
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

竜王町商工会（法人番号 ：５１６０００５００６８８０） 

竜王町（地方公共団体コード：２５３８４７） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

地域社会の発展に貢献する重要な存在である小規模事業者の成長発展お

よび持続的発展が図られるために、商工会が地域経済動向、経営分析に

基づいた事業計画策定を支援し、その計画実現のために他の支援機関と

も連携しながら伴走型支援に取り組む。また、小規模事業者数維持のた

めに、効果的な創業・事業承継支援を目指す。 

事業内容 

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 

 管内小規模事業者への景況調査やＲＥＳＡＳ活用による情報を収集・

分析し、地域の経済動向を把握し、事業計画策定支援の外部環境データ

として活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 

 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ために、経営状況の分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

 経営状況分析を行った重点的に支援する事業所並びに創業予定者に対

し、持続的発展につながる事業計画策定支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画策定後、計画の進捗状況の確認を行い、定期的にフォローア

ップし、必要に応じて専門機関と連携支援を行う。 

５．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。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 販路開拓を目指す小規模事業者に対して、展示会や商談会へ積極的な

参加促進並びにＩＴ活用支援による販路開拓支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 町・観光協会・進出企業・金融機関等と連携をより深め、情報の共有

を図り、各種事業の実施・参画により地域経済活性化を目指す。 

連絡先 

竜王町商工会 

〒520-2552 滋賀県蒲生郡竜王町小口 20-2 

TEL：0748-58-1081、FAX：0748-58-1470、E-mail：ryuoh@shigasci.net 

竜王町 商工観光課 

〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町小口 3番地  

TEL：0748-58-3718、FAX：0748-58-3730 

E-mail：shokan@town.ryuoh.shiga.jp 

 



１ 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

①現状 

ア．位置及び人口 

                                 

竜王町は、滋賀県の東南部湖東平野に位置し、 

東に雪野山、西に鏡山という２つの山に囲まれてい

る。北は近江八幡市、東は東近江市、南は湖南市、

西は野洲市にそれぞれ接している。総面積４４.５

５㎢の約３０％を占める水田からは良質な近江米

が生産されており、農業のまちとして知られている

ほか、埋蔵文化財や史跡、社寺など、歴史的遺産が

豊富に存在している。 

                               また、町の中央部を名神高速道路が東西に横断し

ており、大津市とは約３０㎞、京都市とは約４０㎞

の距離にある。こうした立地条件を活かし、町域南

部には大規模自動車工場等が立地している。 

平成２２年（2010）には名神竜王ＩＣを核とした

アウトレットモールが開業するとともに、まちの中

心核としてタウンセンターエリアの商業施設開

業・公民館リニューアル等により、町民の利便性向

上や雇用の場としての産業立地、広範囲からの来訪

者の増加が期待されるなど、新たな局面を迎えてい

る。 

人口は、平成７年（1995）までは増加傾向にあっ

たが、その後はゆるやかな減少傾向にあり、平成２

７年（2015）では 12,434人・4,266世帯となってい

る。高齢者（65歳以上）世帯数は年々増加しており、

特に高齢者単身世帯、高齢者夫婦世帯が急増してい

る。 

    

  

 

人口推移（平成２８年竜王町統計資料） 

年 人口 総世帯数 

平成 ７年（1995） 13,650 3,968 

平成２７年（2015） 12,434 4,266 
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高齢者世帯の状況（平成２８年竜王町統計資料） 

年 単身世帯数 夫婦世帯数 

平成 ７年（1995） 46 72 

平成２２年（2010） 142 259 

 

イ．竜王町の地域資源 

 《１》豊かな自然と歴史 

   滋賀県の東南部蒲生平野に位置し、西は鏡山、東は雪野山に囲まれ、気候は比較

的温暖で、田園風景や自然が広がる緑豊かな環境に恵まれている。 

 《２》充実した道路交通網 

   町域の北部を国道８号が、中央部を東西に名神高速道路が走り、町のほぼ中央に

名神竜王ＩＣがある。高速道路を利用すれば、京阪神、中京圏へ１時間余で移動可

能である。 

 《３》農業、果樹、畜産などの特産品 

   農業を基幹産業として発展してきたまちであり、まちの平野部の大部分を農地が

占め、良質な近江米の生産地となっている。また、丘陵地帯においては、観光果樹

園や近江牛などの畜産も盛んで、こうした農業・果樹・畜産の生産物は特産品とな

っている。 

 《４》県下有数の工業生産地域 

   恵まれた交通条件を活かし、自動車産業を中心として、樹脂、食品加工、印刷な

どの工場・事業所が立地しており、県下有数の工業生産地域となっている。 

 《５》集客施設の充実 

   道の駅（アグリパーク竜王・竜王かがみの里）、竜王町総合運動公園（ドラゴン

ハット）、妹背の里などの施設があり、町内外から多くの来訪者がある。また、ア

ウトレットモールの開業により、京阪神・東海圏からの年間６００万人以上の来客

が見込まれ、交流人口の増加が期待される。 

 《６》活発な地域コミュニティ活動 

   自治会活動や青年団をはじめとする社会教育団体など、町民活動が活発である。 

 

ウ．竜王町の産業 

  竜王町は、農業・畜産業が減少傾向にあるなか、平成２２年（2010）にアウトレッ

トモール、平成２３年（2011）にタウンセンターエリアに商業施設が開業され小売業

が大きく増加した。このことにより、平成２１年（2009）～平成２４年（2012）の創

業比率が全国１位となった。しかし、既存の小売店は、競合が激化し、高齢化や後継

者不足により衰退している。 

  製造業においては、滋賀竜王工業団地の整備が完了し、平成３０年には進出企業が

稼働した。今後も順調に企業の進出が予定されており、新たな企業活動や雇用創出に

より地域経済の活性化が期待できる。 

  

エ．竜王町の商工業者数 

  竜王町の小規模事業者数は、432事業所（商工業者数 593事業所）である。 
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  小売業・サービス業の比率が高いのが特徴であり、次いで建設業、製造業の順とな 

っている。 

     

竜王町の商工業者数（平成２７年度、３０年度商工会実態調査） 

 平成 27年度 

事業所数 

平成 30年度

事業所数 

平成 30年度

構成比 

建  設  業 98 94 15.9% 

製  造  業 75 72 12.1% 

卸  売  業 23 22 3.7% 

小  売  業 191 183 30.9% 

飲食・宿泊業 65 62 10.5% 

サ ー ビ ス 業 119 114 19.2% 

そ の 他 48 46 7.8% 

事業所数合計 619 593 100.0% 

（内小規模事業者数） 440 432 72.8% 

 

②課題 

 ・アウトレットモールや大型商業施設が出店し、既存の小規模小売店が衰退しており、 

  小規模事業者の持続的発展を目指し、経営基盤の強化や経営の安定化が必要であ 

る。 

 ・人口減少、少子高齢化の進展により、従事者の減少や後継者不足が加速し、地域の 

活力が低下しており、その解消に向けて、創業支援並びに事業承継支援に注力して 

いかなければならない。 

 ・町内では、新規出店並びに事業拡張に適した土地・賃貸物件が少ないため、小規模 

事業者の町外流出があり、今後の土地並びに空き家の有効利用、都市計画の大幅な 

見直しが課題である。 

  

（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 

  竜王町内の事業者は、減少傾向にあり、人口減少・少子高齢化の進展により、市場

の縮小・地域経済の活力低下が予想されている。 

  このような経済環境の変化に、小規模事業者が対応していくことは困難を伴うと思

われる。 

  しかし、これらの環境変化を経営革新（イノベーション）の契機として捉え、時代

の流れ、消費者動向などの社会的ニーズを的確に把握し、生産性向上や販路開拓に取

り組むことにより、事業を維持・拡大し持続的発展させることは可能である。 

  そのために、自助努力により経営の維持・拡大に取り組む小規模事業者並びに意欲

ある創業者に対して、町と商工会が共同して重点的に支援していくことで、地域経済

活性化を目指す。 
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 ②「平成２３年策定の第５次竜王町総合計画」・「平成２８年策定の竜王町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」及び「平成３１年施行の竜王町中小企業・小規模企業振興基本

条例」との連動性・整合性 

 

ア．平成２３年策定の「第５次竜王町総合計画」の中で、竜王町の基本理念として４

つの理念を掲げている。 

  <基本理念> 

１．豊かな自然と歴史を誇れるまちづくり 

２．みんなが安心して暮らせるまちづくり 

３．チャンスを活かすたくましいまちづくり 

４．町民と行政の協働により築くオリジナルのまちづくり 

   

イ．平成２８年に「竜王町まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定された。 

総合戦略の方向として以下の取組を掲げている。 

  

 <総合戦略の方向> 

１．消滅回避戦略 14,000 人をめざす戦略 

 目標１．14,000人が暮らすまちをつくる 

     ～定住に向けた受け皿づくり～ 

 目標２．「働く」「暮らす」希望がかなうまちをつくる 

     ～人を呼び込む雇用の創出と町の魅力発信～ 

２．未来創生戦略 

 目標１．竜王町で働く喜びを創生する 

     ～産業の振興による安定したしごとをつくる～ 

 目標２．「ふるさと竜王」を創生する 

     ～結婚・出産・子育て・教育の希望をかなえる～ 

 目標３．幸せな暮らしを創生する 

     ～いつまでも安心して暮らせる活力あるまちづくり～ 

産業振興の取組として、「販路開拓に向けた支援の充実」、「企業・事業所・商工会の

連携強化」、「中小企業・商工会に対する支援の充実」、「創業支援の推進」がある。 

  

ウ．平成３１年４月１日に「竜王町中小企業・小規模企業振興基本条例」が施行され

た。 

竜王町では、町内中小企業・小規模企業の振興について、基本理念を定め、町の責

務その他関係者の役割を明らかにするとともに、基本的施策を推進することにより、

中小企業・小規模企業の成長発展およびその事業の持続的発展ならびに地域経済の活

性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的に施行された。 

□条例の主な内容 
基本理念 中小企業・小規模企業の振興は、 

１）中小企業者・小規模企業者が、多様な分野における特色ある事業活動

を通じて、地域経済の活性化を促進し、就業の機会を増大させる等地域

社会の発展および町民の生活の向上に貢献する重要な存在であるという
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基本的認識のもとに行わなければならない。 

２）中小企業者・小規模企業者の経営の向上および改善に対する主体的な

努力の促進を基本に行わなければならない。 

３）中小企業・小規模企業の成長発展およびその事業の持続的発展が図ら

れることを旨として行わなければならない。 

４）町、県、国、中小企業者・小規模企業者、大企業者、商工会および金

融機関が連携するとともに、町民が協力することを基本として行わなけ

ればならない。 

５）中小企業者・小規模企業者の経営規模および形態に応じ、十分な配慮

がなされることを基本として行わなければならない。 

基本的施策 １）経営基盤の強化および企業基盤を町内に維持しつつ行う新たな事業展

開への支援に関すること。 

２）事業承継の促進に関すること。 

３）新事業の創出および企業支援に関すること。 

４）人材の確保および育成のための雇用の促進ならびに職業能力の開発・

向上に関すること。 

５）中小企業者・小規模企業者以外との連携促進に関すること。 

６）資金調達の円滑化に関すること。 

７）調査および情報の収集、提供等に関すること。 

８）前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関する必

要な事項。 

中小企業者・小規

模企業者の役割 

中小企業者・小規模企業者は、 

１）基本理念に基づき、主体的な経営の向上および改善を図るよう努める

とともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものと

する。 

２）他の中小企業者・小規模企業者または町内の多様な主体と連携するよ

う努めるものとする。 

３）商工会への加入に努めるものとする。 

４）町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよ

う努めるものとする。 

商工会の役割 商工会は、基本理念に基づき、中小企業者・小規模企業者の経営の向上お

よび改善に資するため、相互に連携を図りながら協力することにより、中

小企業者・小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるとともに、

町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努

めるものとする。 

 

③商工会としての役割 

竜王町商工会では、上記の「竜王町総合計画」・「竜王町まち・ひと・しごと創生総

合戦略」・「竜王町中小企業・小規模企業振興基本条例」を踏まえ、国・県・町等の行

政及び各種支援機関や金融機関と連携強化を図るとともに、町内小規模事業者の業

種・業態等に応じて売上増、経営力の向上、販路開拓、商品開発、新規創業者等のた

めに、事業計画の策定、実施、フォローアップなど持続的な経営発展のための伴走型

支援に取り組んでいく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえ、今後５年間で実現を目指す経



６ 

営発達支援事業の目標を下記のとおり設定し、小規模事業者に寄り添った経営支援を行

う。 

①小売店等の活性化、持続的発展への支援 

②地域資源を活用した特産品の開発、販路開拓支援 

③創業・事業承継の推進、円滑化 

④地場産業の再興・発展 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①小売店をはじめ小規模事業者の意識改革やリーダー育成を図る。企業の持続的発展の

ために、「経営分析」から「事業計画策定」を推進・支援する。 

②地域農水産物加工に取組む既存の製造業者及び農商工連携等を含めた小規模事業者

に対し、特産品の開発から販路開拓までを伴走型支援にて行う。 

③創業セミナーを開催し、意欲的な創業者を育成していく。また高齢の小規模事業者に

対し、事業承継予定者がいる場合は、「事業承継計画」の策定を支援し計画的な事業承

継を推進していく。事業承継予定者が不在で第３者への承継を希望する事業者に対して

は、滋賀県事業引継ぎ支援センター等と連携し、事業承継を推進する。 

④地域資源（近江牛・近江米・果樹・湖魚等）を活かした特産品の開発や後継者育成、

販路開拓支援を行う。また町行政・観光協会等と連携し、地域ブランド化の推進支援を

実施する。 

 

 

 

 
 

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期における取組と評価等> 

【取組】外部データの収集と地域事業者データの収集を実施し、収集データの分析を行

ったが、ホームページ等で情報公開するには至らなかった。 

【評価】町内事業者データの収集を行い、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。 

【課題】他機関が公表している調査資料を有効活用しながら、地域の経済動向調査の目
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的を達成するために必要な調査結果を得られる調査手段・手法を定め、情報収集・整

理・分析を行った結果を、着実に公表することが課題である。 

 

（２）事業内容 

①ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）を活用したデータ収集 

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に、以下の調査手段・手法により情報収集・

整理・分析を実施する。 

（情報収集の方法） 

 ＲＥＳＡＳを活用して、地域の経済動向分析を行う。 

（調査項目） 

 人口マップ（人口構成）、産業構造マップ（企業数・付加価値額）、企業活動マップ（創

業比率・黒字赤字企業比率）など 

（調査手段） 

 経営指導員等が、ＲＥＳＡＳを活用して、上記調査項目について調査分析を実施する。 

 

②町内事業者データの収集 

 町内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するために、以下の調査手段・手法

により情報収集・整理・分析を実施する。 

（情報収集の方法） 

年１回、確定申告書作成支援時、金融支援時及び補助金申請支援時の財務書類および

ヒアリングを基に地域の経済動向分析を行う。 

（調査対象） 

 町内小規模事業者２５社（製造業、建設業、卸小売業、飲食・宿泊業、サービス業） 

（調査項目） 

 売上額、所得額、従業員数とし、前年対比で分析する。 

（調査手段） 

 経営指導員等が、上記調査項目について情報収集を行う。 

 

（３）成果の活用 

収集した情報については、経営指導員等が継続的に整理・分析し、事業計画作成時の

経営環境分析等に活用するとともに、商工会ホームページを通じて公表する。 

 

（４）目標 

 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①調査回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

②調査回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

公表回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 
 ※①②をまとめたものを、年１回公表する。 
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３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

<第１期における取組と評価等> 

【取組】小規模事業者の有効な経営計画策定に繋げるために、商工会職員による経営診

断を実施した。また、商工会職員が中小企業診断士とともに行う経営診断事業も実施

した。 

【評価】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。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。 

【課題】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、一連のスキームで実施していくことが課題であ

る。 

 

（２）事業内容 

①対象事業者の発掘・選定 

巡回訪問や窓口相談を介して、記帳機械化事業所、若手経営者や後継者のいる事業所、

経営に意欲的で販路拡大の可能性が高い事業者を選定する。 

②経営分析の内容 

【分析項目】 

定量分析：財務分析（売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率等） 

 定性分析：３Ｃ分析 Ａ．自社環境（経営理念、商品・サービスの強み等） 

           Ｂ．市場環境・顧客（市場規模、顧客ニーズ等） 

           Ｃ．競合環境 

【分析手法】 

 全国商工会連合会の「分析システム」、経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小 

機構の「経営計画つくるくん」等を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

 経営分析結果は、当該事業者にフィードバックするとともに、必要な支援メニューを 

選択・提案し、課題解決に向けた事業計画策定支援に活用する。 

 また、分析結果は事務所内で情報共有し、経営指導員等のスキルアップに活用する。 

 

（４）目標 

 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

経営分析 

件数 
６社 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

 ※算出根拠：経営指導員１名（法定経営指導員は除く）×１５社 

  法定経営指導員は、必要に応じて経営指導員と共同して経営分析を実施するため、算出根拠から 

除外している。 
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４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

<第１期における取組と評価等> 

【取組】「事業計画策定セミナー」「第２創業（経営革新）セミナー」「創業セミナー」「商

工会職員による事業計画策定支援」を行った。 

【評価】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。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。 

【課題】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、一連のスキームで実施していくことが課題であ

る。また、「事業計画策定セミナー」と「第２創業（経営革新）セミナー」の開催区

分が不明瞭であるため、事業計画策定セミナーに統一して実施すべきである。 

 

（２）支援に対する考え方 

 小規模事業者にとって、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ため、事業計画

策定セミナーを開催する。３．で経営分析を行った事業者の７割程度の事業計画策定を

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、事業計画の策定につなげていく。 

 また、町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、創業計画策定

により創業者を創出することを目的に、創業セミナーを開催する。 

 

（３）事業内容 

①経営分析を行った事業者を対象とした事業計画策定セミナーの開催（年１回） 

【支援対象】 

 経営分析を行った事業所等 

【手段・手法】 

 年１回、全２回のセミナーを開催する。カリキュラムは、事業計画策定の必要性を説

明し、「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」

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、事業計画の策

定につながる内容とする。 

事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、必要に応

じて滋賀県商工会連合会等の専門家派遣事業を活用して、確実に事業計画の策定につな

げていく。 

 

②創業セミナーの開催 

 第１期広域連携した甲賀市商工会・湖南市商工会・日野町商工会とともに、年１回創

業セミナーを開催する。 
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【支援対象】 

 町内の創業希望者 

【手段・手法】 

 年１回、全４回のセミナーを開催する。カリキュラムは、創業準備としての創業計画

の必要性を説明し、創業計画書作成に必要な経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識

が身につく内容とする。 

創業セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、外部専門家も交え

て確実に事業計画の策定につなげていく。 

  

（４）目標 

 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画 

策定件数 
６件 １０件 １０件 １０件 １０件 １０件 

創業計画 

策定件数 
２件 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

<第１期における取組と評価等> 

【取組】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を行

った。 

【評価】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。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。 

【課題】支援事業者のモニタリング機能を強化しながら、「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課

題である。 

 

（２）事業内容 

事業計画を策定した全ての事業者及び創業者を対象にフォローアップ支援を実施す

るが、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べき事業者

と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障ない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１０社のうち、１社は毎月１回、５社は四半期に一度、

他の４社については年２回とする。また、創業計画策定者３社のうち、１社は２か月

に 1回、１社は四半期に一度、他の１社については年２回とする。 

ただし、事業者からの申し出等により、臨機応変に対応する。 

  なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じている場合には、滋
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賀県商工会連合会や滋賀県よろず支援拠点等と連携し、さらに専門家派遣制度を活用

しながら計画実現のためにフォローアップを行う。 

 

（３）目標 

 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

フォローア

ップ対象事

業者数 

６社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

頻度（延数） ２５回 ４０回 ４０回 ４０回 ４０回 ４０回 

売上増加 

事業者数 
― ３社 ３社 ４社 ４社 ４社 

利益率１％

以上の増加

事業者数 

― ３社 ３社 ４社 ４社 ４社 

創業計画策

定者のフォ

ローアップ

対象事業所

数 

２社 ３社 ３社 ３件 ３件 ３件 

頻度（延数） ４回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 
 

 

６．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

<第１期における取組と評価等> 

【取組】「商圏情報調査」「マーケティング調査の実施支援」「経営状況分析時における

商品または役務の需要動向調査」を行った。 

【評価】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。 

【課題】調査分析手段・手法については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、支援事業者に最適な情報に絞って提供していくことが課題

である。 

 

（２）事業内容 

  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て以下の需要動

向調査を行う。 

①店頭やイベント会場等での消費者アンケート調査（ＢtoＣ 向け） 

 地域資源（近江牛・近江米・果樹・湖魚等）を活かした食品を製造する事業者に対し

て需要動向レポートを提供するために、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）事業者と経営指導員等がターゲットとなる顧客を想定し、アンケートを作成する。 
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イ）事業者は、店頭等でターゲットとなる顧客に対して、アンケート調査を行う。 

ウ）経営指導員等は、事業者が収集した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、更なる改良提案を行う。 

【調査項目】 

 味、価格、容量、パッケージデザイン、他社製品との比較、商品の満足度、要望等。 

【その他】 

 食品製造事業者以外の需要動向調査が必要な場合は、経営指導員等がアンケートを作

成し、店頭やイベント会場等でアンケート調査を実施する。 

 

②展示商談会でのバイヤー向けアンケート調査（ＢtoＢ向け） 

地域資源（近江牛・近江米・果樹・湖魚等）を活かした食品を製造する事業者に対し

て需要動向レポートを提供するために、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）展示会等に出展する事業者と経営指導員等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て調査項目に基づきアンケート調査を実施する。 

ウ）経営指導員等は、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】 

 食品製造事業者以外の需要動向調査が必要な場合は、経営指導員等が商談シートを作

成し、展示商談会でアンケート調査を実施する。 

 

③各種情報媒体による情報収集・整理・分析・提供 

 上記①②の補完調査として、全国的な売れ筋商品や新技術、消費者トレンドなどの情

報を提供する。「どのような情報が」「いつ活用できるか」想定できない場合もあるので、

経営指導員等は、情報収集の際はあまり絞り込まず収集し、項目別・内容別に整理して

おき、事業計画策定・実施支援の際に、有効と思われる情報を提供していく。 

 資料名 内容 調査目的 

家計調査 ・消費項目別の１か月の支出 ・消費者の消費行動 

・嗜好の変化 

日経テレコム POSEYES ・POS情報分析 ・最新の消費動向 

・品揃え活用 

工業統計調査 ・品目別出荷額 ・製造業の需要動向の把握 

日経 MJ 

日本経済新聞 

業界紙 

・流行商品、新技術 

・新商品 

・消費者のトレンド 

・品揃え活用 

・提供するサービスのヒント 

・消費者意識 

新設住宅着工件数 ・地域別住宅着工戸数 ・地域別の住宅需要 
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【分析結果の活用】経営指導員等は、事業計画策定支援の際に外部環境の資料として活

用する。また、事業計画策定後の実施支援の際に参考情報として提供し、需要動向を意

識した品揃えやサービスの提供を促していく。 

 

（３）目標 

 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

調査対象 

事業者数 

５社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

 ※事業者の業種により適切な調査が異なるため個別の目標設定はせず、目標数値は①②③の合計値 

とする。 

 

 

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期における取組と評価等> 

【取組】「商品開発支援」「地域内外展示会・商談会出店支援」「自社ホームページ・Ｓ

ＮＳによる情報発信支援」を実施した。 

【評価】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。 

【課題】重点的に支援すべき事業者に合致した地域内外展示会・商談会出店支援事業を

実施するとともに、展示会・商談会以外の実効性のある販路開拓支援を実施すること

が課題である。 

 

（２）事業内容 

①地域内外展示会・商談会出展支援 

 特産品等の製造業者のうち事業計画策定支援を行った事業者を対象に、販路の開拓と

認知度の向上を図るために、出展支援を行う。支援を行う展示会は、国・県・町・金融

機関等が販路開拓を支援する目的で開催されるものとする。 

 出展事業者に対しては、経営指導員等・滋賀県商工会連合会・滋賀県産業支援プラザ

等と連携し、事前指導（ブースレイアウト、商談方法等）や商談フォローを実施し、出

展効果を高める。 

 

☆想定している展示会・商談会の詳細 

展示会・商談会

名（主催者） 

概要等 場所 来場者数 出展者数 開 催 時

期 

ニッポン全国

物産展（全国商

工会連合会） 

地域特産品展

示 

（ＢtoＣ） 

東京 150,000人 ３５０社 １１月 

東京ギフトシ

ョー（㈱ビジネ

スガイド社） 

パーソナルギフ

トと生活雑貨の

国際見本市 

東京 50,000人 ４，０００社 ９月 

２月 
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（ＢtoＢ） 

地方銀行フー

ドセレクショ

ン（地方銀行フ

ードセレクシ

ョン実行委員

会） 

食品展示 

（ＢtoＢ） 

東京 14,000人 １，０００社 ９月 

※支援事業者に対して、上記以外の展示会・商談会への出展効果が高いと見込まれる場

合は、別途展示会・商談会を選定し出展支援を行う。 

 

②ＩＴ活用支援 

 人口が少ない当地域で、販売網や商圏範囲が狭い事業者において、県内外への情報発

信に意欲的に取り組む事業者を対象に、ＥＣサイト（楽天・Yahoo 等）による販路開拓

支援を行う。 

 またＥＣサイト活用と並行して、事業者自身で実践できるＳＮＳ（Facebook、twitter、

YouTube 等）の活用についても販路開拓に繋がるよう支援し、必要に応じて滋賀県商工

会連合会や滋賀県よろず支援拠点等と連携し、専門家派遣を活用する。 

 

（３）目標 

 現状 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

①展示会

出展事業

者数 

２社 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数

／社 

（ＢtoＢ） 

― ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

売上額／

社 

（ＢtoＣ） 

― １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 

②IT 活用

支援事業

者数 

０社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

売上額／

社 
― １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 

 

 

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期における取組と評価等> 

【取組】行政・他の団体等による経済連絡会議に参画し、小規模事業者の地域産業振興

の基本的方向に基づく事業を実施した。 
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【評価】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充分評価できる。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」も明確化されたい。 

【課題】他の支援機関等関係者の間で今後の地域活性化の方向性を共有できる「仕組み」

の構築を行うとともに、方向性に従った商工会が担うべき事業を効果的に実行するこ

とが課題である。 

 

（２）事業内容 

①「竜王町経済交竜会」への参画 

 地域における他の機関との地域経済活性化の方向性を検討し、それぞれの立場の情報

を交換し共有に努めるため、年１回開催される竜王町経済交竜会（経済連絡会議）へ参

画する。 

 参加する機関は、商工会および町行政と観光協会・進出企業・地元金融機関・農協等。 

 

②地域ブランド化推進への取組 

 竜王町の「スキヤキ」を全国に売り出し、商工会・町行政・観光協会・道の駅等が一

体となって「スキヤキ」のまちづくりに取り組む過程を通じて、畜産、農業、商業、観

光等の産業活性化による新たなしごとの創生、新たな人の流れの創出に繋げる。 
 

 

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 

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期における取組と評価等> 

【取組】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を行った。 

【評価】滋賀県よろず支援拠点等の連携を通じて、引き続き支援ノウハウ等の情 

報交換に努められたい。 

【課題】引き続き各種支援機関等との定期的な情報交換を継続して、各種支援ノウハウ

の向上に努めることが課題である。 

 

（２）事業内容 

①日本政策金融公庫と近隣商工会との協議会への出席（年２回） 

 日本政策金融公庫彦根支店、滋賀県商工会連合会、近隣商工会の関係者が参画する協

議会に出席し、県内および近隣府県の小規模事業者の資金需要・支援ノウハウ等につい

て情報交換を行う。 

 

②県商工会連合会事務局責任者会議（年４回） 

 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」において、県内の支援ノ

ウハウ、支援の現状、他の支援機関の取組事例等について情報交換を行う。 

 

③滋賀県よろず支援拠点との情報交換会（年１回） 

 滋賀県よろず支援拠点との情報交換会において、県内および近隣府県の需要動向につ

いて情報収集を行い、小規模事業者の新たな需要開拓に向けたノウハウを共有し、協力
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連携して支援する体制を構築する。 

 

 

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期における取組と評価等> 

【取組】滋賀県商工会連合会が定める研修会の受講、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した。また、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」を図り、職員間でノウ 

ハウを共有した。経営指導員等の資質向上等に関する事業を実施した。 

【評価】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。 

【課題】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む

ともに、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の構築が課題で

ある。 

 

（２）事業内容 

①滋賀県商工会連合会主催の職員研修等の活用 

 滋賀県商工会連合会主催の職員研修等を活用し、支援能力の一層の向上を目的に職員 

のレベルに応じて、年度内２０時間の受講を義務付ける。 

 また、職員の不足している能力を特定した上で、それを補うために中小企業大学校が 

実施する「中小企業支援担当者等研修（専門・上級）」に職員を派遣する。 

 

②職場内研修（ＯＪＴ）の実施 

 支援経験豊富な経営指導員と職員がチームを組み、巡回指導や窓口相談の機会を活用 

した職場内研修（ＯＪＴ）を積極的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 

 

③職員間の定期ミーティングの開催 

 職員研修会等へ出席した職員が順番で講師を務め、習得した経営支援の基礎から専門

的知識等を職員間で共有する定期的なミーティング（月１回）を開催し、意見交換等を

行うことで、職員の支援能力の向上を図る。 

 

④データベース化 

 担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規

模事業者の状況等について職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の職員

でも一定レベル以上の対応ができるようにする。 

 

 

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期における取組と評価等> 

【取組】事業評価委員会を開催し、事業の評価及び見直しを行った。 
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【評価】事業評価委員会が４商工会合同で設置されていたため、各商工会地域の実情に 

見合った事業見直しが行われなかった面がある。 

【課題】竜王町商工会単独で事業評価委員会を設置し、地域の実情に見合った事業見直

しが行われるようにすることが課題である。 

 

（２）事業内容 

①事業評価委員会の設置 

毎年度１回、町商工観光課課長、法定経営指導員、商工会役職員、中小企業診断士等

の外部有識者により構成する事業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。 

②評価結果の公表 

 評価結果については、当会理事会にて報告し承認を得て、総代会へ報告するとともに、

商工会ホームページへ掲載（年１回）することで、地域の小規模事業者等が常に閲覧可

能な状態とする。 
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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 

（令和元年１１月現在） 
 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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：金子 春生 

 ■連絡先：竜王町商工会  TEL．0748-58-1081 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

 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。 

 

（３）連絡先 

 〒520-2552  

  滋賀県蒲生郡竜王町小口２０－２ 

   竜王町商工会  

    TEL.0748-58-1081 ／ FAX.0748-58-1470 

    E-mail：ryuoh@shigasci.net 

 

  〒520-2592 

  滋賀県蒲生郡竜王町小口 3番地 

   竜王町 商工観光課 

TEL.0748-58-3718 ／ FAX.0748-58-3730 

    E-mail：shokan@town.ryuoh.shiga.jp 
 

 

事務局責任者 １名 

（法定経営指導員） 

経営指導員１名 

経営支援員２名 

竜王町 

商工観光課 
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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 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

 

2.地域の経済

動向調査 

3.経営状況分

析 

4.事業計画策

定支援 

5.事業計画策

定後実施支援 

6.需要動向調

査 

7.新たな需要

の開拓に寄与

する事業 

 

 

 

100 

 

200 

 

1,000 

 

300 

 

100 

 

500 

 

100 

 

200 

 

1,000 

 

300 

 

100 

 

500 

 

100 

 

200 

 

1,000 

 

300 

 

100 

 

500 

 

100 

 

200 

 

1,000 

 

300 

 

100 

 

500 

 

100 

 

200 

 

1,000 

 

300 

 

100 

 

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、各種手数料、町補助金、県補助金、国補助金等 
 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


