

 

 

事務局長 
湖南市 

商工観光労政課 

法定経営指導員 １名 

経営指導員 ４名 

経営支援員 ４名 
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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２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 2,198 2,198 2,198 2,198 2,198 

 

〇評価委員会

運営費 

〇専門家派遣

費 

〇セミナー開

催費 

〇商圏情報取

得費 

〇展示会出展

費 

 

 

66 

 

132 

 

500 

 

500 

 

1,000 

66 

 

132 

 

500 

 

500 

 

1,000 

66 

 

132 

 

500 

 

500 

 

1,000 

66 

 

132 

 

500 

 

500 

 

1,000 

66 

 

132 

 

500 

 

500 

 

1,000 

 

調達方法 

会費収入、滋賀県補助金、湖南市補助金、伴走型小規模事業者支援推進事業補助金 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 

 
連携者名 代表者役職・氏名 住所 

滋賀県商工会連合会 会長・清水 憲 滋賀県大津市打出浜 2-1 
 

連携して実施する事業の内容 

①経営状況の分析に関すること 

・専門家の選定及び専門家派遣の実施 

②事業計画策定支援に関すること 

・専門家の選定及び専門家派遣の実施 

③事業計画策定後の実施支援に関すること 

・専門家の選定及び専門家派遣の実施 

④需要動向調査に関すること 

・商品評価レポートの作成 

・商圏情報調査の実施業界動向調査の実施 

⑤新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・商品開発支援における専門家派遣 

・地域内外展示会・商談会出展支援の実施 

連携して事業を実施する者の役割 

・連携者の役割：専門家の紹介及び専門家派遣による専門的指導、需要動向調査における連携、地域

内外展示会・商談会出展支援での連携 

・期待できる効果：専門的支援他、県連合会事業を活用することで、事業者に効果的な支援を行うことが

できる。 

 

連携体制図等 

①経営状況の分析に関すること②事業計画策定支援に関すること③事業計画策定後の実施支援に

関すること⑤新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
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連携 専門家派遣 
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④需要動向調査に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
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 レポート 

データ提供 
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 連携 
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