
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

草津商工会議所 （法人番号）1160005008377 

草津市     （地方公共団体コード）252069 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

 環境の変化に柔軟に対応し、経営を持続的に発展させるため、①事業計画策

定および策定後の実施支援、②新需要開拓支援を行うことで、「自ら考えて事業

計画策定に取り組み、また販路開拓に積極的に取り組む小規模事業者を育成す

る」ことを目標とする。 

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 

   ビッグデータや民間調査機関が実施する県内企業動向調査データを活用し、 

地域産業を取り巻く環境、管内小規模事業者の景況感に関して分析を行い、 

事業計画策定時の客観的資料として活用する。 
 
 ２．経営状況の分析に関すること 
   巡回相談等を通じ、経営分析に取り組む事業者の掘り起こしを行い、ローカ 

ルベンチマークを活用して定量、定性面を含めた経営分析を行う。 
 
 ３．事業計画策定支援に関すること 

   セミナー等を通じ、事業計画策定に取り組む事業者の掘り起こしを行い、

「地域経済動向調査」、「経営状況分析」、「需要動向調査」を踏まえた事業計画

策定を支援する。  
 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
   定期的な面談により進捗確認を行い、計画と進捗にズレが生じるなど課題が 

ある場合には原因究明や計画の見直しなど円滑な遂行に向けた支援を行う。 
 
 ５．需要動向調査に関すること 
   消費者ニーズに応じた商品・サービスの開発につながるよう、イベントの機 

会を活用し参加者へアンケート形式で需要動向調査を実施し、結果を参画小規

模事業者へフィードバックする。  
 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   展示会出展支援プログラムの実施やＥＣサイト活用支援、個店の魅力発信の 

ためのイベントを通じて、小規模事業者が有する技術、商品・サービスの需要 

開拓を支援する。 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
  地域住民の変化、マクロな経済の変化等に対応し、小規模事業者が円滑に事業

を展開し、持続的に発展できるよう、地域イベントや中心市街地活性化協議会へ

の参画等により、他の支援機関等関係者との間で今後の地域経済活性化の方向性

を共有する。 

連絡先 

草津商工会議所 中小企業相談所（業務指導課） 

〒525-0032 滋賀県草津市大路二丁目 11-51 

TEL：077-564-5201 FAX：077-569-5692 E-mail：info@kstcci.or.jp 

草津市 環境経済部 商工観光労政課 

〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目 13-30 

TEL：077-561-2351 FAX：077-561-2486 E-mail：shoro@city.kusatsu.lg.jp 

mailto:info@kstcci.or.jp
mailto:shoro@city.kusatsu.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 

（１）地域の現状及び課題 

 ①現状 

 １）立地 

草津市は滋賀県の南東部に位置し、日本最大 

の淡水湖である琵琶湖に面しており、京阪神大 

都市圏に含まれて大阪から約 60km、京都から 

約 20km、名古屋から約 90kmの距離にある。 

総面積は 67.92㎢である（出典：第 5次草津 

市総合計画、2010）。 

２）人口 

草津市人口は 2019年 7月末時点で 134,692人、 

世帯数は 59,184世帯であり、1954年の市制施 

行時の 32,152人から増加を続けており、国立     （滋賀県・草津市近郊マップ） 

社会保障人口問題研究所の調査に基づき草津市が示した予測では、2030 年までは引き続きの上昇

を続け、その後緩やかな減少となっている（下図、出典：草津市人口ビジョン、2016）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
一方で年齢別人口推移によると、生産年齢人口の割合が減少し、逆に老年人口は増加している。

高齢化現象は避けられない状況である（下図、出典：草津市市民統計資料、2014）。 
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昼間人口に着目すると、右表にあるとお

り、草津市は昼夜間人口比率が 1 を超える

都市型の地域であり、就学・就労人口の多

さがうかがえる。 

この傾向は今後も続く見込みである。 

 

                   

草津市の人口比率（出典：草津市統計書、2017） 

３）産業 

  ⅰ．概況 

草津市内企業数は、2016年時点で 5,089社であり、うち小規模事業者は 3,571社、全体の 70% 

である。 

産業別には、RESAS（地域経済分析システム）によると、事業所数ではサービス業が 1位、 

続いて卸・小売業が 2 位、不動産業が 3位となっているが、他方、売上高では製造業が 1位、 

卸・小売業が 2位、サービス業が 3位となっている（下図、出典：RESAS）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   小規模事業者数では、全体としてほぼ横ばいから微増の傾向であるが、減少傾向にあるのは建 

設業・製造業である。他方、増加傾向にあるのはサービス業全般である（下図、出典：経済セン 

サス活動調査、2012、2016）。 

 

年度 項目 建設業 製造業 卸・小売業 不動産業
宿泊・飲食
サービス業

生活関連
サービス業・

娯楽業

その他
サービス業 医療・福祉 その他 合計

全事業者数 441 382 1,175 501 561 451 578 328 448 4,865

小規模事業者数 415 272 650 488 219 356 401 274 377 3,452

小規模事業者数割合 94.1% 71.2% 55.3% 97.4% 39.0% 78.9% 69.4% 83.5% 84.2% 71.0%

全事業者数 402 372 1,170 487 599 503 631 457 468 5,089

小規模事業者数 378 250 627 480 258 391 421 390 376 3,571

小規模事業者数割合 94.0% 67.2% 53.6% 98.6% 43.1% 77.7% 66.7% 85.3% 80.3% 70.2%

2012年

2016年

 
 

 

 

 

 

 

調査年 総人口 昼間人口 昼夜間人口比率 

1995 101,828  99,370  0.98  

2000 115,455  118,715  1.03  

2005 121,159  127,382  1.05  

2010 130,874  142,677  1.09  

2015 137,247  146,956  1.07  
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ⅱ．景況 

草津商工会議所（以下、当所）が 2019 年 6月、小規模事業者を中心に実施した経済動向調査

の結果によると「業況判断 DI」は、全産業レベルでは概ね滋賀県平均を上回っている。特に堅

調な推移を見せているのは製造業、逆に低位に沈みがちなものは小売業である。 

前述の域内売上高において 1位の製造業においてはこの堅調さを維持、拡大していく必要があ

る一方、小売業はその事業者数の多さにもかかわらず業況 DIがマイナスである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）交通 

草津市は旧くから東海道と中山道が分岐合流する地、宿場町として栄えてきた歴史がある。以来、

交通の要衝として発展し、現在も市内を国道１号が通過するほか、名神高速道路と新名神高速道路

が合流する草津田上 IC があり、広域道路交通の要衝となっている。この交通利便性の高さから、

世界展開をしている大手メーカーの拠点を多数擁している。 

鉄道網としては JR東海道本線（琵琶湖線）、JR草津線が乗り入れており、草津駅（乗車人員 29,632

人/日、県内第 2 位）と南草津駅（乗車人員 30,755人/日、県内第 1位）が存在する。 

 

５）第 5次草津市総合計画（2010）、草津市工業振興計画（2009）の引用 

草津市はまちづくりの基本計画として、「第 5次草津市総合計画（2010）」を策定しており、期間

は 2010年度～2020年度までの 10年間を 3期に分けており、現在は第 3期、2017年度～2020年度

に該当する。その基本構想において「出会いが織りなすふるさと“元気”と“うるおい”のあるま

ち草津」を掲げている。 

第 3期では市民福祉や住みよいまちづくりを重点方針と位置づけ、施策・事業を実施している。

なお、草津市は東洋経済新報社が毎年公表している「近畿の住みよさランキング」で例年トップク

ラスを維持している。 

また、工業の振興については別途「草津市工業振興計画（2009）」が策定されており、目標とし

て多様な研究開発人材の日常的な交流・連携を触発し、異分野融合のイノベーションを生み出すこ

とを掲げている。前述の総合計画および工業振興計画のうち、商工業振興にかかる主な施策は以下

のとおりである。 

商業振興：次代を担う人材の育成、地域活性化事業、中心市街地の活性化 

工業振興：企業立地の推進、販路開拓事業の支援、産学官連携・企業間連携による新産業創出 

観光振興：観光資源の発掘と磨き上げによる着地型観光の推進、草津のブランド力強化、観光情 

報の発信 
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②課題 

 草津市の財政維持のためには地域の事業者の持続的発展が必要である。以下は、小規模事業者を

対象とした場合の課題を述べる。 

草津市管内を主な販路とする小売・サービス業等については、漫然とした既存需要に応えるので

はなく、機会損失をしている可能性のある潜在的な需要を開拓する必要がある。 

また、人口増加というチャンスを積極的に捉えて販路開拓に取り組むことや、地域の高齢化に伴

う消費行動・需要の変化に対応することで、売上の維持・増加へつなげることも必要である。 

そのためには事業者のもつ強みや商品・サービスの魅力などを分析し、そこで得られた結果をも

とに、販路開拓の手法構築やマーケティングにもとづく広報の強化、それらを担う人材育成等につ

いて計画することが必要である。 

他方、製造業など草津市外の顧客が中心となる事業者については、日本全体の人口減少に伴う需

要減に加え、世界経済の先行き不安などの変化に柔軟に対応する必要がある。また、生産年齢人口

の増加も見込めないことから、人手不足による生産性低下を防ぐことも重要である。さらに事業者

数の減少に歯止めをかけるため、事業承継についても計画することが必要である。 

このように個々の事業者が抱える課題を踏まえ、環境の変化に臨機応変に対応できる強い事業者

を育てていく事が、地域の課題となっている。 

 

（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 

草津市は今後 10 年間人口増加が続くことで商機が生まれていく一方、生産年齢人口の増加は見

込めず、高齢化による人口構造の変化に伴った顧客ニーズの変化や大手チェーン店・量販店の進出

による顧客獲得競争激化など、小規模事業者の経営を脅かすような地域社会の変化が予想される。 

このことから草津商工会議所では、「長期的な視点に立った事業計画の策定」、「生産性向上のた

めの設備投資と人材育成」、「付加価値の高い商品・サービスの開発」、「新たな販路開拓」が事業者

に必要であると考え、これらにつながる支援を行うことを長期的な振興方針とする。 

 

②第 5次草津市総合計画、草津市工業振興計画との連動性 

  当所では、上記振興方針にもとづき「行政と一体となった小規模事業者支援」「工業振興計画に

基づくセールスプロモーション事業＊」「地域活性化イベントの実施」などにより、草津市と連携

した支援を実行する。 

＊セールスプロモーション事業…草津市内企業の優れた製品・技術を、展示会等への出展を通じ

て認知度を向上させ、最終的に企業業績向上を図る事業。 

 

③商工会議所の役割 

  当所は、環境の変化に伴って多様化、高度化する事業者からのニーズに対応すべく中期計画（平

成 30年度～令和 4年度）を策定しており、基本理念・方針を以下のように定めている。 

基本理念：無くてはならない商工会議所になる！ 

基本方針：変化に対応すべく、プロ意識を持った職員が、事業所の成長のために、新事業の創 

     出とサービスの質向上にチャレンジする。 

この中期計画にもとづき、地域の小規模事業者が抱える経営課題解決のため、事業計画策定や販

路開拓等の支援に事業者と共に取り組むことが重要な役割である。また、行政や地域の金融機関・

支援機関と連携を深め、それぞれの機関が有する様々な課題解決のための手法を活用し、地域一体

となった支援を推進することで、小規模事業者の持続的発展に努めていく。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

  地域の小規模事業者の長期的な振興のあり方を踏まえ、「自ら考えて事業計画策定に取り組み、

また販路開拓に積極的に取り組む小規模事業者を育成する」ことを目標とし、以下の支援事業を行

う。 

①事業計画策定および策定後の実施支援について 

  当所は、その限られたマンパワーを効果的に活用した支援を行っており、また成果を「見える化」

するための事例集作成にも着手している。これまで培ったノウハウと事例集を活用して地域の事業

者に対して以下の事業を行う。 

・売上増加、生産性向上、事業承継等を目標とした事業計画策定に取り組む事業者（年 24 者）

を掘り起こし、その事業実施のフォローアップを行って計画実現に導く。 

・実現可能性の高い事業計画策定および実施に導くため、「地域経済動向調査（年 2 回）」「経営

状況の分析（年 80 件）」「需要動向調査（年 2回）」を行って、小規模事業者の内部・外部環境 

の分析につながる情報を提供する。 

 

②新需要開拓支援について 

自社独自の技術、商品・サービスを有し、販路開拓に積極的であるにもかかわらず、経営資源の

少なさから十分な販路開拓の取り組みが実施できていない小規模事業者を対象に、展示会・展示即

売会等の機会の提供、および効果的な販路開拓支援プログラムの提供を行うこと。 

  そして令和 6 年度には展示会による成約件数 12 件、展示即売会等による売上額 565万円等 

（P.18）を達成する。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

当所が掲げる目標である「自ら考えて事業計画策定に取り組み、また販路開拓に積極的に取り組

む小規模事業者を育成する」ことを達成するため、上記(3)－①および②に対する方針を以下とす

る。 

 

①組織的な伴走型支援の実施と支援力の向上 

当所では、法定経営指導員を含む経営指導員５名と経営支援員３名が中心となって、事業計画策

定とその実施支援を伴走型で推し進めていく。支援実施にあたっては、月例会議を開いて各経営指

導員等が行う伴走型支援の状況を報告し、全員でその内容を議論し、ベテラン経営指導員のアドバ

イスを受けて、支援のバラツキを排除する。また、各経営指導員等が受けた研修内容についても会

議内で発表を行い、全経営指導員等の知識・スキルの向上に努める。 

  支援の中で高度な知識やスキルが必要と判断した際には、連携する他の支援機関等に依頼して、

中小企業診断士等の専門家を招聘し、共に事業者支援にあたり、また同時に OJTの場とすることで

支援力の向上に努める。 

 

②需要開拓のためのノウハウ及び機会の提供 

支援する小規模事業者が有する多岐に渡る技術、商品・サービスの特長や提供価値を把握・共有

した上で、高い成果が期待できる展示会等を適切に選定・企画し、出展へと導く。また、販路拡大

の機会を最大限に活かせるよう、展示会出展支援プログラム等の実施により出展前の各種準備から

出展後のフォローアップまでをトータルに支援する。 
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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 

 [現状] 当所独自の地域経済動向調査を年に 2回、対象企業 600社に対して行い、その結果と日本 

全域・滋賀県の景況調査結果との比較分析を行っている。 

分析結果を当所会報誌・HP に掲載することで広く周知し、個別相談案件（例：小規模事

業者持続化補助金申請支援時等）において、データ活用を促している。 

 

[課題] 過去の調査結果から、草津地域の景況や経営課題において、日本全域・滋賀県との間に 

大きな差異がないことが判明しており、高額な調査費用をかけての独自調査を見直す段階 

にある。 

 

（２）事業内容 

  上記を踏まえ、公表・活用方法については引き続き継続していく一方、調査・分析方法を以下の 

ように見直す。 

①RESAS（地域経済分析システム）の活用 

ビッグデータを活用した草津地域の経済分析について、RESAS本体から得られる情報および日本

商工会議所地域振興部が提供する地域診断サービスを活用する。 

【目  的】草津地域を全国のデータ（ビッグデータ）と比較した場合の特徴を明らかにし、 

      更に強み・弱みや人口動態を見える化したデータを各企業に提供することで、地域 

の特徴に即した事業計画策定等の一助とするため。 

【分析手法】「地域経済循環マップ」により、草津市が何で稼いでいるか等を分析する。 

     「産業構造マップ」により、産業の現状等を分析する。 

また上記に日本商工会議所の「地域診断サービス＊」から得られる情報を加味し、 

専門家と連携し分析を行う。 

  ＊地域診断サービス…地域の構造（強み・弱み）を見える化し、その構造を活かして域外需要等

を獲得することで地域経済の活性化につなげることを目的として、日本商工会議所が提供して

いるデータ分析サービス。国が提供するビッグデータ（RESAS等）を活用して、市町村単位で

地域経済循環分析を中心に、観光や人口などの基礎データを加え、独自に分析を行っている。 

 ②滋賀県内企業動向調査データの活用 

㈱しがぎん経済文化センターが行う「滋賀県内企業動向調査」のデータを活用する。 

【目  的】滋賀県全体、および草津市内の多くの企業が商圏としている近隣地域（湖南地域 

      …草津市・栗東市・守山市・野洲市）内の経済動向を把握・公表し、足元の経済状 

況を把握した上で企業の事業計画策定等の一助とするため。 

【調査対象】滋賀県内に本社を置く企業および県外からの進出企業約 900社。 

【調査項目】業況判断・売上・経常利益・設備の過不足・人員の過不足・設備投資 等。 

【調査手法】郵送により調査票を配布、返信用封筒にて返信。 

【分析手法】㈱しがぎん経済文化センターによる DI（ディフュージョン・インデックス、「良 

い」の回答割合から「悪い」の回答割合を引いた指数）を採用。 
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（３）成果の活用 

①、②ともに分析結果を当所ホームページに掲載し、広く周知を行う。同時に当所会報誌への掲

載、関係諸団体（県・市）への結果送付を行う。また、当所職員が事業者への巡回訪問・窓口相談

時に参照することで、地域の実態に即した事業計画を策定できるよう促す。 

 

（４）目標 

 現行 R2年度 R3 年度 R4年度 R5 年度 R6年度 

①公表回数 － 1 回 1 回 1回 1回 1回 

②公表回数 － 2 回 2 回 2回 2回 2回 

＊現行は独自調査を年 2回実施、公表している。 
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３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

 [現状] 定量、定性を含む詳細な経営分析は、毎月訪問して支援を行う者（年間 4者）と、個別 

に掘り起こした者（年間 11 者）に対して行い、それ以外の者に対しては定量のみの簡 

易な経営分析を行っている。 

 

[課題] 計画的な経営に取り組むため、定量のみの簡易な分析に留まらず、定性を含む詳細な経営 

分析を行う事業者の掘り起こしを行うこと。 

 

（２）事業内容 

①経営状況分析に取り組む小規模事業者の掘り起こし 

a.巡回・窓口相談を介した掘り起こし 

当所では、年間を通じて巡回相談 1,400件、窓口相談 360件を行っている。それらの相談実

施時に、声掛けをすることで、事業者の掘り起こしを行う。 

 

b.セミナー参加者に対する声掛けによる掘り起こし 

当所では、年間を通じて 5回程度、経営に関するセミナーを行っており、これらの参加者に

対して簡易なアンケート調査を行っている。このアンケートの中で、経営状況分析に対する意

向調査を行って、事業者の掘り起こしを行う。 

  【想定するセミナー】 

    テ ー マ：事業計画策定、販売促進、営業力強化、人材育成等 

    募集方法：当所会報誌へのチラシ折込、巡回・窓口相談時に紹介、当所 HP・FB掲載等 

    対 象 者：売上向上等の経営改善を目指す事業者 

    参加者数：15名/1 回 

 

c.会報誌への記事掲載による掘り起こし 

毎月発行している当所会報誌に、当所で経営状況分析を受けられることの情報発信を行っ

て、事業者の掘り起こしを行う。 

 

d.展示会・展示即売会への出展者からの掘り起こし 

当所では、年間を通じて 3回程度、展示会・展示即売会の開催と、それに付随した出展支援

プログラム事業を行っている。そのプログラムの中で、詳細な経営状況分析の必要性を訴え、

事業者の掘り起こしを行う。 

 

②経営分析の内容 

①の事業を通じて掘り起こした小規模事業者に対し、以下の通り経営状況分析を行う。 

【分析項目】定量…売上増加率、売上総利益率、営業利益率、経常利益率、労働生産性、 

流動比率、当座比率、自己資本比率、付加価値額、損益分岐点など 

        定性…強み、機会、競合、顧客など 

【分析手法】ローカルベンチマークを活用し、経営指導員等が分析を行う。また、更に高度な分 

      析が必要な場合は、専門家に依頼する。 

 

（３）成果の活用 

上記により分析したデータを、事業者に直接フィードバックし、今後の事業計画策定の基礎資料

として活用する。また、分析を行った事業者を、事業計画策定へとつなげる。さらに、分析したデ

ータは「BIZミル」等のクラウド型経営支援管理システムを活用してデータベース化し、他の類似

の支援において参照することで経営指導員等のスキルアップにつなげる。 
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（４）目標 

＊組織全体で事業者支援を実施するにあたり、経験年数の浅い経営指導員の存在を勘案。 
 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

分析件数（a.巡回・窓口相談） 15件 35 件 35件 35件 35件 35件 

開催回数（b.セミナー） 5回 5 回 5回 5回 5回 5回 

分析件数（b.セミナー） － 10 件 10件 10件 10件 10件 

分析件数（c.会報紙） － 5 件 5件 5件 5件 5件 

分析件数（d.展示会等出展） － 30 件 30件 30件 30件 30件 

分析件数（合計＊） 15件 80 件 80件 80件 80件 80件 
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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 

 [現状] 詳細な経営分析を踏まえた上で計画策定まで導く支援を年間４者に対して行い、それ以外

の者に対しては、補助金申請や金融相談をきっかけとした事業計画策定援を行っている。 

 

[課題] 小規模事業者に事業計画策定の意義や重要性の理解の浸透を図り、中長期ビジョンの実 

現に向けた実効性のある事業計画策定に、意欲的に取り組む小規模事業者を掘り起こす 

こと。また、より多くの事業者に対し、「地域経済動向調査」「経営状況の分析」「需要 

動向調査」を踏まえた実現可能性の高い事業計画策定支援を行うこと。 

 

（２）支援に対する考え方 

単に事業計画策定の意義や重要性を漠然と説いても、実際に事業計画策定に取り組む小規模事業

者は少数派である。そこで、当所の支援事例集を用い、事業計画策定の成功事例を紹介することで、

小規模事業者の積極性を引き出しながら事業を推進する。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定に取り組む事業者の掘り起こし 

a.事業計画策定セミナーの開催 

自社の経営資源を正しく認識する方法などを伝え、小規模事業者自ら売上拡大や生産性向上に

向けた事業計画を策定することの重要性を意識づけるためのセミナーを行う。その参加者に対し

てアンケート調査を行い、事業計画策定希望者を掘り起こす。 

募集方法：当所会報誌へのチラシ折込、巡回・窓口相談時に紹介、当所 HP・FB掲載等 

開催回数：年 3回程度 

対象者：売上向上等の経営改善を目指す事業者、事業承継が必要な事業者、創業希望者 

カリキュラム：自社の経営分析手法、強みを生かした経営戦略、事業計画書・事業承継計画・ 

創業計画・経営革新計画・先端設備等導入計画・経営力向上計画の作り方、 

成功事例の紹介など 

目標参加者数：15名/1回 

 

b.経営状況の分析に取り組む事業者からの掘り起こし 

３．経営状況の分析に関することで述べた、経営状況の分析に取り組む 80 者に対し、分析を

進める中で事業計画策定の意義や重要性を認識させ、事業計画策定へとステップアップさせる。

経営状況分析を行った者の 25％程度（20 者）が事業計画策定へとすすむことを目指す。（＊20

者には a.事業計画策定セミナーの参加者も含む。） 

 

c.創業を目指す者からの掘り起こし 

新たに創業を目指すもの（創業後間もないものを含む）に対し、経営知識向上に加えて事業計

画策定の重要性の意識付けを行い、4者を事業計画策定へと導く。 

 

②事業計画の策定 

【支 援 対 象】経営状況の分析を行った者、新たに創業を目指す者 

【手段・手法】対象者に対して専門家を交えた個別相談を行い（策定まで上限３回を目安とする） 

「地域経済動向調査」「経営状況の分析」「需要動向調査」を踏まえた事業計画策定 

を支援する。個別相談にあたっては、経営指導員等が必ず１名同席して事業者をサ 

ポートすることで、実現可能性の高い事業計画策定につなげる。 
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（４）目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5 年度 R6年度 

計画策定件数（a、b） － 20件 20件 20件 20件 20件 

計画策定件数（c） － 4件 4件 4件 4件 4件 

計画策定件数（合計） 4件 24件 24件 24件 24件 24件 
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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 

 [現状] 事業計画策定支援を行った 4者に対して、毎月巡回訪問を行って計画の進捗確認や実施 

にかかるアドバイスを行っている。それ以外のマル経資金利用者を中心とした融資あっせ 

ん者や小規模事業者持続化補助金採択者に対しては、半年に 1回程度を目安に現況確認や 

実施支援を行っている。 

 

[課題] 事業計画策定をした全事業者に対し支援を行うため、事業者の状況に応じて支援頻度を変

えるなど、効率的な支援実施体制を構築すること。 

 

（２）支援に対する考え方 

自ら考えて事業計画策定と実施に取り組む事業者を育成するため、単なる事業者の手間の代行に

陥らないよう注意し、事業者の成長を促すように伴走型支援を行う。 

 

（３）事業内容 

【支 援 対 象】事業計画を策定した全 24者を対象とする。 

【支 援 内 容】巡回訪問等を実施して、計画書に規定された取り組み項目の実施状況や定性・定量 

目標値の達成率を確認するなど、事業計画の進捗確認・助言を行う。 

【手段・手法】各事業者それぞれに経営指導員等 1 名を担当とし、定期的な面談を行うことで事業 

の進捗確認と円滑な遂行に資する助言を行う。 

計画と進捗状況に大きなズレが生じてしまった場合は、まずズレが生じた原因究明を

経営指導員によって行う。その原因に対し、事業計画の見直し等により実行まで導い

ていく。さらに深掘りが必要な場合、中小企業診断士等専門家とも連携し、個々の事

業者に応じた支援を行う。 

 

（４）目標 

【＊…支援の頻度について】 

①個社に対する頻度の考え方 

全 24 者の支援を行う上で、事業計画の進捗状況や事業者の希望などを考慮し、頻繁な訪問・支

援が必要な事業者と、訪問回数を減らしても支障が無い事業者を以下の例のように分けて訪問頻度

を調整し、支援を行っていく。 

 訪問頻度の例：毎月…6者、四半期に一度…12者、年 2回程度…6者  

②支援を開始する時期に対する頻度の考え方 

個別相談による事業計画策定支援を行うので、事業計画策定時期は年度初めから年度末まで分散

することが想定される。例えば年度初めに事業計画を策定した事業者のフォロー回数は 12 回、年

度末に事業計画を策定した事業者のフォロー回数は 0 回になるなどバラつきが生じる可能性があ

る。よって、仮定として 12 ヶ月間で平均をとる（上記例で言うと（12回＋0回）÷2＝6回）。 

 

上記①および②を勘案し、フォローの延回数は、全ての事業者が年度初めに事業計画を策定した

場合 132回となるが、その 1/2の 66回と設定する。 

6者×12回＋12者×4回＋6者×2回＝132回 132 回×1/2＝66回 

 現行 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 
4者 24者 24者 24者 24者 24者 

頻度（延回数）＊ 48回 66回 66回 66回 66回 66回 

売上増加事業者数 － 12者 12者 12者 12者 12者 

利益率３％以上 

増加の事業者数 
－ 6者 6者 6者 6者 6者 
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６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

 [現状] まちバル・まちゼミの機会を活かし、参加者アンケートを実施、職員による分析を行い参 

加店舗へフィードバックしている。 

 

[課題] 専門家による調査項目の見直しや分析など、改善を加え実施すること。 

 

（２）事業内容 

上記を踏まえ、今後は以下の①、②の方法で情報の収集・整理・分析・提供を行う。 

  なお、前述の経営状況分析、事業計画策定支援対象の事業者の中で本調査対象の業種のものがあ 

れば、顧客の需要動向を把握するために活用する。 

 

①飲食店に対する需要動向調査として、まちバル（事業詳細 P.17記載）、の機会を利用し、参加者

へのアンケート調査を行う。 

【サンプル数】300 

【調査手段・手法】開催当日、参加された顧客に対し、経営指導員等職員がアンケートを実施 

する。 

【分析手段・手法】当所経営指導員および専門家による分析を行う。 

【調査項目】参加者の属性・飲食にかける予算額・飲食店を選ぶときに重要視する要素など 

（例：料理の味、料理の量、ドリンクの種類、店の雰囲気、店舗の対応等）。 

     なお、必要に応じて専門家の意見を取り入れ、調査項目の見直しを行う。 

【分析結果の活用】分析結果を出店企業へフィードバックする。また、当所職員の巡回指導、 

窓口相談時に企業へ提示し、事業計画策定の一助とする。 

  参加者＝消費者が飲食に求めていることを伝えることにより、それに即した 

メニュー開発、店舗の雰囲気づくり等に役立てることができる。 

 

②サービス業に対する需要動向調査として、まちゼミ（事業詳細 P.17 記載）の機会を利用し、参

加者へのアンケート調査を行う。 

【サンプル数】1,000 

【調査手段・手法】開催当日、参加された顧客に対し、経営指導員等職員および参加店舗が 

アンケートを実施する。 

【分析手段・手法】まちゼミ主幹商工会議所および商工会職員が分析を行う。 

【調査項目】参加者の属性・買い物における店選びに際し重要視する要素・どのような商品、 

サービスを求めているかなど（例：外出しやすい時間帯、興味のあるテーマ・ 

ジャンル、近所に不足しているお店の種類等）。 

【分析結果の活用】分析結果を出店企業へフィードバックする。また、当所職員の巡回指導、 

窓口相談時に企業へ提示し、事業計画策定の一助とする。 

参加者＝消費者が求めていることを伝えることにより、それに即した商品・ 

サービスの開発等に役立てることができる。 

 

（３）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①調査結果提供事業者数 30者 50者 50者 50者 50者 50者 

②調査結果提供事業者数＊ 20者 22者 24者 24者 24者 24者 

＊…まちゼミ事業は P.17 の詳細にある通り 4 団体で行う広域事業であるが、ここでの提供事業者数

は草津のみを抽出した数。 
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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] ①経営資源の少なさから十分な販路開拓の取り組みが実施できていない小規模事業者を 

対象に、「展示会出展支援プログラム」を実施し、事前準備から出展後の商談フォローア 

ップまでをトータルに支援している。 

（支援実績：機械要素技術展 5回、東京インターナショナル・ギフト・ショー 4回） 

また、首都圏での展示会出展においてバイヤー等から「地元での商品等の認知度」を 

問う声を受け、上記支援プログラムの派生として、地元商業施設における展示即売会を 

開催し、地元住民への認知度向上と同展示即売会出店を契機とした全国規模への展示会 

出展支援を行ってきた。 

（支援実績：ふるさと企業いいもの発掘市 2回） 

②草津市の産業構成においてサービス業が多くを占めていること、JR草津駅周辺に飲食 

店が集積していることを受けて、個店の需要開拓支援として「まちバル」、「まちゼミ」を 

開催してきた。 

 

[課題] ①これまでの展示会出展において、一定の成果（商談、成約）が得られているが、出展 

者における「商談力向上」に力を入れることで、成果の上積みが期待できると考えている。 

本計画中における「展示会出展支援プログラム」においては、「商談力向上」支援に力 

を入れていく。 

     ②「まちバル」、「まちゼミ」については、出店事業者における成果、来場者における満足 

度ともに高いことから、適宜実施内容に修正を加えつつ、継続実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

 ① 当所が独自に展示会を開催するのは難しいため、支援する小規模事業者の技術、商品・サービ 

スに応じた既存の展示会へ出展を行う。また、展示会においては出展小間の大きさが来場者認知 

に影響するが、小規模事業者が単独で大規模出展を行うのは困難である。 

そこで、当所が当該展示会にて複数小間を借上げ、複数の小規模事業者が出展することにより 

スケールメリットを活かす。 

   小規模事業者はマンパワーに限りがあるため、首都圏でなく関西圏での展示会等、出展負担の 

少ない新たな取り組みも視野に入れた支援を行う。 

② 展示即売会、個別商談会については小規模、かつ地域での開催を想定していることから、当所 

主催にて行う。 

主催で行うことで企画内容の自由度が高くなり、小規模事業者のニーズに柔軟な対応ができ 

るようになる。 

 

（３）事業内容 

 ①展示会出展支援プログラム 

 １）概要 

   自社独自の技術、商品・サービスを有する事業者を対象として、展示会や展示即売会、個別 

商談会へ出展意欲のある小規模事業者を募り、外部専門家と連携して、出展準備から出展後の 

フォローアップまでをトータルに支援する。 

   【具体的な内容】 

    プレ支援：展示会活用セミナーにて展示会を活用する意義および事前準備の重要性、出展 

         後の取り組みポイント等について成功、失敗事例を交えて解説する。 

    コンサルティング：自社および商品のコンセプト、ターゲット選定にもとづく提供価値の検討、キャ 

ッチコピーの設定、訴求ツール作成実務等を支援する。 

    出  展：展示会当日の運営、商談にかかるサポートを行う。 

    事後フォロー：出展後の商談フォローおよび成果に関するモニタリング支援を行う。 

対象とする展示会および展示即売会、個別商談会は２）に示す通りである。 
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   展示会出展支援プログラムフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）想定する展示会等 

  ⅰ．展示会名：機械要素技術展 

    主  催：リードエグジビションジャパン㈱ 

    概  要：軸受、ネジ、バネ等の機械要素や金属・樹脂加工技術が集まる展示会 

    来場者数：66,049 名（2019年 2月開催実績） 

    出展者数：1,302 者（2019年 2月開催実績） 

想定支援先：金属加工や基盤技術などに関する自社技術・商品を有する小規模事業者 

    そ の 他：当所が同展示会において 2小間程度を借り上げ、小規模事業者が 4者共同出展 

    （「草津市工業振興計画に基づくセールスプロモーション事業」、P.4（2）-②） 

 

  ⅱ．展示会名：東京インターナショナル・ギフト・ショーまたは京都インターナショナル・ 

ギフト・ショー 

    主  催：㈱ビジネスガイド社 

    概  要：パーソナルギフトと生活雑貨が集まる国際見本市 

    来場者数：191,592 名（2019年 2月東京開催実績） 

          24,711 名（2019年 3月京都開催実績） 

    出展者数：2,034 者（2019年 2月東京開催実績） 

          307 者（2019年 3月京都開催実績） 

    想定支援先：生活雑貨などの自社商品を有する小規模事業者 

    そ の 他：当所が同展示会において 3小間程度を借り上げ、小規模事業者が 3者共同出展 

 

  ⅲ．事 業 名：展示即売会「ふるさと企業いいもの発掘市」（会場：市内商業施設） 

    主  催：草津商工会議所 

    概  要：小規模事業者が有する商品・サービスの地域住民への認知度向上と販路開拓の 

ための展示即売会 

    出展者数：14者（2019年 1月開催実績） 

    想定支援先：生活雑貨などの自社商品を有する小規模事業者 

 

  ⅳ．事 業 名：（仮）自社商品 PR個別商談会 

    主  催：草津商工会議所 

    概  要：市内商業施設よりバイヤーを招聘し、小規模事業者が自社商品を直接バイヤー 

         へ提案する商談会 

    出展者数：5者（予定） 

    想定支援先：生活雑貨などの自社商品を有する小規模事業者 

 

 ３）支援対象 

  ・金属加工や基盤技術などに関する自社技術を有し、全国等へ販路開拓を目指す小規模事業者 

  ・生活雑貨などの自社商品を有し、全国等へ販路開拓を目指す小規模事業者 

  ・自社商品、サービスの地域での販路開拓を目指す小規模事業者 

 

 

 
プレ支援 

展示会活用 

セミナー 

 
出展者選定 

プレゼン 

テーション 

 
コンサルティング 

・グループ 

・個別 

 
出展 

２）に示す 

各展示会等へ 

 
事後フォロー 

・商談フォロー 

・成果確認 

専門家と連携して、職員がトータルフォロー 
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 ４）小規模事業者に対する効果 

  限られた経営資源を効果的に活用し、新たな販路開拓につながるとともに、プログラムで習得し

たノウハウは事後の汎用的な営業スキルとして活用することができる。 

 

 

 ②ECサイトを活用した販路開拓支援 

 １）概要 

  インターネット普及率の上昇やタブレット端末の普及等、通信インフラの充実と消費購買の多 

様化によって市場拡大を続ける ECサイトを小規模事業者が効果的に活用できるよう、販路開拓 

に意欲の高い小規模事業者に対し、ECサイト活用支援を行う。 

 

 ２）想定する ECサイト等 

  サイト名：おもてなしギフト 

  概  要：ヤフーショッピング内に設置されたギフト商品に特化したネットモール。 

全国の小規模事業者が販売する特産品・名産品等を産地直送で届ける。 

小規模事業者が苦手とする商品登録、受注管理、入金管理等をサイト運営事務局が担 

うことで、手間無く参画することが可能。 

  支援内容：出店を希望する事業者に対し、当所が店舗ページ作成支援や店舗オープン後の運営 

サポート、成果フォロー等の支援を行う。支援において IT 等に関する高度な知識が

必要とされる場合には適切な専門家を選定したうえで、事業者が抱える課題の解決を

職員とともにサポートする。 

  想定支援先：自社独自の技術、商品・サービスを有し、ITを活用した全国等への販路開拓 

       を目指す小規模事業者 

  サ イ ト 運 営：横須賀商工会議所 

  出店者数：216者（2019 年 3月現在） 

  売上規模：1,711万円（2018年度実績） 

 

 ３）支援対象 

  ・自社独自の技術、商品・サービスを有し、EC サイト等 ITを活用した全国等への販路開拓を 

目指す小規模事業者 

 

 ４）小規模事業者に対する効果 

   これまで取り組みの無い事業者においては、最小限の投資で EC サイトでの販売促進ができる

とともに、新たな販路開拓とノウハウ習得につながる。また、取り組み経験のある事業者におい

てはこれまでの取り組みを見直し、今後のインターネット販促にかかる戦略のブラッシュアップ

につながる。 
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 ③イベントを活用した個店の魅力発信、需要開拓支援 

 １）概要 

人口増加を背景とする消費購買力の高い地域でありながら、店舗の魅力を十分に発信できてい 

ない小規模事業者に対し、個店の魅力発信と新たな需要の開拓につなげることを目的にイベント 

開催を通じた支援を行う。（「行政と一体となった小規模事業者支援」、P.4（2）-②） 

 

 ２）実施予定のイベント 

  ⅰ．イベント名：まちバル 

    概  要：飲食店がバル参加店舗として登録し、参加者（一般顧客）は、そこで使用出来る 

専用チケット（1セット 4枚綴り）を手に、参加店舗をはしごして回るもの。 

参加店舗はチケット 1枚に付き、工夫を凝らした 1品料理とワンドリンクをセッ

トで提供してお店の魅力を PRする。 

また、参加者はチケット 1セットあたり 4店舗を気軽に回ることができるため、 

新しいお店を発見することができる。 

自店の魅力を新たな顧客層に発信することで、参加店舗の新規需要獲得を後押し 

することが狙いの事業である。 

    主  催：草津商工会議所 

    出店者数：53者（2018年 10月開催実績） 

    チケット販売数：1,848 枚（≒来場者数、2018年 10月開催実績） 

 

  ⅱ．イベント名：まちゼミ 

    概  要：各商店が保有する専門的な知識や特性を活かし、商店主等が講師となり一般 

         消費者向けの少人数制のゼミナール（受講料無料、材料費等実費徴収可能）を 

開催するもの。 

個人店であるが故の入店のしにくさを解消すると同時に、個店の魅力を発信し、 

新たな需要の開拓につなげることが狙いの事業である。 

なお、当所のまちゼミは下記主催 4団体による全国初の広域連携取組であり、 

現在もまれである。商圏を同じくする近隣 4市での取組によるスケールメリット 

を活かし、新規顧客の獲得を図っている。 

    主  催：草津商工会議所、守山商工会議所、栗東市商工会、野洲市商工会 

（上記 4団体で幹事を一年周期で持ち回っている） 

    出店者数：84者、うち草津 27者（2018年 11月開催実績） 

    参加者数：のべ 1,333名、うち草津のべ 663 名（2018年 11月開催実績） 

 

 ３）支援対象 

  ・飲食業、小売業、サービス業で個店の認知度向上、新たな需要の開拓に積極的な小規模事業者 

 

 ４）小規模事業者に対する効果 

   消費者への魅力発信により新たな顧客の獲得につながる。さらに、イベントを通じて、消費 

者の生の声を聞くことができ、商品・サービスの改良や新商品開発に活かすことができる。 
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（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①－２）－ⅰ 

機械要素技術展 
4者 4者 4者 4者 4者 4者 

成約件数／者 － 1件 1件 1件 1件 1件 

①－２）－ⅱ 

東京または京都イン

ターナショナル・ギフ

ト・ショー 

3者 3者 3者 3者 3者 3者 

成約件数／者 － 1件 1件 1件 1件 1件 

①－２）－ⅲ 

ふるさと企業いいも

の発掘市 

14者 14者 14者 14者 15者 15者 

売上額／者 － 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

①－２）－ⅳ 

（仮）自社商品 PR 

個別商談会 

－ 3者 3者 5者 5者 5者 

成約件数／者 － 1件 1件 1件 1件 1件 

②－２） 

ECサイト活用 

支援事業者数 

1者 3者 5者 5者 5者 5者 

売上額／者 － 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 

③－２）－ⅰ 

まちバル出店者数 
53者 50者 50者 50者 50者 50者 

売上額／者 － 8万円 8万円 8万円 8万円 8万円 

③－２）－ⅱ 

まちゼミ出店者数 
27者 27者 27者 27者 27者 27者 

売上増加率／者 － 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 

※各事業における支援事業者数は単年度のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１９ 

 

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 

 [現状] 草津市や各種関係団体と連携し、地域活性化・まちづくりに関する各行事や協議会に参画、

もって地域経済の活性化に取り組んでいる。 

 

[課題] 地域住民の変化、マクロな経済の変化等に対応し、今後も関係団体と相互に連携しつつ、 

草津市の更なる発展に対し各行事が担う役割について考えていく必要がある。 

 

（２）事業内容 

①２つの地域イベント（草津宿場まつり・草津街あかり華あかり夢あかり）の企画・運営 

１）草津宿場まつり 

【方 向 性】宿場町草津のシンボルである草津宿本陣を中心にして、草津市民や訪れる観光客が 

街道文化を共に学び、交流を深め、東海道と中山道の結節点としての歴史を感じると

ともに、春の一大イベントとして、草津市を市内外に情報発信し、草津市のイメージ

アップと観光客の誘致を目指すこと。 

【連携組織】草津市・草津市観光物産協会・草津市まちづくり協議会・草津青年会議所・草津宿街

道交流館・草津市商店街連盟による実行委員会を組織。 

【運営の仕組み】実行委員会（年 5回程度）の開催を通じ、連携組織間で目的の共有・達成ができ

る事業運営を行う。 

 

２）草津街あかり華あかり夢あかり（当所事務局運営） 

【方 向 性】草津市中心市街地活性化基本第二期計画に基づき、草津駅周辺地域の活性化のため、

「住み、働き、学ぶ、楽しむ」街を再認識できるきっかけづくりとすること。 

【連携組織】草津市・草津まちづくり㈱・草津市観光物産協会・草津青年会議所・大路区まちづく

り協議会・渋川学区街づくり協議会による実行委員会を組織。 

【運営の仕組み】実行委員会（年 5回）の開催を通じ、連携組織間で目的の共有・達成ができる事

業運営を行う。 

 

 ②草津市中心市街地活性化協議会への参加・運営 

【方 向 性】草津市が策定する中心市街地活性化の計画に盛り込まれた事業について、その事業を

誰といつ、どこでするかなどの具体的な検討を行い、計画づくりで終わることなく、

実現させるための協議を行い、うるおいと賑わいのあるまちづくりを目指すこと。 

【連携組織】草津市、草津まちづくり㈱。 

【運営の仕組み】総会（年 2 回）、タウンマネジメント会議（各プロジェクト＊ごとに複数回）を

通じ、連携組織間で目的の共有・達成ができる事業運営を行う。 

        ＊草津駅前賑わい創出プロジェクト会議、東海道・草津宿テナントミックスプロ

ジェクト会議、まちなか情報発信プロジェクト会議、商店街ガーデンストリート

プロジェクト会議の４つを指す。 

 

③草津市魅力店舗誘致事業の企画・運営 

【方 向 性】中心市街地の空き店舗への出店を通じ地域のにぎわいを再生しようとする取組に係 

る費用の一部を助成することで、空き店舗の増加を防ぎつつ、中心市街地の活性化を

図ること。 

【連携組織】草津市、草津まちづくり㈱、草津市商店街連盟。 

【運営の仕組み】当所による事業計画策定支援ののち、連携組織による協議会（年 1～2 回）を通

じ、誘致事業に資するものとして草津市への推薦を行う。 

 



２０ 

 

④草津ブランド推進協議会への参加 

【方 向 性】草津発の特色あるブランド産品の創出を通じた地域産業の活性化を図ること。 

【連携組織】草津市・草津市農業協同組合・草津市商店街連盟・草津市観光物産協会 等。 

【運営の仕組み】総会（年 1～2回）、マネジメント会議（年 1～2回）の開催を通じ、連携組織間 

で目的の共有・達成を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２１ 

 

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り組み 

 

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 

[現状] 下記①から⑤の機関と連携し、金融情報・経済動向・伴走型支援のノウハウなどの情報 

    共有を行っている。 

 

[課題] 各支援先と内容・頻度ともに適切に連携体制を築くことができている。今後の情勢変化 

    に応じて、適時実施内容に修正を加えつつ、継続的に連携していく。 

 

（２）事業内容 

①日本政策金融公庫大津支店 

日本政策金融公庫とは、現在年 2 回にわたり「連絡協議会」を開催し、融資メニューや事業計画

策定のブラッシュアップ指導のポイント等について学ぶことで、支援力の向上を図っている。小規

模事業者支援に有効な取り組みとなっているため、今後も継続的に実施する。 

 

②地元金融機関（株式会社滋賀銀行） 

  原則月 1回開催するマル経審査会の場で、より地域の実態に即した経営支援を行うことができる

よう、年 4回「金融機関等連絡会議」を行い、金融審査の他に情報交換の時間を設け、地域の融資

状況から見た経済動向に関する最新情報の提供を受けている。今後も継続的に実施していくことで

得られる情報を分析、活用することで、小規模事業者の支援に役立てる。 

 

③滋賀県よろず支援拠点 

年 1回、近畿経済産業局・滋賀県・滋賀県内各商工会議所・日本政策金融公庫・地元金融機関等

26 団体が出席（2018 年度実績）する「地域支援機関連携フォーラム」に参加し、よろず支援拠点

の支援状況や支援事例について情報提供を受けている。これにより他機関の支援ノウハウを吸収す

ることができ、今後も継続的に参加することで支援力の向上に努める。 

 

④滋賀県中小企業診断士協会 

  毎月１回開催する「内部月例会議」のうち年 4回中小企業診断士に同席してもらい、当所が実施

する伴走型支援の評価や助言を得ている。これを本計画の PDCA サイクルチェックに盛り込むこと

で、より効果的な支援について検討することができている。今後も継続的に実施することで、支援

力向上に役立てる。 

 

 ⑤他の商工会議所・商工会 

  近隣 3市の商工会議所・商工会と「湖南四市あきんど連絡会＊」を組織し、年 5回程度会議を行

って、各市の小規模事業者の状況について情報交換を行っている。今後も継続的に実施していくこ

とで、支援力の向上に役立てる。 

（＊草津商工会議所・守山商工会議所・栗東市商工会・野洲市商工会にて構成する連絡会であり、 

その目的は同じ湖南地域を商圏とする四市の商工会議所、商工会商業系部会員が集まり、各地の

街づくりや商店街の活性化等の取組みを学ぶとともに、情報交換また情報共有することにより、

今後の商業振興につなげることである） 
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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 

[現状] 売上拡大や販路開拓のための手法を学ぶための研修や説明会を受講している。また、毎月 

1回、内部月例会議を実施し、各職員が取り組んでいる支援について報告し、支援事例の 

共有と改善策の検討を行っている。 

 

[課題] 外部研修の受講、月例会議の実施により、伴走型支援を行う上で必要なノウハウの獲得 

と、その共有を図り、経営指導員、支援員の支援力向上につながる取り組みとなっている

ため、今後も継続する。 

課題は、一般職員の支援力向上に取り組み、当所全体としての支援力の底上げを図ること

である。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

経営発達支援計画の中心である事業計画策定支援や新需要開拓事業において必要な売上拡大や

販路開拓のためのノウハウ習得のため、日本商工会議所や中小企業大学校等が実施するセミナーに

対し計画的に経営指導員、支援員および一般職員を派遣する。特に現場支援で不足している商品陳

列、SNS活用、商談力向上等のセミナーを優先的に受講する。これらにより、小規模事業者の直接

の利益に資する支援力向上を図る。 

 

②専門家派遣制度活用時の OJT 

よろず支援拠点やミラサポ、滋賀県商工会議所連合会エキスパートバンクによる専門家相談に同

行し、実際の支援現場における支援手法を体得することにより、支援力の向上を図る。 

 

③内部月例会議の開催 

毎月 1回、内部月例会議を開催し、経営指導員等が日々行う巡回・窓口相談、専門家相談同行に

おける支援事例、展示会出展支援などについて発表する。また、研修に参加することで得られた知

識の内容についても、この場で発表する。これらを全員で議論することで組織全体の支援力の底上

げを図る。経営指導員、支援員は毎回、一般職員は交代制で出席する。 

 

 ④経営分析結果のデータベース化 

経営状況の分析結果等を「BIZミル」等のクラウド型経営支援管理システムを活用してデータベ

ース化し、経営指導員、支援員および一般職員がこれを閲覧できるようにすることで事業者情報の

共有を図る。共有した情報は、同規模・同業種の事業者を支援する際に参考とすることで経営指導

員等のスキルアップにつながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２３ 

 

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 

 

 本事業計画（5年）を策定の後、毎年度本事業に記載の実施状況及び成果について、以下の方法に

より評価・検証を行う。 

 

（１）法定経営指導員を含む経営指導員、および経営支援員で構成する月次会議において状況を確 

認し、実施内容に課題があれば改善する。 

（２）年度末には、事務局長および法定経営指導員を含む経営指導員で、事業の実施状況、成果の 

評価、改善点について自己評価を行う。 

（３）自己評価を行った後、草津市・大学関係者・滋賀県中小企業診断士協会を交えた外部有識者会

議を年１回開催し、自己評価結果に対しその妥当性および改善点について提言をもらう。 

（４）（３）の提言にもとづき、次年度の方針について事務局長および法定経営指導員を含む経営 

指導員で検討を行う。 

（５）事業の成果・評価・新年度の計画については当所正副会頭会議及び草津市へ報告し、承認を 

受ける。 

（６）事業の成果・評価・新年度の計画を当所ホームページ（http://www.kstcci.or.jp/）、 

会報紙面、窓口閲覧等、適切な方法で毎年公表する。 

 

<事業評価及び見直しのスキーム図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画（５年） 

実行計画（年次計画） 

実施 

月次内部会議、進捗評価 

年次自己評価（課題、分析、対策） 

外部有識者会議（年１回開催） 

年次自己評価に対する提言 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

外部公開（年１回） 

ホームページ、会報、窓口閲覧 
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http://www.kstcci.or.jp/）、


２４ 

 

（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） 

  当所の業務指導課（中小企業相談所）職員（法定経営指導員 1名、経営指導員 4名、経営支援員 

3 名）を中心に経営発達支援事業を実施。その他の一般職員については支援の一部に従事する。 

草津市については、環境経済部・商工観光労政課を連携窓口とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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： 馬場美由紀 

  ◆連絡先： 草津商工会議所 TEL 077-564-5201 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

  毎月 1回開催する内部月例会議（P.22）において、経営発達支援事業の実施にかかる指導 

および助言、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提供等を 

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

草津市
環境経済部・

商工観光労政課

経営発達支援事業直接従事

中小企業相談所
（業務指導課）

法定経営指導員　1名
経営指導員　　　　4名
経営支援員　　　　3名

経営発達支援事業一部従事

総務課

職　員　　4名

事務局長
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（３）商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会議所 

  〒525-0032 

   滋賀県草津市大路二丁目 11番 51号 

    草津商工会議所 中小企業相談所（業務指導課） 

     TEL：077-564-5201 / FAX：077-569-5692 

     E-mail：info@kstcci.or.jp 

 

②関係市町村 

  〒525-8588 

   滋賀県草津市草津三丁目 13番 30号 

    草津市 環境経済部 商工観光労政課 

     TEL：077-561-2351 / FAX：077-561-2486 

     E-mail：shoro@city.kusatsu.lg.jp 

 

 

 

（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） 

 
R2年度 R3年度 R4年度 R5 年度 R6年度 

必要な資金の額 87,120 87,120 87,120 87,120 87,120 

 

 

中小企業相談

所（経営改善普

及事業費） 

 

一般会計（小規

模事業者発達

支援関連費） 

 

 

61,150 

 

 

 

25,970 

 

61,150 

 

 

 

25,970 

 

61,150 

 

 

 

25,970 

 

61,150 

 

 

 

25,970 

 

61,150 

 

 

 

25,970 

（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、事業収入 

 国、県、市各補助金 

 草津市委託金など 

 

（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。 

 

 






