
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

京丹後市商工会京丹後市商工会京丹後市商工会京丹後市商工会（法人番号 ３１３０００５０１１４０７） 

京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市（地方公共団体コード ２６２１２９） 

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経営発達支援事業の目標経営発達支援事業の目標経営発達支援事業の目標    
（1）行政及び関連機関諸団体等と連携を強化し、地域の総合経済団体として、

主体的に更なる各種支援施策の普及・浸透に伴う「きっかけづくり（経済活動

と支援機会）」を増加させて、キラリと「光り輝く小規模事業者」の育成・創出

を図る。 

（2）支援者の能力向上等に向けた支援ノウハウの情報共有と更なる小規模事業

者との信頼関係構築を図る。 

事業内容 

ⅠⅠⅠⅠ....経営発達支援事業の内容経営発達支援事業の内容経営発達支援事業の内容経営発達支援事業の内容    
１．地域経済動向調査に関すること１．地域経済動向調査に関すること１．地域経済動向調査に関すること１．地域経済動向調査に関すること    

毎月の巡回訪問による地域経済の動向把握と支援機会の創出、業種・規模な

どで異なる課題やニーズ等をより深く把握するための個社別調査、関係機関と

の情報交換等により分析整理し、小規模事業者の経営に役立つ情報として提供

する。 

２．経営状況の分析に関すること２．経営状況の分析に関すること２．経営状況の分析に関すること２．経営状況の分析に関すること    

小規模事業者の業種や規模、事業展開に合わせ、財務分析と非財務分析によ

る経営分析を行い、小規模事業者が理解し活用できる形で分析結果を提供する。 

３．事業計画策定支援に関すること３．事業計画策定支援に関すること３．事業計画策定支援に関すること３．事業計画策定支援に関すること    

各種補助金・計画認定等の施策活用や資金調達など、支援ケースに応じて多

様な分析項目を設定し、1.及び 5.調査情報、2.経営分析結果等を踏まえ、「実現

性」と「質」の高い事業計画の策定支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること４．事業計画策定後の実施支援に関すること４．事業計画策定後の実施支援に関すること４．事業計画策定後の実施支援に関すること    

事業の成果（売上・利益）を向上させるため、巡回訪問及び窓口相談等によ

って、定期・継続的にフォローアップ（事業者と共に事業の進捗や結果を検証、

改善策を提案し、PDCA サイクルが回るよう）支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること５．需要動向調査に関すること５．需要動向調査に関すること５．需要動向調査に関すること    

各種国内外の展示・商談会への出展支援と連動した地域ブランドの形成や観

光地の知名度等の向上に繋がる需要動向の調査を実施する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること    

海外の販路開拓に意欲的な小規模事業者を対象とした海外展示・商談会の主

催や知的財産権を活用したブランディング展開事業を実施し、商工会が主体的

に販路開拓に寄与する事業支援を実施する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組    
地域の各種協議会等の事務局を担い定期的な会合を開催し、地域経済活性化

の方向性を関係諸機関と共有すると共に、当会独自の面的支援事業を継続実施

し、小規模事業者の積極的な事業活動の促進を図る。 

連絡先 

京丹後市商工会 経営支援課 

〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷 836-1 

TEL：0772-62-0342 FAX：0772-62-3553 

e-mail：kyotango-sci@kyoto-fsci.or.jp 

京丹後市 商工観光部商工振興課 

〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野 385 番地の 1 

TEL：0772-69-0440 FAX：0772- 72-2030 

e-mail：shokoshinko@city.kyotango.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 

１１１１....目標目標目標目標    
（１）地域の現状及び課題（１）地域の現状及び課題（１）地域の現状及び課題（１）地域の現状及び課題    

①京丹後市の概要①京丹後市の概要①京丹後市の概要①京丹後市の概要                            【【【【京丹後市位置図】京丹後市企業立地ガイド「位置と面積図」転載    

京都府京丹後市は京都府最北端

（丹後半島）に位置し、平成 16 年 4

月に六町（旧峰山町／旧大宮町／旧

網野町／旧丹後町／旧弥栄町／旧久

美浜町）が合併して誕生した。総面

積は 501.46k ㎡、東西約 35km、南北

30km の広がりを持ち、海・山・里に

恵まれた地域である。山地には北近

畿最大級のブナ林など緑豊かな風景

が広がり、標高 400～600m の山々か

ら流れる竹野川などの流域に盆地が

形成された。  
海岸線はリアス式の海岸で良好な

湾や入江があり、そのほとんどが、

山陰海岸国立公園に指定されてい

る。また、地球の歴史を学ぶことが

できる貴重な海岸として、「山陰海岸ジオパーク」に認定されている。他にも、鳴砂の浜で国の天然

記念物及び名勝に指定されている琴引浜や、「日本の夕陽百選」に指定されている夕日ヶ浦は北近畿

一のロングビーチとして有名である。また、府内最古の温泉源をはじめ府内一の 40 ヵ所もの天然温

泉施設があり、食味ランキングで「特Ａ」を通算 12 回獲得している「丹後産コシヒカリ」をはじめ、

最高級ブランドの「間人ガニ」や果物等といった豊かな自然がもたらす農林水産物にも恵まれている。 

 

交通インフラに関しては、京都縦貫自動車道が全線開通され市内まで延伸されたことにより、京阪

神へのアクセスは格段に向上した。市内における二次交通は、丹後鉄道株式会社（第三セクター運行）

をはじめ、市内 200 円バスの運行や支え合い交通（※1）などがあり、近年、経済発展に必要な「産

業インフラ」は飛躍的に向上している。 

 

人口については、合併当時の約 6万 5千人から平成 31 年 3 月 31 日現在で約 5 万 4千人まで減少し

ており、高齢化率も 35.3％（平成 27 年度国勢調査より）と総人口の 3 分の 1 を 65 歳以上が占めて

いる。今後も引き続き人口減少が進み、高齢化率が向上すると推測されている。 

 

【京丹後市の人口推移（3 年毎）】                        （単位：人） 

年月日 平成 16 年 3月末 平成 19 年 3月末 平成 22 年 3月末 平成 25 年 3月末 平成 28 年 3月末 平成 31 年 3月末 

人 口 65,822 63,521 61,592 59,633 57,287 54,688 

増 減 - ▲2,301 ▲4,230 ▲6,189 ▲8,535 ▲11,134 

京丹後市ＷＥＢ人口・世帯数より抜粋 

  

（※1）支え合い交通とは 2016 年にスタートしたウーバージャパンの配車アプリを活用した全国初の

「公共交通空白地有償運送」で、現在 60 人以上のドライバーが登録している。 
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②京丹後市の産業②京丹後市の産業②京丹後市の産業②京丹後市の産業    
京丹後市は、古代より日本海を通して大陸・朝鮮半島との交流が活発で、弥生時代の先進技術を示

す水晶玉造工房跡、約 2000 年も前の中国貨幣、女王卑弥呼が魏に使者を送って銅鏡百枚を得たうち

のひとつともいわれる鏡、日本海側最大規模の前方後円墳、準構造船をかたどった船形埴輪の出土、

農耕・機織・造酒技術の伝来をうかがわせる羽衣伝説、古代の開化天皇や垂仁天皇との婚姻関係など、

古代丹後王国を彷彿させる発展の跡が残されている。その勢力は、大陸と大和政権の交流の動脈上に

あって、丹後の海辺と川の流域を結び、独自の経済文化圏を形成していたといえる。 

京丹後市の産業は、このような歴史・文化的背景、丹後の気候と先人の努力により生み出された「丹

後ちりめん」に代表される織物業、それに関わる機械金属業、自然豊かな地形を活かした農林水産業

が基幹産業となり発展を続けてきた。そして、昭和 50 年代頃から、それらが育んだ食などを観光資

源として、夏季の海水浴、冬季のカニを中心に大きく成長した観光業が、現在では主要な産業として、

それら三産業に加え位置付けられている。 

 

（２）地域産業の現状と課題（２）地域産業の現状と課題（２）地域産業の現状と課題（２）地域産業の現状と課題    
市内企業の 84.9％は小規模事業者で京丹後市経済を支える屋台骨となっている。事業者数並びに

従業者数をみると、農林水産業を除く産業においては製造業の占める割合が高く、民営事業所におけ

る製造業の比率は事業所数で 32.95%(全国平均 9.12%、京都府平均 12.83%)、従業員数で 24.52%(全国

平均 16.81%、京都府平均 17.53%)となっている (平成 26 年「経済センサス」基礎調査結果による) 。 

また、製造業の中では、繊維工業及び機械金属加工業の占める比率が極めて高く、事業所数で

73.22%、従業員数で 77.85%をこれら業種が占めている(平成 26 年「工業統計調査」(全数調査)結果

による)。 
これは古くからものづくりに関し、品質へのこだわりとそれを実現するための高度な製造技術・品

質管理手法を持っていたことに由来しており、それらが織物業と機械金属加工業を中心に発揮され、

集積が進み地域の経済をこれまで支えてきたといえる。 
 しかし一方で、製造業の減少率は 21.4％と高く、そのほとんどが織物業を営む小規模事業者の廃

業によるもので、深刻な織手不足が顕著化してきている状況である。 

 

【京丹後市の商工業者数の推移】 
年 度 卸・小売業 製造業 建設業 サービス業 観光業 その他 総 計 

①H21/7 事業所数 982  1,857  464  1,246  513  31  5,093  

 内小規模数  695   1,805   447   952   488   28   4,415  

②H24/2 事業所数 857  1,626  419  1,107  474  32  4,515  

 内小規模数  623   1,569   405   910   443   29   3,979  

③H26/7 事業所数 818  1,471  398  1,251  486  40  4,464  

 内小規模数  579   1,419   389   918   451   34   3,790  

④減少数 
（③-①） 

事業所数 ▲164 ▲386 ▲66 5 ▲27 9 ▲629 

 内小規模数  ▲116  ▲386  ▲58  ▲34  ▲37  6  ▲625 

減少率 
（④/①） 

事業所数 16.7% 20.8% 14.2% - 5.3% - 12.4% 

 内小規模数  16.7%  21.4%  13.0%  3.6%  7.6%  -  14.2% 
平成 21 年・平成 26 経済センサス基礎調査・平成 24 年経済センサス活動調査 京丹後市統計書より当会で算出 

 

①織物業①織物業①織物業①織物業    
京丹後市の織物業は、京都・西陣織の製織生産基地として長い歴史を持ち、日本を代表する絹織物

「丹後ちりめん」を核として戦前から地域内で自発的な集積が進み、他産地の追随を許さない独自技

術を有した製品を供給している。昭和 4 8 年のピーク時には白生地約 920 万反(たん)の出荷を誇って

いたが、直近年度では生産量 28 万反と約 97％減となっている。 

また、事業者数も減少し続け、直近調査時で 830 件（法人 40・個人 790）まで減少した。個人事業
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者の 783 件が家内労働による賃織物業者で、60 歳代以上の従業者が 78.5％を占めており、全事業者

の 93.6％が「後継者がいない」と回答するなど、高齢化と後継難による廃業の加速化が大きな課題

となっている（平成 28年度京丹後市織物実態統計調査）。さらに、生産設備の老朽化も進んでおり、

行政の補助金等施策を活用して、新素材を用いた製織、独自製品の開発など、新たな需要の開拓を図

る事業者が増えているものの、必要な生産設備の維持・更新の費用負担も大きく、ジリ貧の状況にあ

る。これらをカバーするためには、生産向上に向けての IT 技術の導入や販路開拓の支援、事業の方

向性の見直しなど、様々な観点から課題解決していく必要がある。 

 

織物-1【織物事業所数の推移】 

調査報告年度 平成 17 年度 平成 20 年度 平成 23 年度 平成 28 年度 

事業所数(件) 1,760 1,312 1,080 830 

従事者数(人) 2,717 2,368 1,920 1,528 
平成 17 年/20 年/23 年/28 年京丹後市織物実態統計調査より抜粋（事業者数は操業中の事業者数） 

 

織物-2【白生地生産数量の推移】 

年 度 昭和48年度 昭和58年度 平成 5年度 平成15年度 平成25年度 平成30年度 

生産数量(反) 9,196,894 4,480,487 2,232,476 1,171,145 433,451 282,158 

減少率 
(昭和 48 年度比較) 

- 51.3% 75.7% 87.3% 95.3% 96.9% 

丹後織物工業組合ＷＥＢ 暦年白生地生産数量一覧より抜粋 

 

②機械金属業②機械金属業②機械金属業②機械金属業    
京丹後市の機械金属業は、織機調整技術者や戦時中の疎開工場の出身者による起業をルーツとし、

その後中核企業の地域貢献により市内取引関係の構築も進む中、輸送機械・生産用機械等の部品産地

が形成され、現在では設計・加工から組み立て・完成品まで地域内で一貫して製造できる体制をほぼ

達成している。業態は、精密型打鍛造、精密機械部品の切削加工や板金加工、プラスティック精密部

品の成型など約 150 事業者の集積が見られ、中でも鍛造業態においては全国事業者数全体の 4％が当

市に密集している。 

 これまで、世界同時不況、震災、円高、米中貿易摩擦等と度重なる要因による影響を受けたが、各

社が其々の強みを活かし、独自の顧客開拓や新分野への進出、事業の高度化による高付加価値化製品

の製造、取引先分散化による事業の維持・発展を目指す動きも顕著になってきており、全体の 8割が

小規模事業者ながらも製造品出荷額は約 490 億円に達した（平成 30年度京丹後市統計書より試算）。 

 一方で、世界情勢の軽微な変化等に伴うメーカーや主要取引先等の業績に敏感に影響を受けやす

く、加えて、市内の生産年齢人口の減少も重なって、人材が集まり難い状況となっており、ニーズに

合う人材確保が課題となっている。 

 

機械-1【京丹後市内製造業における製造品出荷額と従業者数の変遷】 

 
ＲＥＳＡＳ 経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工 参照 

1996 年            2006 年             2016 年 
出荷額：798 億円 従業員数：5,524 人        出荷額：751 億円 従業員数：4,698 人        出荷額：693 億円 従業員数：4,184 人 

①繊維工業 258 億/2,184 人         

                    ①輸送用機械 241 億円/909 人           ①輸送用機械 188 億円/685 人 

     ②輸送用機械 199 億円                        

             /968 人                       

                                            ②生産用機械109億円/973人 

                                           ②生産用機械 120 億円/796 人      

                                                          ⑦繊維工業 44 億円 

  ③生産用機械 67 億円/           ④繊維工業 79 億円/973 人                494 人      

                   491 人 
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③観光業③観光業③観光業③観光業    
 京丹後市の観光業は、美しい海岸線や四季の表情豊かな自然、豊富な温泉、新鮮な魚介類やお米、

果物などの海の幸や山の幸、そして歴史と伝説・文化にあふれた豊かな資源を活用して、昭和 50 年

代頃から、夏季の海水浴、冬季のカニを中心に大きく成長し、京都府の観光入込客調査によると平成

10 年には年間観光入込客数が 223 万人に達した。しかしながら、年々海水浴やカニによる誘客が減

少したことに加え、旅行形態の変化、旅行ニーズの多様化などの要因により平成 24 年には 172 万人

まで落ち込んだ。 

 その後、平成 25 年に府北部７市町に連携による広域的滞在型観光を目指した「海の京都」（海の京

都観光圏として国の認定）の取り組みがスタートするのと同時に、京丹後市は「第 2次京丹後市観光

振興計画」を策定し、当会をはじめ関連組織等と共に「観光立市の実現」に向けた取り組みを進めて

きた。 

平成 27 年には「ユネスコ世界ジオパーク」の認定を受け、道路整備等による交通アクセスの向上

も相まって、平成 28 年には、観光入込客数が 219 万人まで回復したところである。また、「海の京都

ＤＭＯ」が設立されるなど広域連携による観光の取り組みも強化されつつある。 

そのような中、近年の訪日外国人観光客の急増、「丹後ちりめん回廊」の日本遺産認定など、京丹

後市の観光を取り巻く「好機」を強みに、さらに観光振興を図り発展させるためにも、既存の観光資

源の一層の活用、新たな観光資源の創出、伝統産業や地元他業種との連携・連動した受入体制の整備

など、観光産業の総合的な取り組み、対応が課題となっている。 

 

観光-1【京丹後市の入込客数/観光消費額等の推移】 

年 度 観光入込客数（人） 内宿泊客数（人） 海水浴場利用客（人） 観光消費額（千円） 

H19 年度 1,926,625 463,771 237,564 8,242,518 

H24 年度 1,725,709 344,418 184,802 6,092,155 

H29 年度 2,184,798 350,004 205,207 6,442,855 
京都府 京丹後市観光振興課 京丹後市統計書を参照 

 

観光-2【京丹後市外国人宿泊客数の推移】                （単位：人） 

年 度 平成 16 年度 平成 19 年度 平成 22 年度 平成 25 年度 平成 28 年度 

宿泊人数 299 564 1,317 1,303 2,657 
第 3次観光振興計画 出典：京都府観光入込客調査報告書を参照 

 

④農林水産業④農林水産業④農林水産業④農林水産業    
京丹後市の農業においては、経営耕地面積は3,224haで、うち水田は2,691ha、畑及び樹園地は533ha

と、京都府の耕地面積全体の 16.4%を占めており、京都府下有数の農業地帯となっている（2015 年世

界農林業センサス(確報)による)。 

主な農産物は、水稲や黒大豆、花卉(かき)、ハウス栽培による京野菜(水菜や九条ねぎ)、トマト、

野菜採種などであり、このほか砂丘地帯では甘藷やメロン、樹園地や国営 開発農地では梨、ぶどう、

お茶、加工原料野菜など、多種多彩な農産物の栽培が行われている。  

水稲栽培では「丹後産コシヒカリ」を主体としており、日本穀物検定協会が毎年行う「米の食味ラ

ンキング」(食味試験)において、最上級である「特Ａ」を西日本で最多獲得しており、米の産地とな

っている。 

また漁業においても、ブリ・アジ・サワラなどをはじめとする様々な海産物に恵まれており、漁獲

高は 2,444 トン(平成 27 年実績：平成 30 年京丹後市統計書による)となっている。丹後産の海産物

の評価は高く、その代表的なものとして地域団体商標にも登録された「間人ガニ」があり、“幻のカ

ニ”として毎年高値で取引が行われている。近年は、「牡蠣」や「トリ貝」の養殖事業による高付加

価値化への取り組みが盛んである。これら農林水産品についても、ものづくりと同様 “品質へのこ

だわり”が発揮されているところであり、栽培技術の向上のための研究や、厳格な基準にもとづく鮮

度保持・品 質管理作業が日々たゆまなく行われている。  
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 一方で、最も大きな課題は生産基盤の強化と安定化であり、一部の生産事業者等は、当該商品の系

統出荷脱却を目的に農商工連携や６次産業化などでブランド化を図り、卸又は直接販売への移行、観

光業と連携した取り組みなど、積極的に国内外の市場へ販路の拡大をする動きが出つつも、新規就業

者や後継者不足が足かせとなっている。 

 

⑤小規模事業者の課題⑤小規模事業者の課題⑤小規模事業者の課題⑤小規模事業者の課題    
 上記の主要な産業のみならず、京丹後市の全事業者（特に 84.9％を占める小規模事業者）に共通

する課題は、第 1期の取り組みの仮説段階から、第 2 期目に突入するにあたって確信及び把握に変わ

った課題であり、主に以下の点である。 

ⅰⅰⅰⅰ....自社の経営状況等を相談する相手（支援機関等）がいなく支援機関の存在の認識が希薄自社の経営状況等を相談する相手（支援機関等）がいなく支援機関の存在の認識が希薄自社の経営状況等を相談する相手（支援機関等）がいなく支援機関の存在の認識が希薄自社の経営状況等を相談する相手（支援機関等）がいなく支援機関の存在の認識が希薄である。である。である。である。    

 規模的に全ての意思決定が社内共有もないまま社長によって行われ、従業員や第 3 者等に相談しな

い事業者が多い。加えて、当会は相談する相手としての優先度や信頼性が低く、支援機関を活用する

意識が薄い。 

ⅱⅱⅱⅱ....自社の経営状況等を客観的に把握自社の経営状況等を客観的に把握自社の経営状況等を客観的に把握自社の経営状況等を客観的に把握できずできずできずできず、分析や事業計画の重要性を理解していない。、分析や事業計画の重要性を理解していない。、分析や事業計画の重要性を理解していない。、分析や事業計画の重要性を理解していない。    

 大まかな動きは把握しているものの、客観的な資料の活用頻度も少なく、事業計画に基づく経営を

心掛けていない事業者が多い。また、自社の強みや弱みをしっかり把握している事業者が少ない。 

ⅲⅲⅲⅲ....各種施策を活用しながらも方向性が定まらず各種施策を活用しながらも方向性が定まらず各種施策を活用しながらも方向性が定まらず各種施策を活用しながらも方向性が定まらず、ズレや新たな課題が生じて成果が出ていない。、ズレや新たな課題が生じて成果が出ていない。、ズレや新たな課題が生じて成果が出ていない。、ズレや新たな課題が生じて成果が出ていない。    

 補助金や計画等の認証が目的となってしまい、方向性やゴールがイメージできないため、ＰＤＣＡ

が上手く回らず成果が出ない。挑戦意識等の低下を招いてしまっている事業者が多い。 

ⅳⅳⅳⅳ....高付加価値な商品等を有しながら販路開拓を進められていない。高付加価値な商品等を有しながら販路開拓を進められていない。高付加価値な商品等を有しながら販路開拓を進められていない。高付加価値な商品等を有しながら販路開拓を進められていない。    

 当市に古くから根付く「職人気質」な事業者が多く、商品等が完成した時点で満足してしまい、タ

ーゲットを見据えた販路開拓を進められていない事業者が多い。また、インターネットを介した商取

引の普及や物流の高速化が進展する現在は販路拡大のチャンスといえるが、あまり活かせていない。 

ⅴⅴⅴⅴ....財務体質が弱い上、人手が不足しており、後継者の育成ができていない。財務体質が弱い上、人手が不足しており、後継者の育成ができていない。財務体質が弱い上、人手が不足しており、後継者の育成ができていない。財務体質が弱い上、人手が不足しており、後継者の育成ができていない。    

 売上規模が小さく、少しの環境変化に対応できない上、人手不足が深刻な問題として顕著化する中、

日々の業務追われ、自身の後継者育成を図れていない、考えていない事業者が多い。 

 

（３）京丹後市商工会のこれまでの取り組み（３）京丹後市商工会のこれまでの取り組み（３）京丹後市商工会のこれまでの取り組み（３）京丹後市商工会のこれまでの取り組み    
京丹後市商工会は、平成 16 年京丹後市の誕生に合わせて、平成 19年 4月に旧町の 6 つの商工会が

合併し、管轄面積、職員数共に府内最大の商工会として設立。以来、「協動・共感で響き合う まち

づくりをリード（LEAD）する京丹後市商工会」を基本理念に、「市内商工業者の実態を踏まえて、京

都府や京丹後市へ政策提言や要望活動」、「小規模事業者をはじめとする中小企業の経営支援」、「行

政及び業界関連団体等と連携した支援事業、地域振興やまちづくり」等に取り組んでいる。平成 31

年 3 月末現在の会員数は 2,277 件、組織率は 52.9％、職員数は 26 名（うち経営支援員は 20 名）で

ある。 

小規模事業者からの相談内容は、従来からの税務・労務・金融等を中心にした支援に加えて、創業、

I T 活用、補助金活用や計画認証等を伴う事業計画の策定、産学連携、知的財産、海外展開、展示会

等出展を伴う販路開拓、人材育成、事業承継、経営の再生等、多肢にわたっている。そのため、広域

的に専門的な支援（特に創業支援）を展開する丹後地域ビジネスサポートセンターの運営を担うと共

に、経営支援員は様々な相談に対応できるよう、経営支援員研修の計画的受講など支援力の向上のた

めの自己研鑽にも力を入れてきた。 

また、平成 24 年度には経営革新等支援機関の認定を受け、支援事業の拡大として、旧町毎の支部

主導から部会主導の支援に転換して、業界全体へ支援効果の波及を促す事業や異業種連携等を促進

し、面的支援から個社支援に繋げる支援体制を整えた。また、内部では、それまでの支援の件数重視

から「質」にも力を入れた取り組みを行なってきた。 

平成 28 年度には経営発達支援計画の認定を受け、伴走型小規模事業者支援推進事業を実施するに

あたり、特命担当を任命し、組織マネジメントと事業マネジメントを結びつけ、組織全体の一体感を
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高め推進力を高める支援体制を整えた。その上で、地域経済動向調査や事業計画の策定支援及びその

後の実施支援、海外市場への販路開拓支援等に注力し、巡回件数の大幅な増加、事業計画策定件数及

び売上高増加・粗利益増加した事業者件数が共に全国上位（平成 29 年度経営発達支援事業実施状況

調査より）、市町村規模且つ、当会が主体的に海外での展示商談会を開催し（府内初）、参画事業者全

てが成約実現したなど一定の成果を上げてきた。（詳細な実績数値等は後に項目別で記載する。） 

また、独立行政法人中小企業基盤整備機構が全国的に実施した「商工会・商工会議所の小規模事業

者支援力向上要因検証調査（※2）」の調査先として選定され、客観的にも評価を得た。 

 

商工会-1【巡回指導の推移】 

年 度 
期 末 

会員数 

巡回実 

企業数 

企業数/ 

会員数 

指導事項（巡回指導延回数） 
合 計 

経営一般 金 融 税 務 労 務 その他 

①Ｈ24 年度 2,609 1,179 45.2% 1,774  244 698 338 1,410 4,464 

②Ｈ28 年度 2,384 1,053 44.2% 2,472  157 933 327 1,198 5,087 

③Ｈ30 年度 2,277 1,278 56.1% 2,797  220 1,204 283 1,740 6,244 

④増減数 

(③-①) 
▲332 99 11% 1,023 ▲24 506 ▲55 330 1,780 

増減率 

(④/①) 
▲12.7% 8.4% - 57.7% ▲9.8% 72.5% ▲16.3% 23.4% 39.9% 

当会第 7回・第 11 回・第 13 回通常総代会議案書より 

 

商工会-2【直近の計画策定支援件数の状況】 

【実施主体】施策名（略称） 
計画策定 

支援件数 

採択/認定/

実行件数 

フォロー 

アップ回数 

 

 

 

補

助

金 

【国】小規模事業者持続化補助金 62 46 486 

【国】ものづくり補助金 22 10 156 

【府】京都知恵の経営ステップアップ事業 46 45 243 

【府】京都エコノミック・ガーデニング 4 1 14 

【府】伝統産業生産基盤支援補助金 51 49 189 

【市】織物業小規模生産基盤支援補助金 60 57 164 

【市】製造･加工業経営革新等推進補助金 47 46 178 

【市】商工業支援補助金 15 15 112 

【市】復興支援その他補助金 11 8 52 

法 

認 

定 

【国】経営力向上計画 68 68 239 

【市】先端設備等導入計画 17 17 53 

金 

融 
【国】経営改善資金 41 41 195 

合 計 444 403 2,081 
当会調べ 

 

（※2）商工会・商工会議所の小規模事業者支援力向上要因検証調査：経営発達支援事業の取組みを

通じて、優れた成果をあげる商工会、商工会議所を選定し、ヒアリング調査を行い、結果を基に、小

規模事業者への支援力向上要因の仮説を取りまとめた調査事業。 

 小規模事業者支援力向上要因検証調査 調査報告書 

https://www.smrj.go.jp/ebook/h30_keieishien_report01/ 

小規模事業者支援力向上要因検証調査 商工会ヒアリング記録 

https://www.smrj.go.jp/ebook/h30_keieishien_report02/html5.html#page=1 
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（４）（４）（４）（４）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方小規模事業者に対する長期的な振興のあり方小規模事業者に対する長期的な振興のあり方小規模事業者に対する長期的な振興のあり方    

①①①①10101010 年程度の期間を見据えて年程度の期間を見据えて年程度の期間を見据えて年程度の期間を見据えて    
当会のこれまでの取り組みは、支援対象企業数は主産業を中心に年間 1,331 件（平成 30年度実績）

と、地域内の全小規模事業者の 35％程度の支援範囲であり、今後、当会が地域の総合経済団体（中

核団体）として、更なる各種支援施策の普及に伴う「支援のきっかけづくり」を増加させる取り組み

を重視していく必要がある。そのために既存事業の整理・見直し・仕分け等も必要不可欠で、その上

で、小規模事業者が将来を見据えた事業計画の策定と実行までの伴走支援を効果的に行っていく。ま

た、より成果を求めるために国や行政が示す振興計画と連動・整合性を高める必要があり、行政、関

連諸機関、金融機関等との連携を強化して、広域的な支援体制を整えると共に、経営支援員の資質向

上とノウハウの共有を図り、地域の小規模事業者に対して長期的な振興を図っていく。 

 

②②②②第第第第 2222 次次次次京丹後市総合計画との連動性、整合性京丹後市総合計画との連動性、整合性京丹後市総合計画との連動性、整合性京丹後市総合計画との連動性、整合性    
京丹後市総合計画の内容（一部抜粋） 関連する取組みの連動・整合性部分（一部抜粋） 

【テーマ】 

市民と地域がキラリと「光輝くまち」に市民と地域がキラリと「光輝くまち」に市民と地域がキラリと「光輝くまち」に市民と地域がキラリと「光輝くまち」に    

～“あるもの探し”のまちづくりへ～～“あるもの探し”のまちづくりへ～～“あるもの探し”のまちづくりへ～～“あるもの探し”のまちづくりへ～    

 

【ものづくりに関連する重点項目（抜粋）】 

■“輝く”匠の技と資源が集積するまち■“輝く”匠の技と資源が集積するまち■“輝く”匠の技と資源が集積するまち■“輝く”匠の技と資源が集積するまち    

『光り輝くまち』をつくり上げるため

に、“経済の活性化”が重要です。農林水

産業、織物業、機械金属業、観光業、サー

ビス業などの地域産業の振興施策や企業

誘致等による雇用拡大施策を展開する必

要があります。 

 

【魅力づくり関連する重点項目（抜粋）】 

■“輝く”豊富な「食材」を活かしたまち■“輝く”豊富な「食材」を活かしたまち■“輝く”豊富な「食材」を活かしたまち■“輝く”豊富な「食材」を活かしたまち    

『光り輝くまち』をつくり上げるため

に、「食」の魅力を活かすことが大切です。

自然、歴史、文化、気候風土に育まれた豊

かな食文化を活用して、『美食観光』の推

進にも力を入れる必要があります。 

安全で新鮮な美味しい食材を生産し、生

産・流通・販売体制を整え、活動する団体

や人材を育成し、６次産業化や京丹後産物

のさらなるブランド化に取り組む必要が

あります。 

■｢丹後ちりめん創業 300 年｣と｢機械金属業｣の成長 

基幹産業である「織物業」や「機械金属業」のブラ

ンド力のさらなる向上を図るため、積極的な情報発信

を行います。また、2020 年の「丹後ちりめん創業 300

年」に向けて、本市の「ものづくり産業」の成長を促

進させます。 

 

■経営革新や販路開拓で新事業・新産業の創出 

経営革新、技術開発、商品開発、販路開拓、情報発

信などへの積極的なチャレンジや、地域資源を活用し

た新たな事業分野への進出、新事業創出に向けた取組

みを支援し、事業者の成長を後押しします。 

 

■農林水産物の生産振興とブランド化・6 次産業化 

農林水産業の活性化を目指し、生産基盤の安定化を

図るとともに、農林水産物のブランド化や６次産業化

など、本市の特徴を活かした「儲かる農林水産業」を

推進します。 

 

■「美食観光」で「海の京都」をさらに推進 

本市の海、山、里の豊かな自然や地域の伝統、技術、

こだわりを持つ人の手によって育まれた旬の食材、安

全・安心な食材を、さらに観光に活用する『美食観光』

を推進します。 

 

■世界ジオパークを活用し「体験型観光」を全面展開 

京丹後市の素晴らしい景観スポットへの誘導はも

とより、食、歴史、文化財、産業などの地域資源を最

大限に活用した、四季折々の「体験型観光」を促進し

ます。さらに、「美食観光」と「体験型観光」を中心

に、恵まれた資源を活用・発信し、アジア圏、欧米諸

国等をターゲットとしたインバウンドの促進を図り

ます。 

※計画期間：平成 29 年度から令和 2 年度の４年間 
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③商工会としての役割③商工会としての役割③商工会としての役割③商工会としての役割    
当会の役割として、小規模事業者の経営資源の充実、強化を図ることはもちろんのこと、その強み

である機動力ある事業活動を展開することによって、経営環境の変化に対応していける小規模事業者

を増やすことが上げられ、具体的には、小規模事業者をめぐる構造変化に対し、潜在的な対応力を最

大限発揮するため、自らの強みを把握した上で、需要の創造や掘り起こし、IT のさらなる活用、新

たな商品・サービスの開発提供など、需要を見据えた計画的な経営を促進することである。加えて、

今後は、需要開拓や販路拡大の支援として当会が主体的に経営資源を広めるチャンスを広げる“きっ

かけ（経済活動及び支援機会）”をつくり、経営挑戦意識の高まり等を地域業界内に波及させながら、

個社のみならず他業界の異業種とも連携、地域一体となった動きを促進する支援も求められてくると

考える。 

これらのフレームを活用し個社支援に繋げ、寄り添い地道に確実に積み重ねていくことで、個社の

売上.利益を向上させることが結果的に、事業者の意識を改善させ、自律的な事業継続・発展に繋が

ると考え、そう導くことこそが、当会の最大の役割と認識している。 

 

（５）経営発達支援事業の目標（５）経営発達支援事業の目標（５）経営発達支援事業の目標（５）経営発達支援事業の目標    
前述の「（2）地域産業の現状と課題」と「（4）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方」を踏

まえ、以下の通り設定し、取り組んでいく。 

【目標】【目標】【目標】【目標】    
①行政及び関連機関諸団体等と連携を強化し、地域の総合経済団体（中核団体）として、主体①行政及び関連機関諸団体等と連携を強化し、地域の総合経済団体（中核団体）として、主体①行政及び関連機関諸団体等と連携を強化し、地域の総合経済団体（中核団体）として、主体①行政及び関連機関諸団体等と連携を強化し、地域の総合経済団体（中核団体）として、主体

的に更なる各種支援施策の普及・浸透に伴う「きっかけづくり（経済活動と支援機会）」を増的に更なる各種支援施策の普及・浸透に伴う「きっかけづくり（経済活動と支援機会）」を増的に更なる各種支援施策の普及・浸透に伴う「きっかけづくり（経済活動と支援機会）」を増的に更なる各種支援施策の普及・浸透に伴う「きっかけづくり（経済活動と支援機会）」を増

加させて、キラリと「光り輝く小規模事業者加させて、キラリと「光り輝く小規模事業者加させて、キラリと「光り輝く小規模事業者加させて、キラリと「光り輝く小規模事業者（※3）」の育成・創出を図る。」の育成・創出を図る。」の育成・創出を図る。」の育成・創出を図る。    

    

②支援者の能力向上等に向けた支援ノウハウの情報共有と小規模事業者と②支援者の能力向上等に向けた支援ノウハウの情報共有と小規模事業者と②支援者の能力向上等に向けた支援ノウハウの情報共有と小規模事業者と②支援者の能力向上等に向けた支援ノウハウの情報共有と小規模事業者と更なる更なる更なる更なる信頼関係の構信頼関係の構信頼関係の構信頼関係の構

築築築築を図る。を図る。を図る。を図る。    

 

【目標に対する支援施策】【目標に対する支援施策】【目標に対する支援施策】【目標に対する支援施策】    

小規模事業者の課題  目標に対する支援施策 

ⅰ.自社の経営状況等を相談する相手（支援機

関等）がなく、その存在の認識が希薄である。 
⇒ 

①個社別ニーズ調査や地域経済動向調査を巡

回ツールとした各種支援依頼機会の提供 

ⅱ.自社の経営状況等を客観的に把握できず、

分析や事業計画の重要性を理解していない。 
⇒ 

②経営分析を踏まえた各種補助金・計画認証等

に伴う事業計画の策定支援 

ⅲ.各種施策を活用しながらも方向性が定まら

ずズレや新たな課題が生じて成果が出ない。 
⇒ 

③各種補助金・計画認証等に伴う事業計画策定

後の実施支援 

ⅳ.高付加価値な商品等を有しながら販路開拓

を進められていない。 
⇒ ④需要動向を踏まえた新たな需要の開拓支援 

ⅴ.財務体質が弱い上、人手が不足しており、

後継者の育成ができていない。 
⇒ ⑤連携強化した広域的な創業・事業承継支援 

※その他、目標②に対する取り組みとして⑥経営支援員の支援能力向上等に向けた密なる情報共有 

を設定する 

 

 

（※3）「光り輝く小規模事業者」とは、京丹後市が掲げる「第 2次総合計画」のテーマである「市民

と地域がキラリと『光り輝くまちに』」に方向性を共有したもので、“輝く”匠の技・資源・「食材」

を活かし、自律的な事業継続・発展を図る小規模事業者のことである。 
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（６）目標の達成及び対する支援施策に向けた方針（６）目標の達成及び対する支援施策に向けた方針（６）目標の達成及び対する支援施策に向けた方針（６）目標の達成及び対する支援施策に向けた方針                                    【支援サイクル図】    
 目標の達成及び対する支援施策に向け

た方針は、右図の支援サイクルを基軸に、

下記の支援施策項目を関連付けて、連動

させて伴走支援を行う。 

 

①個社別ニーズ調査や地域経済動向①個社別ニーズ調査や地域経済動向①個社別ニーズ調査や地域経済動向①個社別ニーズ調査や地域経済動向

調査を巡回ツールとした各種支援依調査を巡回ツールとした各種支援依調査を巡回ツールとした各種支援依調査を巡回ツールとした各種支援依

頼機会の提供頼機会の提供頼機会の提供頼機会の提供    
小規模事業者を支援する上で、地域の

経済動向や個社毎のニーズを把握すると

共に、経営支援員が自ら定期・継続的に

足を運んで調査ヒアリングとコミュニケ

ーションを図り、支援依頼の機会を提供

する。また、各種支援施策のない事業者

の選定し、同様にして巡回を行うことで、

経営状況の分析、事業計画の策定等の支

援施策を活用する“きっかけ”づくりを図る。 

 

②経営分析を踏まえた各種補助金・計画認証等に伴う事業計画の策定支援②経営分析を踏まえた各種補助金・計画認証等に伴う事業計画の策定支援②経営分析を踏まえた各種補助金・計画認証等に伴う事業計画の策定支援②経営分析を踏まえた各種補助金・計画認証等に伴う事業計画の策定支援    
 ①などによって支援依頼をうけた小規模事業者に、経営状況の分析を必須とし、各種補助金・計画

認定等の施策活用、金融支援等に伴う事業計画の策定支援を行う。当該事業計画の策定においては、

実質的な行動や意識変化を待つのではなく、自社の強みや機会を知り、積極的な一歩を踏み出す行動

を促すことが重要であるため、個社毎に異なるニーズや規模、能力やレベルなどを把握して、当該個

社に沿った事業計画の策定支援を行い、その後の実施支援に繋げる。 

    

③各種補助金・計画認証等に伴う事業計画策定後の実施支援③各種補助金・計画認証等に伴う事業計画策定後の実施支援③各種補助金・計画認証等に伴う事業計画策定後の実施支援③各種補助金・計画認証等に伴う事業計画策定後の実施支援    
②の継続支援の一環として、定期的な巡回訪問を繰り返すことで、遂行状況を確認すると共にフ

ォローアップ支援を行う。その上で、個社毎・ケース毎に課題や求められる支援策を模索し、実施

支援の比重（関わり度合い）を考慮して支援にあたる。一方で、計画の進捗状況ズレや、新たな課

題が発生した場合は、専門家を派遣する等して事業計画の軌道修正や実現性等を高め、事業計画の

目標達成を目指す。  

また、計画終了時には実施事業者と共に効果検証等を行い共有し、個社及び全体事業を通した実

施効果を検証しながら次の展開を検討する。 

 

④需要動向を踏まえた新たな需要の開拓支援④需要動向を踏まえた新たな需要の開拓支援④需要動向を踏まえた新たな需要の開拓支援④需要動向を踏まえた新たな需要の開拓支援    
①や②などによって支援した小規模事業者のうち、新たな需要の開拓に意欲的な事業者に対して、

需要動向調査をセットにした販路開拓支援を行う。個社毎によって支援頻度や支援内容は臨機応変に

対応する。また、主体的に経営資源を広めるチャンスを広げる“きっかけ（経済活動及び支援機会）”

をつくり、経営挑戦意識の高まり等を地域業界内に波及させながら、個社のみならず他業界の異業種

とも連携、地域一体となった動きを促進する。 

    

⑤連携強化した広域的な創業・事業承継支援⑤連携強化した広域的な創業・事業承継支援⑤連携強化した広域的な創業・事業承継支援⑤連携強化した広域的な創業・事業承継支援    
人手・後継者不足は当市の小規模事業者だけでなく、丹後地域一体の共通した問題でもあることか

ら、行政や丹後地域ビジネスサポートセンターと連携を強化して、広域的な支援体制を整え、専門家
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や他の機関等も活用して、円滑な創業・事業承継に繋げる。また、当該支援に携わった経営支援員の

経験やノウハウ等は、丹後地域ビジネスサポートセンターを介して広域的に共有し、多様複雑化する

支援ニーズに応える。 

 

⑥経営支援員の支援能力向上等に向けた密なる情報共有⑥経営支援員の支援能力向上等に向けた密なる情報共有⑥経営支援員の支援能力向上等に向けた密なる情報共有⑥経営支援員の支援能力向上等に向けた密なる情報共有    
グループウェアやカルテによる情報共有の他にも定例の会議やミーティング、日頃のコミュニケー

ション、組織内の研修会など、多様な情報交換の場を設け、職員間で情報共有や支援方法等の可視化

を行う。これらが支援者の情報力を高め、職員間の協力を促し、連帯感を強める。そうして、小規模

事業者にとっても相談しやすい環境づくりに繋げる。 

 

 

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Ⅰ．経営発達支援事業の内容Ⅰ．経営発達支援事業の内容Ⅰ．経営発達支援事業の内容    

２２２２....地域の経済動向調査に関すること地域の経済動向調査に関すること地域の経済動向調査に関すること地域の経済動向調査に関すること                            【地域経済動向調査レポート】    
（１）第（１）第（１）第（１）第 1111 期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容    

【現状】 

 ア）地域経済動向調査-京丹後市版−  

 イ）個社別ニーズ等の調査 

 ウ）中小企業景況調査 

    
当会自らが個社を支援する上で地域の経

済動向を把握すると共に、経営支援員が毎月

巡回訪問し、ヒアリングすることで支援依頼

機会の創出を図ることを目的に実施してき

た。会員事業者の内、業種毎の割合によって

無作為に抽出した100社程度の小規模事業者

に巡回して４項目（売上・採算・資金繰り・

業況）をヒアリングして収集し、DI 値として毎月１回発行の会報とホームページに掲載し市内約

23,000 世帯に新聞折込により提供してきた。加えて、四半期毎に１回、職員が分析レポートを作成

し全会員（約 2,300 者）に配布している。 

また、当該調査に加えて、個社の支援ニーズや従業員の平均月給額など四半期に１回の頻度で時事

的なテーマを設定し、ヒアリング調査して、上記分析レポートに付帯して結果を掲載してきた。 

 他にも、中小企業景況調査として、全国商工会連合会が行う調査に協力して管内の 23 社に対して

経営支援員が４半期毎に巡回し、経営状況や従業員数等についてヒアリングしている。 

【実績値】 
①これまでの実績値①これまでの実績値①これまでの実績値①これまでの実績値    

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

ア）地域経済動向調査 5 回（2 回） 12 回（4 回） 12 回（4 回） 12 回（4 回） 

イ）個社ニーズ調査等 － 4 回 4 回 4 回 

ウ）中小企業景況調査 4 回 4 回 4 回 4 回 
※ア）の（カッコ内）は分析レポート作成・提供回数、令和元年度は見込値 
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【評価】 
②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価    

 従来から当該調査の活用や提供が必要とされていたが、京都府全域・全国といった大規模かつ広範

囲の調査数値（レポート）のものがほとんどで、毎月公表される当地域に限定した調査数値は、4年

前までは存在していなかった。よって、当地域の小規模事業者においても、その必要性に対しての認

識が低く、調査数値も軽視されてきた部分が多い。そのような中、当会自らが足腰を鍛えるべき手法

で調査に乗り出し、当地域での経済動向を DI 値や分析レポートとして提供したことは高く評価でき

る。また、それらは、決して高度な専門知識を必要とせず、漠然とではあるが景況の流れが掴め、管

内の小規模事業者の経営判断材料の１つとして活用している声が多くある現在を踏まえれば、今後も

継続していくべき。改善点があるとすれば、小規模事業者が知りたい情報や当地域特有・独自の調査

（特化したテーマ）で実施しても良い。 

【成果と課題】 
 成果としては、これまで実施していなかった当地域に限定した調査が実現でき、調査結果を整理し

分析して DI 値として会報やホームページ公開・掲載によって、地域の小規模事業者に対して発信し、

広く情報提供をすると共に、毎月の巡回ヒアリングによって支援依頼機会が増加し、経営状況の分析

や事業計画策定に繋げるといった個社支援に役立てることができた。 

 課題としては、四半期毎の分析レポートの提供・活用範囲が会員に限定されたこと。加えて、行政

や関係機関（金融機関等）による統計情報の活用や、情報交換が不十分であった。そのため、管内小

規模事業者への情報内容が限定的となって、様々な角度から経営判断する機会提供ができないでい

た。また、当該レポートを郵送で提供していたため、四半期毎に大きな経費が発生し費用対効果が薄

かった。 

 

（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容    

【事業内容】 

    ア）地域経済動向調査ア）地域経済動向調査ア）地域経済動向調査ア）地域経済動向調査−−−− 京京京京丹後市版− 【改善継続】丹後市版− 【改善継続】丹後市版− 【改善継続】丹後市版− 【改善継続】    
 経営支援員の毎月の巡回ヒアリングを原則とし、前項（1.目標欄）の支援サイクル図の一環として、

管内の小規模事業者の業種別経済動向の把握と、経営状況の分析や事業計画策定に繋げるといった個

社支援に役立てる目的で実施する。 

 調査結果は、引き続き、会報（毎月 23,000 世帯へ新聞折込）、ホームページでの公開を通じて広く

周知すると共に、分析した結果の成果物（分析レポート）についても、ホームページに掲載や、支援

巡回時に配布、各支所の窓口に設置して（外部環境データとして）情報提供を行う。（会員への個別

郵送はしない） 

 

調査頻度 毎月 1回 

調査対象 京丹後市内小規模事業者の業種別（織物業/機械金属業/工業/建設業/商業/観

光業/サービス業）・事業数割合で無作為に抽出した 100社 

調査方法（手段） 経営支援員の巡回によるヒアリングシート記入方式 

調査内容（情報収

集・整理、分析を行

う項目） 

対前年同月比として当該月における 4項目について、結果要因も含めて聞き

取り調査する。 

① 売上、②採算、③資金繰り、④業況 

分析手法（分析した

結果の成果物） 

毎月の結果を独自の調査管理システムによって収集し、法定経営指導員が

DI 値を算出する。また、四半期に 1 回、業種毎に DI 値や結果要因等から

分析したレポート（調査報告書）を作成する。 

 

イ）個社別ニーズ調査等【継続】イ）個社別ニーズ調査等【継続】イ）個社別ニーズ調査等【継続】イ）個社別ニーズ調査等【継続】    
 引き続き、「地域経済動向調査」の付帯調査の一環として、業種・個社レベル・規模などで異なる

課題やニーズ等をより深く踏み込んで把握し、経済動向との相関性の算定資料の１つとすると共に、
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個社毎に沿った事業実現の可能性高まる支援に繋げることを目的として実施する。 

 調査結果については、地域経済動向調査の分析レポートと同様に提供すると共に、経営支援員が支

援現場で有効活用できるような調査項目設定・分析を心がけ、図表による分かり易い結果を提供する。 

 

調査頻度 年 4 回（四半期に 1回） 

調査対象 京丹後市内小規模事業者の業種別（織物業/機械金属業/工業/建設業/商業/

観光業/サービス業）・事業数割合で無作為に抽出した 100 社 

調査方法（手段） 経営支援員の巡回によるヒアリングシート記入方式 

調査内容（情報収

集・整理、分析を行

う項目） 

時事的な経営課題やニーズについて小規模事業者の動向を確認する項目を、

その都度設定する。 

※平成 31 年度は、労働環境調査、人材不足調査、事業承継調査、当該調査

に対しての支援ニーズ調査の予定 

分析手法（分析した

結果の成果物） 

毎月の結果を独自の調査管理システムによって収集し、法定経営指導員がグ

ラフ化などで分析する。分析した結果をもとにレポート（調査報告書）を作

成する。 

 

    ウ）中小企業景況調査【継続】ウ）中小企業景況調査【継続】ウ）中小企業景況調査【継続】ウ）中小企業景況調査【継続】    
 第２期も引き続き、全国商工会連合会が行う調査に協力して管内の 23 社に対して経営支援員が 4

半期毎に巡回し、経営状況や従業員数等についてヒアリングする。 

 

調査頻度 年 4 回（四半期に 1回） 

調査対象 京丹後市内小規模事業者の業種別（織物業/機械金属業商業/工業/建設業/

商業/観光業/サービス業）事業数割合で指定された 23社 

調査方法（手段） 経営支援員の巡回による聴取、回答方式 

調査内容（情報収

集・整理、分析を行

う項目） 

今期（３ヶ月間）の売上額と売上見込額 

今期の状況（売上・仕入・従業員等）と前年同期・前期の比較、来期見通し 

今期及び来期の新規設備投資計画/実施の有無 

直面している経営課題など 

 

 エ）行政や関係機関（金融機関等）の統計情報（エ）行政や関係機関（金融機関等）の統計情報（エ）行政や関係機関（金融機関等）の統計情報（エ）行政や関係機関（金融機関等）の統計情報（RESASRESASRESASRESAS）の活用や情報交換【新規】）の活用や情報交換【新規】）の活用や情報交換【新規】）の活用や情報交換【新規】    
 行政や関係諸機関等に呼びかけ定期会議（情報交換会）を設ける。そこで当会が把握する小規模事

業者の課題を積極的に報告し解決策を探ると共に、当該参加機関が持つ経済動向情報を、当会が持つ

情報とあわせて法定経営指導員や管理職を通じて全経営支援員が共有する目的で実施する。 

 また、より多くの経営支援員が統計情報を効率的に活用できるための内部研修や府内の研修で具体

的な活用事例を学び支援現場に活かす。 

 

開催頻度 年 2回 

参画団体（予定） 京都府（丹後広域振興局）、京丹後市（商工振興課）、京都銀行（峰山支店）、

京都北都信用金庫（峰山中央支店）、日本政策金融公庫（舞鶴支店）、丹後機

械工業協同組合、丹後織物工業組合、京丹後観光公社等 

会議内容 各団体が行った調査結果の報告と今後の見通しについての情報交換 

 

（３）成果の活用（３）成果の活用（３）成果の活用（３）成果の活用    
ⅰ.巡回時における支援依頼機会の創出ツールとして、京丹後市内の小規模事業者及び業界の経済動

向を把握・理解し、経営分析や事業計画策定に繋げると共に、支援時においての資料として活用する。 

ⅱ.各業種及び個社毎に沿った経営課題やニーズ等又はそれらのレベルや実現可能性を含め、より深

く把握し、解決のための面的な事業支援、行政への小規模企業支援施策要望時の根拠資料、個社毎に
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沿った支援に活用する。 

ⅲ.小規模事業者が自らの事業展開エリアの経済動向について理解を深めるために、経営支援員によ

る巡回・窓口相談時に調査・分析結果の提供を行う。 

ⅳ.参画団体が公表する統計調査情報を小規模事業者が多方面から経営事業展開について検討する材

料として経営支援員による巡回・窓口相談時に提供を行うと共に、経営分析時、事業計画策定時に外

部環境データとして活用する。 

 

（４）目標【公表・提供回数】（４）目標【公表・提供回数】（４）目標【公表・提供回数】（４）目標【公表・提供回数】    

 現行 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 

ア）地域経済動向調査 12 回（4回） 12 回（4回） 12 回（4回） 12 回（4回） 12 回（4回） 12 回（4回） 

イ）個社ニーズ調査等 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

ウ）中小企業景況調査 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

エ）行政等の統計情報

の活用や情報交換 
― 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

※ア）の（カッコ内）は分析レポートの公表・提供回数、行政等の統計情報の活用や情報交換については開催回数 

 

 

３３３３....経営状況の分析に関すること経営状況の分析に関すること経営状況の分析に関すること経営状況の分析に関すること    
（１）第（１）第（１）第（１）第 1111 期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容    

【現状】 

 ア）税務申告相談小規模事業者への会計データ管理に伴う経営状況の分析 

 イ）各種補助金及び計画認定に伴う経営状況の分析（創業者含む） 

 ウ）金融相談小規模事業者への経営状況の分析（創業者含む） 

 
経営状況の分析支援については、各担当経営支援員の分析スキルに差異が見られるが、多くの小規

模事業者は会計データを保有していないことも多く、従来からの当会の役割の１つとして、記帳指導

業務があり、以前は会計ソフトによる管理のみで年 3 回程度（確定申告時）だけの業務支援であった

が、近年は当該管理に加えて、経営状況の分析と自計管理を推進すると共に分析結果を提供し、各種

補助金・計画認定等の施策活用、金融支援などのきっかけに繋げてきた。また、事業計画策定支援時

には、事業展開や事業への思いなどをヒアリングし、経営課題や資源・「強み」の掘り起こし材料の

資料として、計画策定への足掛かりをつくっている。 

【実績値】 
①これまでの実績値①これまでの実績値①これまでの実績値①これまでの実績値 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

ア）税務申告相談時の経

営状況の分析数 
309 件 232 件 439 件 400 件 

イ）各種補助金及び計画 

認定に伴う分析数 
183 件 164 件 403 件 395 件 

ウ）金融相談時の経営状

況の分析数 
58 件 49 件 41 件 50 件 

※経営発達支援事業実施状況調査における実績数値は、ア）のみ計上、令和元年度は見込値 

 

【評価】 
②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価    

経営状況の分析支援については、何をもって分析なのかといった価値観の誤差もあれば、経営支援

員の分析能力に差異が生じている。加えて、その分析結果をどう生かし、次の事業ステップに繋げる
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ツールとして、事業提案に伴う施策活用促進や遂行状況の確認等が重要で、分析結果の提示だけにな

らないようにするべきだ。また一方で、事業発展が難しい業種や継続・維持を望んでいる小規模事業

者も少なからずいることから、経営支援員の分析能力を高めながら、その辺も考慮して実施してほし

い。 

【成果と課題】 
 成果としては、地域経済動向調査レポート、支援依頼を受けた小規模事業者への支援、全職員によ

る一斉会員訪問、税務申告相談時等、様々な機会をきっかけに、施策活用と経営改善に伴う経営分析

の普及を図ることができた。また、当会独自で「経営発達支援事業に係る項目ごとの実積件数の統一

見解」を作成し、全職員で共有した上で、経営分析の定義づけを行って分析促進と能力向上奮起を行

い、補助金の採択率が年々向上するなど、一定の成果を上げることができた。 

 課題としては、経営支援員の分析能力差を減少させると共に向上させることは大前提とした上で、

これまで、経営分析の実績報告数値は「税務申告相談小規模事業者への会計データ管理に伴う経営状

況の分析数」（財務分析部分）のみの計上報告していたこと。本来、非財務分析部分も計上すべきで

あったが、事業計画策定支援等時においては当然のこととし、事業計画の策定支援者数に含んで報告

していた。したがって、共有する経営分析の定義の変更と、当会内での実績管理システム改良の検討

が必要。 

 

（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容    

【事業内容】 

    ア）税務申告相談小規模事業者への会計データ管理に伴う経営状況の分析【継続】ア）税務申告相談小規模事業者への会計データ管理に伴う経営状況の分析【継続】ア）税務申告相談小規模事業者への会計データ管理に伴う経営状況の分析【継続】ア）税務申告相談小規模事業者への会計データ管理に伴う経営状況の分析【継続】    
従来から引き続き、巡回・窓口相談を介し、経営分析を行うことの重要性促進と掘り起しを図り、

各種補助金・計画認定等の施策活用、金融支援などのきっかけに繋げ、当該事業計画の策定時の基礎

資料にすることを目的として実施する。主に税務申告相談小規模事業者へは、過去 2～3 年分の売上

高・利益等の比較グラフ化などした収益状況が一目で伝えやすい、理解しやすい簡易的な経営状況分

析を行い提供し、当該事業者の規模・レベルに応じて次の展開支援を行う。 

 

分析項目 【主に財務分析】各担当支援員が其々の個社の事業規模やレベルに応じて分

析項目を設定するが、次のような簡易な項目を想定 

財務分析：売上高増加率/営業利益率/自己資本比率など 

非財務分析：セグメント（経営理念など）/強み/弱み/市場/ドメインなど 

分析手法 各計算式によって算出した分析数値を、前期と比較、ローカルベンチマー

クや、商圏分析ソフトも活用しながら、グラフ化などして理解しやすいカタ

チに工夫する。また、ヒアリングを行って非財務分析の確認・共有化も図る。 

【財務分析】 

・売上高増加率→売上持続性（直近売上高÷前期売上高）-1 

・営業利益率→収益性（営業利益÷直近売上高） 

・自己資本比率→安全性（純資産÷負債・純資産合計）など 

 

    イ）各種補助金及び計画認定に伴う経営状況の分析（創業者含む）【継続】イ）各種補助金及び計画認定に伴う経営状況の分析（創業者含む）【継続】イ）各種補助金及び計画認定に伴う経営状況の分析（創業者含む）【継続】イ）各種補助金及び計画認定に伴う経営状況の分析（創業者含む）【継続】    
上記ア）と同様の目的で実施する。主に各種補助金申請に係る支援時においては、小規模事業者の

事業展開や思いに応じて、下記のような【財務分析】【非財務分析】項目及びフレームを活用して、

必ず何れかの分析の実施を経営支援員に促す。必要に応じて適宜、他の様々な分析項目も取り入れな

がら、理解されやすい方向性を示し、分析結果を小規模事業者と経営支援員で共有すると共に、採択

率アップと説得性が高い事業計画の策定に繋げていく。 

また、計画認定に係る支援時においては、主に「ローカルベンチマーク」を活用した経営分析を中

心に行うが、小規模事業者へ容易に経営分析ができることを伝え、意識づけを行いながら、実現性が

高い事業計画の策定に繋げていく。 
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分析項目 【財務分析と非財務分析を併用】 

各担当経営支援員が其々の個社の事業計画策定に必要な分析項目を設定す

るが、次のような項目を想定 

財務分析：収益性/安全性/効率性/生産性/健全性など 

非財務分析： SWOT 分析/3C 分析/ABC 分析/セグメント（理念・マネジメン

ト・技術・商品）/市場規模/顧客リピート率など 

分析手法 次のような各計算式によって算出した財務分析数値を、前期と比較、ロー

カルベンチマークや、随時商圏分析ソフトも活用しながら、分析を行う。ま

た、非財務分析の分析は、巡回・窓口支援を介しヒアリングを行って分析・

把握・共有する。 

【財務分析】 

・営業運転資本回転期間→効率性 {債権（売掛金＋受取手形）+棚卸資産－

買入債務（買掛金+支払手形）÷（売上高÷12）} 

・労働生産性→生産性 営業利益÷従業員数 

【非財務分析】 

・SWOT 分析→主に強みと機会の把握 

・3C 分析→３つの視点からの客観的な分析で展開（克服案）を模索 

・ABC 分析→重要度（貢献度）が高い商品の把握と管理して展開を模索 

・セグメント→経営課題の整理等見える化を図って KPI 設定 

 

    ウ）金融相談小規模事業者への経営状況の分析（創業者含む）【継続】ウ）金融相談小規模事業者への経営状況の分析（創業者含む）【継続】ウ）金融相談小規模事業者への経営状況の分析（創業者含む）【継続】ウ）金融相談小規模事業者への経営状況の分析（創業者含む）【継続】    
上記ア）と同様の目的で実施する。主に金融に特化した【財務分析】項目で必ず分析を行い、資金

使途に応じて、【非財務分析】項目も取り入れながら、計画性が高い事業計画の策定に繋げていく。 
 

分析項目 【主に財務分析】 

各担当支援員が其々の個社の事業計画策定（金融に関する）に必要な分析項

目を設定するが、次のような項目を想定 

財務分析：売上高/経常利益/損益分岐点/粗利益率 

非財務分析： SWOT 分析/3C 分析など 

分析手法 次のような各計算式によって算出した財務分析数値を、前期と比較しなが

ら、分析を行う。また、非財務分析の分析は、巡回・窓口支援を介し、適宜

ヒアリングを行って分析・把握・共有する。 

【財務分析】 

・損益分岐点→利益の把握 固定費÷｛1―（変動費÷売上高）｝ 

・粗利益率→利益の把握（売上高 － 売上原価）÷売上高×100 

 

    エ）ア）～ウ）の何れにも該当しない経営状況の分析（創業者含む）【継続】エ）ア）～ウ）の何れにも該当しない経営状況の分析（創業者含む）【継続】エ）ア）～ウ）の何れにも該当しない経営状況の分析（創業者含む）【継続】エ）ア）～ウ）の何れにも該当しない経営状況の分析（創業者含む）【継続】    
 これまで実施していたもの、実績値として把握・共有していなかったが、今回新たに、上記ア）と

同様の目的で実施し、経営支援員間で共有を図る。主に事業承継を考えている小規模事業者や、創業

（第二創業）を含む多角化経営等を行う小規模事業者。施策活用はしないが、業務改善や経営の持続

的発展を試みる小規模事業者。その他経営安定や事業再生が必要な小規模事業者を想定し、支援ケー

スに応じて多様な分析項目を設定し、事業計画の策定に繋げる。 

 

（３）成果の活用（３）成果の活用（３）成果の活用（３）成果の活用    
・経営支援員は、担当する小規模事業者の経営状況の分析で得た情報を、当該事業者へ提供（共有）

すると共に、今後展開する事業計画策定の基礎資料として活用する。    
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（４）目標（４）目標（４）目標（４）目標    

 現行 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 

ア）税務申告相談時の経営

状況の分析数 
400 件 400 件 400 件 400 件 400 件 400 件 

イ）各種補助金及び計画認

定に伴う分析数 
395 件 395 件 395 件 395 件 395 件 395 件 

ウ）金融相談時の経営状況

の分析数 
50 件 50 件 50 件 50 件 50 件 50 件 

エ）その他何にも該当しな

い経営状況の分析数 
5 件 5 件 5 件 10 件 10 件 15 件 

合 計 850 件 850 件 850 件 855 件 855 件 860 件 

 

 

４４４４....事業計画策定支援に関すること事業計画策定支援に関すること事業計画策定支援に関すること事業計画策定支援に関すること    
（１）第（１）第（１）第（１）第 1111 期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容    

【現状】 

 ア）各種補助金に係る事業計画の策定支援（創業者含む） 

 イ）経営力向上計画等各種認証制度に係る事業計画の策定支援（創業者含む） 

 ウ）各種金融施策に係る事業計画の策定支援（創業者含む） 

エ）上記の何れにも当てはまらない事業計画の策定支援（創業者含む） 

 
地域の小規模事業者が自社の経営を発展・向上若しくは持続・維持するために、各種補助金、計画

認証、金融施策などを活用して思いや事業（設備投資・商品サービス開発・販路開拓等）を試みる際

に、経営支援員が現状や課題等を把握し、経営状況の分析を行って共有し、実現性が高く根拠付けら

れた説得性のある事業計画を策定/提供することを目的に実施してきた。 

また、小規模事業者が自社の経営を発展・向上若しくは持続・維持するためには、個社に応じた様々

な施策を活用することが実現（達成）への近道だと考え、地域動向調査（個社別ニーズ調査含む）の

巡回を始めとする定期的な巡回・窓口支援時に、施策活用促進も積極的に図ってきた。（前項の支援

サイクル図参照） 

【実績値】 
①これまでの実績値①これまでの実績値①これまでの実績値①これまでの実績値    

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

ア）各種補助金に係る 

事業計画策定件数 
－ 165 件 318 件 310 件 

イ）各種計画認証に係る

事業計画策定件数 
－ 11 件 85 件 85 件 

ウ）各種金融施策に係る

事業計画策定件数 
－ 37 件 41 件 50 件 

エ）その他事業計画策定

件数 
－ － － 5 件 

合 計 299 件 213 件 444 件 450 件 
※令和元年度は見込値 

 

【評価】 
②②②②経営発達支援計画企画検討委員会の評価経営発達支援計画企画検討委員会の評価経営発達支援計画企画検討委員会の評価経営発達支援計画企画検討委員会の評価    

事業計画策定支援については、経営状況の分析と同様に、各経営支援員の何をもって事業計画支援
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なのかといった価値観の誤差（特に事業承継等の計画など）もあれば、経営支援員の支援能力にもバ

ラツキが見られる。しかし、採択率も向上しており一定の成果が窺える。また実績に関しては、全国

及び府内の平均値を大きく上回っており高く評価できる。よって、引き続き、経営支援員の支援能力

を高めながら、継続して行ってほしい。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

各種補助金申請を支援

した事業計画の採択率 
－ 52.7％ 59.8％ 

 

【成果と課題】 

 前項の支援サイクル図の通り、経営支援員による地域経済動向調査（個社別ニーズ調査含む）の巡

回や定期的な巡回・窓口支援により小規模事業者に対して支援依頼機会を創出し、掘り起こしを踏ま

えた多くの事業計画策定件数を上げることができた。（総件数は全国上位：全国商工会連合会【平成

29 年度経営発達支援事業実施状況調査】より） 

（平成 30 年度から、経営支援員間で共有している「経営発達支援事業に係る項目ごとの実積件数の

統一見解」の一部見直しによる実績件数に計上する施策が増加して件数が大幅にアップした。） 

 また、事業計画を策定した小規模事業者の一部から、「方向性が定まって有難い」「やるべきことが

整理できて実現可能性が高まった」等の声があった。 

 課題としては、まだまだ、多くの小規模事業者は日々の業務に追われ、事業展開や施策活用の検討・

模索が後回しになっているのが現状で、特に、従業員が少ない若しくはいない事業者は、施策活用に

必須の申請書作成段階であきらめてしまっている。したがって、当会の支援サイクルを軸に、全職員

で共有しながら、より多くの小規模事業者へ支援依頼の創出と共に事業計画の策定意義を伝えること

が必要である。 

 また、一概に採択率だけで判断するわけではないが、経営支援員によって差が明らかに生じている

ことを踏まえると、引き続き、事業計画の「質」を上げる内部研修（OJT）等も必要である。 

 他にも、平成 29 年度以前は、事業計画の策定件数の実績報告数値に関して、カウントする施策等

を「経営発達支援事業に係る項目ごとの実積件数の統一見解」によって制限（国の施策に限定）をし

ていたため、本来の実績数値が反映されていなかった。 

 

（２）支援に対する考え方（２）支援に対する考え方（２）支援に対する考え方（２）支援に対する考え方    
事業計画を策定する重要性を漠然と理解していながら、時間や手法等がないため、積極的な行動に

移せないでいる多くの小規模事業者に、「相談してみよう」、「挑戦してみよう」といった自社の経営

に関する挑戦意識（意欲）や対応価値を、経営支援員が巡回し、支援依頼機会を提供することで、積

極的な一歩を踏み出す行動を促すことが重要であると考える。 

つまり、小規模事業者自らが実質的な行動や意識変化を待つのではなく、支援機関である我々が出

向き、施策活用した小規模事業者の実際の取り組みや効果（実績）を発信していくなどして、一歩を

踏み出す機会を創出し、経営分析や事業計画の策定に繋げていくことである。 

また、当会では、各種セミナーによる掘り起しより、定期・継続的な巡回による掘り起こしに重点

を置き、事業計画の策定の前段階で必ず分析や調査等を踏まえることが、実現性と「質」の高い事業

計画となると考えている。 

なぜなら、年数回の事業計画策定セミナー等で一時的に小規模事業者の事業計画策定意欲等が向上

しても、後の定期・継続的な支援機会がなければ、結果的に事業計画の策定に至っていないケースが

少なくないからで、参加者にしても、そもそも積極的な事業者若くは同じ顔の事業者のケースがほと

んどで、多くの小規模事業者は、セミナー等にすら参加することに消極的になっていることが、これ

までの経過によって感じられてきたからである。（創業希望者は別） 

 したがって、支援サイクル図を軸として、地域経済動向調査や個社ニーズ調査を巡回ツールとした

定期・継続的な支援依頼機会の創出を図り、施策活用促進と共に事業計画の策定を希望する掘り起こ
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しを行なって、経営分析からの事業計画の策定支援に繋げる取り組みを行うことが重要な支援の１つ

であると考える。そうすることで、当該個社毎の事業規模やレベル・能力に沿った経営分析から事業

計画策定が可能となり、結果的に実質的な行動や意識変化を起こす小規模事業者が増加していくと考

える。（従来から積極的（意欲的）な事業者に対しては引き続き事業計画策定支援を実施すると共に、

ステップアップした事業展開の事業計画の策定に繋げる） 

 また、支援段階で高度専門的な知識等が必要になった場合は、適宜、専門家を派遣して集中的に策

定支援を図り、客観的な立場からの実現性がある事業計画とすることで、策定の重要性と意欲がより

向上していくものと考える。一方、創業希望者に対しては、丹後地域ビジネスサポートセンターと連

携し、毎年、当該センターが実施している創業セミナーを軸に支援先の発掘を図り、実務的な知識と

共に事業計画策定の重要性理解を促していくことも重要であると考える。 

 事業計画策定支援の対象ケースとしては、大きく分けて下記の事業内容ア）～エ）に分類した小規

模事業者に対して、以下の具体的な内容の支援を実施していく。 

 

（３）第２期目の取り組み内容（３）第２期目の取り組み内容（３）第２期目の取り組み内容（３）第２期目の取り組み内容    

【事業内容】 

ア）各種補助金に係る事業計画の策定支ア）各種補助金に係る事業計画の策定支ア）各種補助金に係る事業計画の策定支ア）各種補助金に係る事業計画の策定支援（創業者含む）【継続】援（創業者含む）【継続】援（創業者含む）【継続】援（創業者含む）【継続】    
支援対象 国、京都府、京丹後市等が実施している補助金施策を活用して、経営の持

続的発展を試みる小規模事業者（創業希望者含む） 

手段・手法 巡回ツールなどを利用した定期・継続的な巡回による支援依頼機会の創

出を図ることはもとより、各種補助金施策を会報やホームページ、小規模

事業者の実際の取り組みや効果（成果）の情報をパンフレットと共に発信

する。そして、以前からの当該巡回時によって把握している個社毎の課題

や思いを、事業計画の動機づけとして提案し、経営の分析・需要調査等を

踏まえて、事業計画の策定を行う。 

この際、高度専門的な知識等が必要になった場合は、適宜、専門家を派

遣して集中的に策定支援を図りながら、伴走した支援を行う。 

 

イ）経営力向上計画等各種イ）経営力向上計画等各種イ）経営力向上計画等各種イ）経営力向上計画等各種認証制度に係る事業計画の策定支援（創業者含む）【継続】認証制度に係る事業計画の策定支援（創業者含む）【継続】認証制度に係る事業計画の策定支援（創業者含む）【継続】認証制度に係る事業計画の策定支援（創業者含む）【継続】    
支援対象 経営力の向上を目的として経営革新や自社の強みの明確化等、各種認証制

度を活用して、自社の経営価値を向上させようとする小規模事業者（創業

希望者含む） 

手段・手法 ア）と同様 

 

ウ）各種金融施策に係る事業計画の策定支援（創業者含む）【継続】ウ）各種金融施策に係る事業計画の策定支援（創業者含む）【継続】ウ）各種金融施策に係る事業計画の策定支援（創業者含む）【継続】ウ）各種金融施策に係る事業計画の策定支援（創業者含む）【継続】    
支援対象 日本政策金融公庫の経営改善資金融資を初め、創業資金融資や経営発達支

援融資等、各種金融施策を活用して、資金調達を試みる小規模事業者（創

業希望者含む） 

手段・手法 ア）と同様 

 

エ）ア）～ウ）の何エ）ア）～ウ）の何エ）ア）～ウ）の何エ）ア）～ウ）の何れにも該当しない事業計画の策定支援（創業者含む）【改善継続】れにも該当しない事業計画の策定支援（創業者含む）【改善継続】れにも該当しない事業計画の策定支援（創業者含む）【改善継続】れにも該当しない事業計画の策定支援（創業者含む）【改善継続】    
支援対象 事業承継を考えている小規模事業者や、創業（第二創業）を含む多角化経

営等を行う小規模事業者。施策活用はしないが、業務改善や経営の持続的

発展を試みる小規模事業者。その他経営安定や事業再生が必要な小規模事

業者 

手段・手法 ア）と同様の手段・手法を基本スタンスとするが、併せて、個社毎に支

援ニーズ調査による掘り起こしを充実させながら、京都府事業引き継ぎ支
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援センター、金融機関、丹後地域ビジネスサポートセンター等と連携して

セミナーの開催の他、親族内承継、従業員への委譲、M＆A も視野に入れ

た事業計画の策定を専門家の助言を得ながら実施する。 

 また、経営安定や事業再生のための事業計画策定については、京都府商

工会連合会や京都府中小企業再生支援協議会との連携や支援を仰ぎ迅速

に支援を行う。 

 

（４）目標（４）目標（４）目標（４）目標    

 現行 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 

ア） 各種補助金に係る 

事業計画の策定件数 
310 件 310 件 310 件 310 件 310 件 310 件 

イ）経営力向上計画等各種

認証制度に係る事業

計画の策定件数 

85 件 85 件 85 件 85 件 85 件 85 件 

ウ）各種金融施策に係る事

業計画の策定件数 
50 件 50 件 50 件 50 件 50 件 50 件 

エ）何れにも該当しない事

業計画の策定件数 
5 件 5 件 5 件 10 件 10 件 15 件 

合 計 450 件 450 件 450 件 455 件 455 件 460 件 

 

 

５５５５....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の実施支援に関すること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の実施支援に関すること    
（１）第（１）第（１）第（１）第 1111期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容    

【現状】 

 ア）各種補助金に係る事業計画策定後の実施支援（創業者含む） 

 イ）経営力向上計画等各種認証制度に係る事業計画策定後の実施支援（創業者含む） 

 ウ）各種金融施策に係る事業計画策定後の実施支援（創業者含む） 

エ）上記の何れにも当てはまらない事業計画策定後の実施支援（創業者含む） 
 

■支援先に対し共通して行なった内容 

経営支援員の巡回による事業計画の遂行状況の確認を少なくとも 1 者あたり 3 回/年実施した。具

体的には、当該事業計画の取組状況、経営状態、事業の進捗状況、売上・利益の増加有無等を確認・

ヒアリングすると共に、高度・専門性が高く担当経営支援員が専門家からの客観的視点による支援が

必要と判断したケースなどは、個別対応集中支援に移行し、計画の円滑な遂行に必要なフォローアッ

プを行った。また同時に、事業計画を遂行するにあたって、必要な情報提供と様々な想定外のケース

を克服させることで、計画策定の重要性と計画遂行の意欲奮起を図った。 

他にも経営支援員は、独自に作成したフォローアップシートに記入して、カルテや独自実績管理シ

ステムで全職員共有すると共に、重点的な支援が必要な時期には、電話やメールなども活用して 1

か月に 1 度以上の集中的なフォローアップも実施した。 

■施策種別に対応した個別集中支援 

事業計画を遂行段階で、高度・専門的な課題や問題が発生した小規模事業者や、事業計画の策定段

階で実務的に客観的視点からの支援及び幅広いネットワーク等が必要な小規模事業者を 10 者程度選

定し、実務に強い専門家を全国各地から招請して、当該小規模事業者へ派遣することで、個別集中支

援を行った。そして、支援サイクル図を意識しながら事業計画の軌道修正や新たな需要開拓に繋げた。 

 

【実績値】 
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①これまでの実績値①これまでの実績値①これまでの実績値①これまでの実績値    

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

1.フォローアップ 

実施事業者数 
299 社 213 社 444 社 450 社 

1.のうち、 

売上高増加事業者数 
187 社 122 社 234 社 230 社 

1.のうち 

 粗利益増加事業者数 
174 社 106 社 214 社 200 社 

フォローアップ延べ回数 1,265 回 1,386 回 2,081 回 2,250 回 

フォローアップ訪問頻度

の事業者毎の差別化有無 
有 有 有 有 

※令和元年度は見込値 

 

【評価】 
②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価    

事業計画策定後の実施支援については、各経営支援員の支援能力や回数にバラツキが見られるが、

事業計画を策定し、採択・認証等を受けた小規模事業者は、売上・利益増加事業数からも、概ねしっ

かりとした事業遂行が窺える。また、専門家派遣を実行した全ての事業者に一定の成果や新たな販路

開拓の動きが見られ、高く評価できる。しかし、事業承継の実績数が少なく、今後注力していくべき。

しっかり伴走することで、信頼性も向上することから、引き続き、経営支援員の支援能力を高めなが

ら、継続して行なってほしい。 

【成果と課題】 
前項の支援サイクル図の通り、事業計画の策定とセット支援として一定の動きや仕組みは構築で

き、売上高増加・粗利益増加した事業者数の其々の総件数は共に全国上位（全国商工会連合会【平成

29 年度経営発達支援事業実施状況調査】より）であったが、成果の上がった小規模事業者は全体の

半分程度であった。しかし、個別集中支援を行った全ての小規模事業者は、新たな販路を開拓する等

大きな成果を得ることができた。 

課題としては、各経営支援員の支援能力に差があるものの、有している知識や経験に基づきスキル

を磨きながら伴走支援を心掛けてはいたが、多様化・複雑化する課題や、今直面している課題の解決

を優先し、策定した計画が十分に活かされなかった。 

 

（２）支援に対する考え方（２）支援に対する考え方（２）支援に対する考え方（２）支援に対する考え方    
本支援に対する対象者は、原則、事業計画策定支援と一連のセット支援として、事業計画を策定し

た全ての事業者を対象とする。但し、頻度については、個社毎の事業計画の進捗状況、能力、規模、

レベル等を見極め、経営分析を踏まえながら、各経営支援員が設定する方が効率的だと考える。 

また、個社別集中支援については、主に専門家を活用した支援であるが、選定については、実務に

強い専門家の派遣が効果あることが、これまでの実績からも明らかであり、仕業に拘らず、課題を克

服するためのベストな専門家選定が重要だと考える。 

一方で、当地域に至っては、売上や利益を伸ばすことだけでなく、持続・維持に注力するべき業種

（織物業や小企業など）もあることから、一概に発展・向上だけを考え、無理な設備投資や事業戦略

を策定した場合や、事業計画と進捗状況にズレが生じた場合であっても、無理やり事業遂行を強要し

て、逆に追い詰めることになることも注意しなければならない。また、不採択等になった事業者への

フォローや、次なる施策活用等に向けたアドバイスや提案も重要で、事業者からみれば、不採択等に

なることより、相談相手が離れていくことの方が辛く、最も重視しなければならない信頼性の構築が

崩れてしまう。 

このようなことから、事業計画の策定支援の考え方と同様に、支援サイクル図を軸として、個社毎・

ケース毎に課題や求められる支援策を模索し、実施支援の比重（関わり度合い）を考慮して、支援に
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あたる必要があると考える。 

 

右図は、本支援に関する比重（関わり

度合い）を、個社のレベルを 3段階に分

けて示した図であるが、右へシフトする

にしたがって、支援比重を減少させ、小

規模事業者自らが、考え、行動を起こし、

経営環境の変化や課題への対応力を高め

ていくことが、小規模事業者自らの経営

の持続的発展に繋がるとものと考える。 

 

 

（３）第２期目の取り組み内容（３）第２期目の取り組み内容（３）第２期目の取り組み内容（３）第２期目の取り組み内容    

【事業内容】 

 ア）各種補助金に係る事業計画策定後の実施支援（創業者含む） 

 イ）経営力向上計画等各種認証制度に係る事業計画策定後の実施支援（創業者含む） 

 ウ）各種金融施策に係る事業計画策定後の実施支援（創業者含む） 

エ）上記の何れにも当てはまらない事業計画策定後の実施支援（創業者含む） 
 

■共通して行う支援内容 

上記ア）～エ）に係る事業計画を策定した全ての小規模事業者（創業者含む）に、計画を推進・実

現可能性を向上させるため、巡回訪問及び窓口相談（電話・メール含む）によって、定期・継続的に

フォローアップを行う。その頻度については、個社毎の事業計画の進捗状況、能力、規模、レベル等

を見極め、経営分析を踏まえながら、幅を持たせて各経営支援員が臨機応変に対応する。 

手法・手段は、以前から使用している独自様式のフォローアップシートに記入しながら、経営支援

員と当該小規模事業者が課題や克服策を共有し、当該シート内容をカルテや独自実績管理システムに

入力することで、全職員が共有する。そうして、小規模事業者 1 者に対し、複数の経営支援員が、様々

な視点や角度からフォローアップする体制を整え実施する。場合によっては、適宜課内会議を設け、

直面している課題を共有し、克服策や方向性を統一して、一点突破（支援ベクトルをあわせて）で支

援にあたる。 

■施策種別など個別に対応して行う支援内容 

共通して行う支援に加え、高度・専門性が高く、主に海外展開など、新たな需要に寄与する事業と

いった他の項目事業にも関連し、専門家からの客観的視点による支援が必要と判断したケース（概ね

10 者程度）などは、当該ケースに沿った専門家を仕業に拘らず、全国各地から選定し、個別対応集

中支援を行って、大きな成果に繋げる。※派遣する専門家については、当会独自の人的ネット―ワー

クの他、京都府商工会連合会、ミラサポや中小企業基盤整備機構等と連携して選定する。 

■事業計画と進捗状況とがズレている場合の対処方法 

 ケースバイケースで、一概に正しい選択を定義することは難しいが、支援マニュアルの一環として、

次のように、全経営支援員間で共有して支援にあたる。（※事業計画と進捗状況とがズレており、軌

道修正が必要と判断した場合を想定） 

ⅰ.ズレが生じている原因を探る。 

その原因が、小規模事業者の怠慢なのか、錯誤なのか、事業計画自体に無理があったのかなど、何

が原因でズレているのかを把握する。 

ⅱ.その原因のレベルを測る。 

把握した原因は、期限や内容も含めて克服（対処）可能なものか、またそのレベルは当該事業者、

経営支援員レベルなのか、それ以上なのかを測る。 

ⅲ.克服（対処）策の検討及び確認 
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レベルに応じて克服（対処）策が有意義なもので適格かどうか第 3 者の意見も取り入れ、小規模事

業者と共有しながら検討する。 

ⅳ.克服（対処）策の決定・実行・期限の設置 

決定した克服（対処）策を小規模事業者と確認を密にしながら実行を促す。また、期限を設けてＰ

ＤＣＡを繰り返す。 

    

（４）目標（４）目標（４）目標（４）目標    

 現行 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 

フォローアップ実施事業者数 450 社 450 社 450 社 455 社 455 社 460 社 
上記の内、売上高増加事業者数 250 社 250 社 250 社 252 社 252 社 255 社 
上記の内、粗利益増加事業者数 250 社 250 社 250 社 252 社 252 社 255 社 

フォローアップ延べ回数 2,250 回 2,250 回 2,250 回 2,275 回 2,275 回 2,300 回 

 

 

６６６６....需要動向調査に関すること需要動向調査に関すること需要動向調査に関すること需要動向調査に関すること    
（１）第（１）第（１）第（１）第 1111期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容    

【現状】 

 ア）各種国内展示・商談会においての出展支援と連動した需要動向調査 

 イ）海外展示・商談会の主催実施と連動した需要動向調査 

 

これまで、大小拘わらず各種国内展示商談会の情報提供に伴う出展促進と、希望する小規模事業者

へ出展するための商品分析や（出展）事業計画の策定を重点的に行なってきた。また、京都府商工会

連合会が主催する（ブース出展する）展示商談会（第 1回京都インターナショナル・ギフト・ショー

/京都府内マッチング商談会等）においてのアンケート情報の収集を行なって、参画事業者へ提供し

てきた。 

また、イ）については、新たな需要の開拓に寄与する事業として、当会単独で海外の商談会を企画

実施し、連動するカタチで本調査を実施して参画事業者へアウトプットしてきた。本調査の内容につ

いては、一般的な項目であり実績値としてカウントしてしなかった。 

実績報告数値について、経営の分析数・事業計画策定数実績値・新たな需要の開拓支援者数として

カウントし、本調査にカウントしてこなかった理由は、国が示す当該調査の考え方として、広い概念

での動向調査では需要動向調査とは言い難い（不適切）と解釈されており、また、当会全職員で共有

している「経営発達支援事業に係る項目ごとの実績件数の統一見解」にも、特定商品等に対して主体

的に行った調査で、分析を行ってレポート等で結果を提供した件数をカウントすると定義づけていた

からである。よって、現状は、主に新たな需要の開拓に寄与する事業で実施してきた海外商談会の実

施に連動させた一般的な当該調査と、国内展示会出展に伴う事業計画等の策定支援や簡易的な調査・

提供は実施しているものの、京都府商工会連合会が主体的に行ったアンケート調査結果の情報収集を

そのまま提供するかたちで留まっており、需要動向調査を実施しているとは言えない。 

【課題】 
これまで、本調査においては事業者及び当該業種関連団体任せの部分が多かった。各種展示商談会

は、大小合わせて年に数十回もあり、主に都市部で開催され、1 回の展示商談会あたり、地域の小規

模事業者 5社以上参加するケースも少なくない。そのような中、特定の小規模事業者の特定商品等に

絞り込むことも公平さに欠け、毎回、経営支援員が同行することも難しかった。 

また、第１期目については、経営の分析や事業計画の策定に重きを置いていたことと、新たな需要

の開拓に寄与する事業と連動して調査を実施していたため、実績数値としてカウントをしていなかっ

た。 

今後は、本調査に関する国の考え方が緩和されたこともあり、需要動向調査を実施する展示商談会
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を絞り込んで、地域ブランドの形成や観光地の知名度等の向上に繋がる調査など、結果的に事業者の

商品に対する需要動向調査に資する取り組みを、経営発達支援計画の事業として行なっていく。 

 

（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容    

【事業内容】 

 ア）各種国内展示・商談会においての出展支援と連動した需要動向調査【改善継続】ア）各種国内展示・商談会においての出展支援と連動した需要動向調査【改善継続】ア）各種国内展示・商談会においての出展支援と連動した需要動向調査【改善継続】ア）各種国内展示・商談会においての出展支援と連動した需要動向調査【改善継続】    
調査時期及び対象の展示 

・商談会（予定） 

年度当初に、主に京都府商工会連合会がブース出展等する国内展

示・商談会の開催情報をもとに、参加促進する小規模事業者（参加者）

に加えて需要動向調査を実施する展示・商談会を絞り込み選定する。 

（京都インターナショナル・ギフト・ショー／地方銀行フードセレク

ション／各種マッチング商談会等を想定） 

調査対象者（想定） 選定した国内展示・商談会に来場する一般消費者及び消費者ニーズを

熟知した参画バイヤー等 

調査方法・項目 選定した国内展示・商談会開催情報を小規模事業者へ情報提供と共

に参加促進及び事業計画策定へ繋げ、当該展示商談会に経営支援員が

同行し調査を行う。 

具体的には、展示・商談会に出展申し込みのあった小規模事業者に

対し、商品・サービスに関する情報（例：価格、味、内容量、デザイ

ン、ロット数、ターゲット等）を事前にヒアリングし、調査項目につ

いて、当該事業者と共に検討してアンケート調査票を作成し、実施す

る。また、実施当日には詳細な説明をした上で、売れ筋動向や競合商

品に対する差別化のポイント等をヒアリングする。 

そのような情報・調査結果を踏まえて、後日、経営支援員が分析し、

参加事業者へ調査結果を提供する。 

基本的に当該参加個社の商品等に沿った調査項目を設定するが、場

合によって、参加事業者の全てに共通する項目（例：来場目的、好き

な食物、あったら良いと思う商品等）を設定し、地域ブランドの形成

に寄与する。 

成果（調査結果）の活用 経営支援員は、調査結果を参加事業者へフィードバックすると共

に、新たな展開（商品開発・改良を伴う事業計画策定等）へと繋げる

参考資料として活用する。 

小規模事業者は、一般消費者やバイヤーが自社商品に対する意見

（価格や味・売れ筋の内容量・パッケージ等）と経営支援員から得た

調査結果を踏まえて、商品開発や品質改良等、今後の展開対応（商品

開発・改良のための事業戦略）の参考情報として活用する。 

 

    イ）海外展示・商談会の主催実施と連動イ）海外展示・商談会の主催実施と連動イ）海外展示・商談会の主催実施と連動イ）海外展示・商談会の主催実施と連動した需要動向調査【継続】した需要動向調査【継続】した需要動向調査【継続】した需要動向調査【継続】    
調査時期及び対象の展

示・商談会（実績） 

当会が主体的に実施する海外での展示・商談会 

（平成 30年度：タイ王国 BtoB 商談会、平成 31年度：シンガポール

BtoB 商談会/タイ王国 BtoC 試食マーケティング） 

調査対象者（想定） 海外の日本食飲食店やホテル等、海外バイヤー（ディベロッパー・イ

ンポーター等）、観光エージェント等 

調査方法・項目 基本的にはア）と同様に、当会が企画した海外での展示・商談会に

参画する小規模事業者に対し、事前に FCP シート作成に伴う支援や、

商談成約の可能性を上げる支援を行い、アンケートやヒアリングなど

で需要動向調査を実施する。当然、通訳の手配やアンケート調査票は

英語標記する。 
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調査する項目については、地域ブランドの形成や知名度等の向上に

繋がる項目（例：価格（EXW 等）・味・産地について・輸送条件・MOQ/SPQ

等）といった輸出成約のための項目設定を行う。個別の商談調査につ

いては、個社毎にヒアリングを行い、調査結果を法定経営支援員が分

析するが、その一部を、通訳を有するプロモーターへ委託することも

想定している。 

成果（調査結果）の活用 ア）と同様 

 

ウ）市内展示ウ）市内展示ウ）市内展示ウ）市内展示・商談会の主催実施と連動した需要動向調査【新規】・商談会の主催実施と連動した需要動向調査【新規】・商談会の主催実施と連動した需要動向調査【新規】・商談会の主催実施と連動した需要動向調査【新規】    
調査時期及び対象の展

示・商談会 
当会が主体的に実施する国内での展示・商談会 

調査対象者 来場する地域住民及び観光客、招聘した国内外のバイヤー等 

調査方法・項目 ア）と同様 

成果（調査結果）の活用 ア）と同様に加えて、当会は所有している知的財産権（商標権（※4））

のブランドマネジメント展開（※5）に活用する。 

（※4）当会が所有している若しくは今後出願予定がある商標 

・【こっぺちゃん】/【ちりめんロール】 

（※5）詳細については、次項目 P27「新たな需要の開拓に寄与する

事業に関することに記載」  

 

（３）目標（３）目標（３）目標（３）目標    
 現行 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 

ア）調査対象事業者数 － 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

イ）調査対象事業者数 － 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

ウ）調査対象事業者数 － 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

合  計 － 15 社 15 社 15 社 15 社 15 社 

 

 

７７７７....新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること    
（１）第（１）第（１）第（１）第 1111 期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容    

【現状】 

 ア）市外展示・商談会においての出展支援 
 主に京都府商工会連合会等の他の支援機関が主催する国内の展示・商談会への出展支援として、京

都府商工会連合会がブース出展等する国内展示・商談会の開催情報をもとに、地域の小規模事業者へ

情報提供を行い、参加促進を図った。申し込みがあった小規模事業者へは、出展に伴う商品の食品表

示や知的財産権の出願申請等の支援を中心に行い、特に初めて出展する小規模事業者には、出品商品

の選定、JAN コード申請、会社案内・パンフレットの作成等といった出展に伴う事業展開の事業計画

の策定を重点的に行った。 

 

 イ）海外展示・商談会の主催開催（海外販路開拓支援） 
 海外市場において、京丹後市の豊富な農林水産物（加工品含）や、観光商品（体験プログラム）

を知らしめ、段階的に京丹後産食材・観光コンテンツ等のブランド力向上を図ると共に、新たな流通

システムの構築、需要や販路を開拓する目的で実施した。また、当会が主体的に市内事業者等の従来

から有していた経営資源を広めるチャンスを広げ、新たな販路と取引先の拡大等を可能とする“きっ

かけ（経済活動及び支援機会）”をつくり、経営挑戦意識の高まりを地域業界内に波及させながら、

個社のみならず他業界の異業種とも連携を促進し、地域一体となった販路開拓（食材輸出と観光客の
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受入）に繋げた。 
 

ウ）市内展示・商談会の主催開催（国内販路ブランディング支援） 

地域イベントとして、毎年年 1回開催している「京丹後商工祭」や他の業界イベント等の事業を活

用し、主に小売・サービス業の小規模事業者へ出展を促し、地域住民へのブランド浸透や販売促進を

図った。 

他にも、単発開催であったが、平成 29年度にイ）の準備事業として、国内外からバイヤーを招聘

し、BtoB の商談会を市内で行った。現在は当該事業を踏まえて、海外の商談会開催としてステップ

アップした事業として継続している。 

 

【実績値】 
①①①①これまでの実績値これまでの実績値これまでの実績値これまでの実績値    

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

ア）市外展示・商談会に 

おいての出展支援 

情報提供数 9 回 51 回 39 回 45 回 

出展事業者数（延べ） 5 社 24 社 20 社 25 社 

イ）海外展示・商談会の主

催開催（海外販路開拓

支援） 

参加事業者数（延べ） － 14 社 9 社 18 社 

成約件数（延べ） － － 9 件 10 件 

売上額／社 － － 10～100 万超 10～100 万超 

ウ）市内展示・商談会の 

主催開催（国内販路 

ブランディング支援） 

参加事業者数（延べ） 39 社 40 社 53 社 50 社 

入込客数（延べ） 7,664 人 3,521 人 8,908 人 10,000 人 

※平成 29 年度に実施した国内商談会はイ）欄に計上、※令和元度は見込値 

 

【評価】 
②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価②経営発達支援計画企画検討委員会の評価    

各種展示・商談会においては、なかなか予算的にも自前での開催が難しい中、国や行政の補助金を

活用しながら主体的に開催していることは評価できる。特に、海外での商談会は段階を踏んでステッ

プアップしている。また、大きな成果も出ていて、引き続き行政と連携しながら継続して実施してほ

しい。しかし、全体的に実施するにあたって、しっかりとしたアンケート調査項目の設定による実施

が必要と考える。 

【成果と課題】 
海外市場における展示・商談会の主催開催においては、当会自らが主体的に市内事業者等の従来か

ら有していた経営資源を広めるチャンスを広げ、新たな販路と取引先の拡大等を可能とする“きっか

け（経済活動及び支援機会）”をつくり、経営挑戦意識の高まりを地域業界内に波及させることがで

きた。参加した小規模事業者は、現在に至っても成果を継続しており、定量的に新たな需要の開拓に

寄与することができた。 

課題については、展示・商談会の開催情報の提供と、参加に伴う事業計画の策定支援を重視しがち

であり、十分な需要動向調査やフォロー支援が出来ていなかった。（海外展示・商談会の開催は除く） 

つまり、全てではないが、展示・商談会へ参加することや、開催すること自体が目的となっている

（そう思われる）ケースもあり、経営支援員自らが動き、小規模事業者の新たな販路に寄与する事業

企画等やマネジメントの検討がもっと必要だと考える。 

 

（２）支援に対する考え方（２）支援に対する考え方（２）支援に対する考え方（２）支援に対する考え方    
本支援に対する考え方は、これまでは不十分であった需要動向の調査をセットとした支援の一環と

して捉え、支援サイクル図の１つの要素である。当該支援によって支援依頼機会の創出を図り、経営

状況の分析や事業計画の策定に繋げるといった支援サイクルである。よって、経営状況の分析や事業

計画の策定をした小規模事業者全てが対象になると考える。しかし、販路開拓を必要とする意欲的な
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小規模事業者が支援ターゲットとなるため、業種等である程度限定した（絞り込んだ）事業支援が望

ましいと考えている。また、当該個社レベルで商品・サービスのクオリティや、能力や規模等に差が

ある中、一概に当会が主体的に開催を実施したとしても、実施自体が目的となってしまうため、展示

会等の前後にはしっかりフォロー支援を行うことが大前提である。 

このようなことから、今後も、ア）のような支援も必要であると考え、展示会等の開催情報を提供

し、小規模事業者自らが選択し、挑戦・マーケティングを行って現状を知ってもらうことも支援（支

援依頼の創出）の 1つだと考え実施していく。 

 また一方で、当会自らが主体的に対象小規模事業者の従来から有していた経営資源を広めるチャン

スを広げ、新たな販路と取引先の拡大等を可能とする“きっかけ”をつくり出し、経営挑戦意識の高

まりを地域業界内に波及させながら、個社のみならず他業界の異業種とも連携を促進し、地域一体と

なった販路開拓に繋げていくことも重要だと考えている。 

 したがって、イ）や、ウ）のような展示・商談会の主催開催も必要で、今後も、国や行政の補助金

を活用しながら継続的に実施していく。 

 また、これまで個別に支援を行ってきたが、今後、支援ケースが増加し、経営発達支援計画の事業

として実施していく必要となる事業として、IT ツールを活用した情報発信支援も重要な項目である

と捉えている。例えば、個社のレベルに沿ったホームページ（販促ページ）やメディア・SNS を活用

した宣伝活用等を促す支援である。他にもクラウドファンディング活用や、EC サイトへの掲載を推

進していく支援も必要であり、本支援の一環として捉えて企画実施していく必要があると考える。 

 

（３）第２期目の取り組み内容（３）第２期目の取り組み内容（３）第２期目の取り組み内容（３）第２期目の取り組み内容    

【事業内容】 

    ア）市外展示・商談会においての出展支援【改善継続】ア）市外展示・商談会においての出展支援【改善継続】ア）市外展示・商談会においての出展支援【改善継続】ア）市外展示・商談会においての出展支援【改善継続】    
支援対象者（想定） 経営状況の分析や事業計画を策定した全ての小規模事業者を対象と

するが、中でも販路開拓を必要とし意欲的な小規模事業者（食品に関

する小規模事業者、観光に関する小規模事業者、織物業に関する小規

模事業者、機械金属に関する小規模事業者等） 

事業・支援内容 京都府商工会連合会等の他の支援機関が主催し、ブース出展等する

国内展示・商談会の開催情報を支援対象小規模事業者に提供し、参加

促進を図ると同時に支援依頼機会の創出を図る。 

申し込みがあった小規模事業者へは、事前支援として、当該個社に

沿った出品商品等の販路開拓に伴う事業計画の策定等の他に、食品表

示や知的財産権の出願申請等の支援も行う。 

また、事後支援として、出展後には結果を当該小規模事業者と共有

し、今後の展開を検討する。（商品改良や新たな事業計画の策定に繋

げる） 

改善点 ・これまで主に国内開催の展示会等の開催情報の提供を中心に行って

きたが、京都府やジェトロ等が主催する海外の展示会等も含める。 

・これまで不十分であった需要動向調査もセット支援とする。 

・予め選定した展示会等に経営支援員が同行し、参加小規模事業者と

共にアンケート調査やヒアリングを実施し、後日、調査結果を分析

し提供する。 

 

    イ）海外展示・商談会の主催開催（海外販路開拓支援）【継続】イ）海外展示・商談会の主催開催（海外販路開拓支援）【継続】イ）海外展示・商談会の主催開催（海外販路開拓支援）【継続】イ）海外展示・商談会の主催開催（海外販路開拓支援）【継続】    
支援対象者（想定） 経営状況の分析や事業計画を策定した全ての小規模事業者を対象と

するが、中でも海外市場においての販路開拓に意欲的な小規模事業者

（食品に関する小規模事業者、観光に関する小規模事業者、織物業に

関する小規模事業者、機械金属に関する小規模事業者等） 
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事業・支援内容 海外市場において当会自らが主体的に対象小規模事業者の従来か

ら有していた経営資源を広めるチャンスを広げ、新たな販路と取引先

の拡大等を可能とする“きっかけ”をつくり出し、経営挑戦意識の高

まりを地域業界内に波及させながら、個社のみならず他業界の異業種

とも連携を促進し、地域一体となった販路開拓に繋げていくことを目

的に、国や行政等と連携しながら補助金等を活用して、展示・商談会

を企画実施する。 

具体的な内容については、前年度の成果実績を踏まえながら、法定

経営指導員が年度当初に企画・交渉調整し、独自・実現性が高い事業

内容とする。 

商談形態は BtoB、BtoC、BtoBtoC、OtoO（※6）を想定し、京丹後

市、関連団体、専門家等の意見を踏まえながら企画する。 

開催国については、これまで集中実施してきたタイ王国かシンガポ

ールを想定する。 

参画する小規模事業者（10 社程度を想定）へは、事前支援として、

当該個社に沿った海外販路開拓に伴う事業計画の策定等の他に、プレ

ゼンや商談成約の可能性を高めるセミナーや FCP シートの作成支援

等を行う。 

事後支援としては、需要動向調査の結果をもとに、成果を当該小規

模事業者と共有し、商談相手へのアプローチ支援や商談成約に向けた

実効性ある支援を行う。（輸出サポート・インバウンドに伴う商品・

サービス開発・改良や新たな事業計画の策定に繋げる） 

懸念点 各前年度の成果実績を踏まえながら、同じ国に対して概ね 3～5 年

は継続的に集中開催していきたいと考えるが、当会自前での予算確保

は難しく、国や行政の補助金等に頼らざるを得ないため、数百万円規

模の予算が毎年度確保できるかどうかが懸念される。そのため、前年

度の成果実績を踏まえ分析し、仮説を基に効果が高い事業企画と、そ

れを実現できる海外ネットワークが必要不可欠であり、予算確保のた

めの企画・調整交渉を担う法定経営指導員の能力向上も必須である。 

（※6）OtoO オンライン・オフライン：海外の ECサイトに掲載し販路開拓を試みる手段（オンライ 

ン）により実店舗等（オフライン）の購買行動等に影響を与えること。 

 

ウ）市内展示・商談会の主催開催（国内販路ブランディング支援）【新規・改善継続】ウ）市内展示・商談会の主催開催（国内販路ブランディング支援）【新規・改善継続】ウ）市内展示・商談会の主催開催（国内販路ブランディング支援）【新規・改善継続】ウ）市内展示・商談会の主催開催（国内販路ブランディング支援）【新規・改善継続】    
支援対象者（想定） 経営状況の分析や事業計画を策定した全ての小規模事業者を対象と

するが、中でも当市に訪れる観光客（外国人含む）等をターゲットに

対する販路開拓に意欲的な小規模事業者（食品に関する小規模事業

者、観光に関する小規模事業者、織物業に関する小規模事業者、機械

金属に関する小規模事業者等） 

事業・支援内容 ①既存イベントを活用した販路開拓ブランディング事業（BtoC） 

地域イベントとして、毎年開催している「京丹後商工祭」や他の業

界イベント等の事業に、支援対象小規模事業者の出展を促し、新たな

需要の開拓を支援する。 

②知的財産権を活用したブランディング展開事業（BtoC）（※5）P24 

 当地域は前述にもあるように、織物産地として有名で、その反物の

形体はロール菓子と酷似している。また、来年度が丹後ちりめん創業

300 年となる。そのため、京丹後市では様々なイベントを企画してお

り、当会としてもこの機に、知的財産権を活用したブランディング展
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開を仕掛ける。 

 具体的な内容については、現在、当会が有する商標権「ちりめんロ

ール」を活用し、希望する地域の菓子製造小売業等に付与し、当市を

訪れる観光客（外国人含む）等をターゲットに、当該事業者の既存ロ

ール菓子の商品名として当該店舗で販売することで、新たな需要の開

拓及び地域一体となったブランディング展開を図る。 

 また、①の際に特設ブースを設置し、参画した菓子類製造小売業を

優先的に出展し、需要動向調査と共に新たな需要の開拓を支援する。 

【参考】「京丹後商工祭」は毎年1回10月末に二日間に渡って開催し、

市内外から延べ約 10,000 人が来場する恒例イベントである。 

改善点 ・これまで、イベントを開催することが目的となり参加小規模事業者

への新たな販路開拓等に寄与する効果が薄かったが、需要動向調査

等を付加した事前後の支援を実施することで、効果の期待できる事

業へと改善する。 

・これまで、当会が知的財産権を所有するも、十分に生かしていなか

ったことを踏まえ、当会が主体的に「強み」を活用したブランド力

向上事業として実施する。 

 

エ）エ）エ）エ）ITITITITツールを活用した販路拡大支援【新規】ツールを活用した販路拡大支援【新規】ツールを活用した販路拡大支援【新規】ツールを活用した販路拡大支援【新規】    

支援対象者（想定） 経営状況の分析や事業計画を策定した全ての小規模事業者を対象と

するが、中でも IT等を活用した販路開拓に意欲的な小規模事業者（食

品に関する小規模事業者、観光に関する小規模事業者、織物業に関す

る小規模事業者、機械金属に関する小規模事業者等） 

事業・支援内容 全国的に今後、ネットによる売上比率の増加が見込まれ、都市部か

ら離れている当市にとっては以前にも増して重要な支援と位置付け、

経営発達支援計画事業の一環として新たな需要の開拓を支援する。 

 具体的な内容としては、丹後地域ビジネスサポートセンターと連携

して、ホームページやソーシャルメディア等の IT を活用した宣伝を

はじめ、メディアを活用した販路開拓の取り組みを学ぶセミナー開催

や個別に対応した専門家派遣による支援を行う。 

 また、上記と同様に今後、利用急増が見込まれるクラウドファンデ

ィングや EC サイトへの掲載推進についても、セミナー開催やその後

の導入に向けて専門家派遣等を活用した実効性のある支援を行う。 

 

（（（（４）目標４）目標４）目標４）目標    

 現行 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 

ア）市外展示商談 

会の出展支援 

情報提供数 45 回 45 回 45 回 45 回 45 回 45 回 

支援事業者数 25 社 25 社 25 社 25 社 25 社 25 社 

イ）海外展示商談 

会の主催開催 

参加事業者数 18 社 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

成約件数/社 1 件 1 件 1 件 2 件 2 件 2 件 
売上増加率/社 10～20％ 10～20％ 10～20％ 20～40％ 20～40％ 20～40％ 

ウ）市内展示商談 

会の主催開催 

参加事業者数 50 社 50 社 50 社 50 社 50 社 50 社 

売上増加率/社 － 2～5％ 2～5％ 5～10％ 5～10％ 5～10％ 

エ）IT ツールを活 

用した販路拡 

大支援 

支援事業者数 － 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

売上増加率/社 － 5～10％ 5～10％ 5～10％ 5～10％ 5～10％ 

※イ）参加事業者数目標が現行より減少しているのは、令和元年度の開催回数が 2回であり、1回想定で目標数値を設定したため。 
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ⅡⅡⅡⅡ．地域経済の活性化に資する取組．地域経済の活性化に資する取組．地域経済の活性化に資する取組．地域経済の活性化に資する取組    

８８８８....地域経済の活性化に資する取組に関すること地域経済の活性化に資する取組に関すること地域経済の活性化に資する取組に関すること地域経済の活性化に資する取組に関すること    
（１）第（１）第（１）第（１）第 1111 期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容 

【事業内容の現状と課題】 

 ア）地域経済の活性化に資する各種事業（イベント含む）協議会等の事務局を担う 
京丹後市をはじめ、京都府や丹後広域での地域活性化に資する各種協議会の事務局を担い、定期的

な会合を開催し今後の地域活性化の方向性を共有した。また、地域の商業団体等の委託を受け、当該

分野の観点から地域の活性化を図った。 主な会議（協議会名）と委託団体は以下の通り。 

 

【協議会名（年間の会議等開催回数）】 

・丹後地方商工団体連絡協議会（1回）     【意欲ある部会事業推進助成金事例集】 

・京丹後市地域雇用促進協議会（5回） 

・丹後地域ビジネスサポートセンター（23回） 

 

【委託団体名（年間の会議等開催回数）】 

・京丹後エムズカード会（12回） 

・久美浜町スタンプ振興組合（14回） 

 

【イベント名（年間の会議等開催回数）】 

・京丹後商工祭（5回） 

・京丹後ちりめん祭実行委員会（5回） 

・ちりめん始祖森田翁慰霊祭（3 回） 

・錦織米市翁顕彰祭（3回） 

 

 イ）地域経済の活性化に資する独自の面的支援事業 
当会には業種毎に 7つの部会があるが、その活性化のため「意欲ある部会事業推進助成金」という

独自の補助金制度を設け、個社支援だけでは乗り越えられない業界共通の課題克服や、異業種を含む

事業者団体・組合等の意欲的な取り組みを支援してきた。 

その結果、協働した販路開拓の取り組みが生まれ、業界の枠を超えた新たなビジネスの可能性が模

索されるなど、地域経済の活性化に寄与した。また、そこから個社ベースの事業計画の策定支援や、

策定後の実施支援に結び付けた。 

 

 

（（（（２）第２期目の取り組み内容２）第２期目の取り組み内容２）第２期目の取り組み内容２）第２期目の取り組み内容    

【事業内容】 

    ア）地域経済の活性化に資する各種事業ア）地域経済の活性化に資する各種事業ア）地域経済の活性化に資する各種事業ア）地域経済の活性化に資する各種事業((((イベント含イベント含イベント含イベント含むむむむ))))協議会等の事務局を担う【継続】協議会等の事務局を担う【継続】協議会等の事務局を担う【継続】協議会等の事務局を担う【継続】    
 第 1期目と同様、京丹後市、京都府や丹後広域での地域活性化に資する各種協議会の事務局を担い、

定期的な会合を開催すると共に、地域経済活性化の方向性を共有する。 

 

    イ）地域経済の活性化に資する独自の面的支援事業【継続】イ）地域経済の活性化に資する独自の面的支援事業【継続】イ）地域経済の活性化に資する独自の面的支援事業【継続】イ）地域経済の活性化に資する独自の面的支援事業【継続】    
第 1 期目と同様、地域経済の活性化に寄与する独自の面的支援事業を実施し、小規模事業者の積極

的な事業活動の促進を図る。またそれらを個社ベースの支援に繋げていく。 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取組Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取組Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取組Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取組    

９９９９....他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他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他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他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）第（１）第（１）第（１）第 1111 期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容    

【事業内容の現状と課題】 
京都府内の支援機関等との連携・情報交換はもとより、各分野における支援ノウハウや需要動向等

について把握を図った。しかし、当会内での情報共有に課題が残り支援に十分に活かせていないこと

が課題である。 

 

（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容    

【事業内容】 
 第 1期目に引き続き、他の支援機関との連携を通じたノウハウ等の情報交換を行い、当管轄地域の

小規模事業者支援のための必要な最新経済動向等を把握すると共に、参加者相互の支援ノウハウを交

換することで、支援力向上に努める。また、担当分野以外の職員にも参加を促し、得た情報等は会内

で共有強化を図る。ターゲット分野別の主な出席等する会議、情報交換先、頻度、方法は以下の通り。 

分野 出席等会議名 情報交換先 
頻度 

（年間） 
方法 

全体 

京都府中小企業応

援隊全体会議（地

域連絡会議含） 

京都府、商工会、商工会

議所、中小企業団体中央

会、京都産業 21 等 

5 回 

主に参加者の経営支援能力の向

上を目的に出席する。異なった

地域の中小企業支援機関の観点

から、支援ノウハウや需要動向

等の情報収集を行い、共有化を

図る。 

全体 

京丹後市総合計画

審議会（分科会含） 

京丹後市、市内の各関連

諸機関等 4 回 

織物 

丹後ちりめん創業

300 年事業実行委

員会 

2 市 2 町の行政・1 市 2

町の商工会、宮津商工会

議所、その他関連団体等 

1 回 

主に参加者の特定分野における

支援能力の向上を目的に出席す

る。当地域における各産業別の

特有のノウハウや、需要動向等

の情報を得ことで、支援対象個

社に沿った支援が可能となり、

問題解決の糸口を見出す狙い。 

また、各情報交換先の支援の方

向性も確認でき、他の機関と連

携した動きも模索できる。 

尚、得た情報は共有化を図る。 

観光 

海の京都観光推進

協議会 

京都府、海の京都 DMO、

京丹後市、1 市 2 町の商

工会、宮津商工会議所等 

3 回 

農業 

丹後地域農業応援

隊連絡調整会議 

2 市 2 町の行政・1 市 2

町の商工会、宮津商工会

議所、その他関連団体等 3 回 

金融 

マル経協議会（京

丹後市中小企業金

融懇談会含） 

京都府、京丹後市、各金

融機関、保証協会、2 市 2

町の各経済団体 2 回 

主に、金融施策について支援能

力の向上を目的に参加する。地

域の金融情報の交換や状況を把

握した上で、共有化を図り支援

能力の向上を図る。 

 

    

１０１０１０１０....経営指導員等の資質向上等に関すること経営指導員等の資質向上等に関すること経営指導員等の資質向上等に関すること経営指導員等の資質向上等に関すること    
（１）第（１）第（１）第（１）第 1111 期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容    

【事業内容の現状と課題】 

 ア）経営支援員研修への参加 
 上部団体等が主催する研修へ参加し、府内の他組織（商工会・商工会議所）の経営支援員とグルー

プ討論や支援活動についての情報交換を促した。当該研修については、府内の全経営支援員は、京都
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府の規定により、年間 20 時間以上受講することが義務付けられていることから、意識的に義務化と

なりつつあり、また、各個人による受講選択が中心で、支援力向上には一定の成果が見込めるも、資

質に偏りも生じている。 

 

イ）広域的な職員間の定期ミーティング及び OJT の実施 
 丹後地域ビジネスサポートセンターを中心に、各参画機関から１名参加し、定期ミーティング及び

OJT（月 2 回、年間 24 回）を実施。手法については、当会の経営支援員が取りまとめ役となり、各参

画支援機関の案件を持ち寄って、様々な観点から議論・討論（情報交換）することで支援能力の向上

を図ってきた。 

 課題としては、各参画支援機関から参加する経営支援員（OJT 対象者）の基準が曖昧な上、内容も

マンネリ化しつつあり、毎回持ち寄る案件探しに億劫になっている。また、OJT の成果が見えにくく、

限定的であった。 

 

ウ）人事評価に伴う定期 2 者面談と内部研修事業 
全職員と事務局長の間で、毎年 2回の定期的面談を実施し、年度当初（1回目）は、主に職員各自

が設定した年間目標についての面談、年度末（2 回目）は、その結果・検証と、今後の方向性につい

て面談を行って、各職員のモチベーションアップと支援の方向性の共有を図った。 

また、内部研修については、概ね年 1 回のペースで、支援主流に応じたテーマを設定し、当該支援

の即効性ある支援行動を促した。 

【実績】テーマ：平成 28年度：「中小企業再生支援協議会の活用について」 

平成 29 年度：「経営力向上計画を活用した支援手法」 

平成 30 年度：「商圏レポート MieNa（ミーナ）の支援活用法」 

 

エ）グループウェア等を活用したデータベース化 
 各担当経営支援員等がグループウェア（基幹システム）上にデータ入力を適時・適切に行い、支援

中の小規模事業者の状況等を職員全員が相互共有を図り、担当外の職員でも一定のレベル以上の対応

ができる環境を整理した。 

 

（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容    

【事業内容】 

    ア）経営ア）経営ア）経営ア）経営支援支援支援支援員研修への参加【改善継続】員研修への参加【改善継続】員研修への参加【改善継続】員研修への参加【改善継続】    
 第 1期の事業内容と同様に実施するが、上席管理職（事務局長・経営支援課長）が、其々の全職員

の将来像に沿った支援分野を見極め選定し、その支援力向上に必要な分野を中心に一部指定受講をさ

せる。 

 そうして、1 人ひとりの職員に対し、組織が描く未来像（方向性や職員配置等）に必要な分野の支

援力の向上を計画的に図り、組織全体としての支援能力向上に繋げる。 

 

イ）広域的な職員間の定期ミーティング及びイ）広域的な職員間の定期ミーティング及びイ）広域的な職員間の定期ミーティング及びイ）広域的な職員間の定期ミーティング及び OJTOJTOJTOJT の実施【廃止】の実施【廃止】の実施【廃止】の実施【廃止】    
丹後地域ビジネスサポートセンターの連携位置づけとして、前項欄（1.目標（６）⑤）に記載した

が、「創業・事業承継支援」を重視した広域的な支援体制を整えるため、当該取り組みでの OJT は廃

止し、次のイ改）に引き継ぎ、効果的な OJT を実施していく。 

 

イ改）客観的に実績がある経営支援員によるイ改）客観的に実績がある経営支援員によるイ改）客観的に実績がある経営支援員によるイ改）客観的に実績がある経営支援員による OJTOJTOJTOJT の実施【新規】の実施【新規】の実施【新規】の実施【新規】    
資質向上-1 及び 2表は、当会経営支援員における「補助金活用に伴う事業計画の策定件数（2 種類）」

過去 3年間の年間平均件数と採択率の上位 2者を其々の施策毎に示した表である。 

経営支援に求められる能力として様々な力が必要あり、一概に実績数値だけで判断するわけではな
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いが、客観的なデータ指標として、件数上位者には案件発掘能力（コミュニケーション・会話・提案

力等）が優れ、一方採択率上位者は、事業計画策定支援能力（分析・マネジメント・表現力・課題解

決力等）が高いと判断でき、OJT 実施者として選定する。 

 

資質向上-1【補助金申請件数上位 2者】    資質向上-2【補助金採択率上位 2 者】 

支援員名 
年間平均申請件数 

 支援員名 
年間平均採択数(カッコ内は率) 

ものづくり補助金 持続化補助金 
 

ものづくり補助金 持続化補助金 

Ａ 3.0  7.5  
 

Ａ 2.3（76.6％) 7.3（97.3％) 

Ｂ 2.7  4.8  
 

Ｂ 1.3（48.1％) 4.0（83.3％) 
 

その上で、事業計画の策定分野に特化して、下位者及びやる気のある経営支援員（OJT 対象者）に

対し、OJT を実施する。 

手法は、組織の上席管理職から年度当初に当該 OJT 実施者を公表すると共に、対象者の選定を行っ

た上で、小規模事業者が当該補助金活用時に OJT 実施者が同行するなどして、現場と社内で対象者を

サポートしながら、実践的な支援力向上を図ることで、個人に帰属しがちな支援ノウハウを組織全体

の支援力の向上に波及させる。 

尚、具体的な目標は以下の通り。 

 現行 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 

当該補助金に伴う年間平均

事業計画策定の支援件数 
4.2件/人 4.5件/人 5.0/人 5.5件/人 6.0件/人 6.5件/人 

当該補助金に伴う事業計画

策定支援した計画の採択率 
66.6％ 66.8％ 70.0％ 70.3％ 70.6％ 80.0％ 

 

【参考】 

当会では 4年前から独自システムで職員の実績調査を行って、様々な支援分野における評価の指標

の 1 つとしてきた。資質向上-1 及び 2表は、主に国に対して申請する補助金（ものづくり補助金/持

続化補助金）に伴う事業計画の策定件数の各職員別 4 カ年実績集計から算出したデータである。 

尚、A 及び B の経営支援員の氏名については、本計画書内では公表しないが、OJT 実施者として他の

実績がある経営支援員を選定した OJT プロジェクト組織の中心メンバーとして実施にあたる。 

 

ウ）人事評価に伴う定期ウ）人事評価に伴う定期ウ）人事評価に伴う定期ウ）人事評価に伴う定期 2222 者面談と内部研修事業【継続】者面談と内部研修事業【継続】者面談と内部研修事業【継続】者面談と内部研修事業【継続】    
第 1 期の事業内容と同様に実施するが、内部研修事業の内容に、イ改）の成果報告等のテーマで、

研修機会設け、共有化を図り、経営支援員のみならず、一般職員も含めた支援能力の向上に繋げる。 

 

エ）グループウェア等を活用したデータベース化【継続】エ）グループウェア等を活用したデータベース化【継続】エ）グループウェア等を活用したデータベース化【継続】エ）グループウェア等を活用したデータベース化【継続】    
 引き続き、第 1期の事業内容と同様に実施し、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。 

 

 

１１１１１１１１....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）第（１）第（１）第（１）第 1111 期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容期目の取り組み内容    

【事業内容の現状と課題】 

 ア）企画検討委員会の設置 
経営発達支援計画の推進のために、計画性の検討及び評価・見直しを行うことを目的として設置。

メンバーは、各部会の正副部会長を中心とする会員企業７名（織物業/機械金属業/工業/建設業/商業

/観光業/サービス業）を委員として委嘱し、京都府丹後広域振興局商工労働観光室長、京丹後市商工
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観光部長、京都府商工会連合会経営支援部長、事務局 3名（上席管理職 2名と担当経営支援員 1 名）

の合計 13 名で構成。開催頻度は、年度当初と年度末の年 2 回開催し、経営発達支援事業の進捗状況

等について評価を行った。（各項目の評価内容については、別途該当項目に抜粋して記載） 

当該委員会の評価結果は、全職員に通達すると共に常に閲覧可能な状態とし、事業実施方針に反映

させてきた。しかし、ホームページに掲載等といった地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態にす

ることが出来ておらず、全委員に共通して、組織の将来を見据えた方向性を決定づける重要度の高い

計画である認識が低かった。 

 

（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容（２）第２期目の取り組み内容    

【事業内容】 

    ア）企画検討委員会の設置【改善継続】ア）企画検討委員会の設置【改善継続】ア）企画検討委員会の設置【改善継続】ア）企画検討委員会の設置【改善継続】    
 第１期目と同様に設置し、経営発達支援計画の推進のために、事業計画の検討及び評価・見直しを

図るが、委員会の位置づけを当会の理事会と併設した会として位置付け、全理事（役員）にフィード

バックした上で、当該計画の重要性を役職員全てと共有を図ると共に、事業実施方針・企画に反映さ

せる。 

 また、メンバーについては、第１期目のメンバーに、地域事情に精通した専門家（外部有識者）及

び法定経営指導員を加えた（京丹後市については、本計画に携わった担当者へ変更）構成とする。 
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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（１）実施体制（１）実施体制（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商工会の組織体制①商工会の組織体制①商工会の組織体制①商工会の組織体制    

【役員体制】    【職員（事務局）体制】    【本支所体制】   【課体制】 

 ■会 長： 1 名  ■事務局長兼振興課長：1名  ■本所：1 拠点  ■経営支援課：20 名 

 ■副会長： 2 名  ■経営支援課長：   1 名  ■支所：5 拠点  ■振興課：   6 名 

 ■理 事：30 名  ■経営支援課係長：  1 名 

 ■監 事： 2 名  ■振興課係長：      2 名 

■法定経営指導員：  1 名（候補者） 

■経営支援員：    20 名（経営支援課長/両課係長/法定経営指導員候補者含む合計） 

■一般職員：        5 名 

  

②商工会及び京丹後市の経営発達支援事業の実施体制②商工会及び京丹後市の経営発達支援事業の実施体制②商工会及び京丹後市の経営発達支援事業の実施体制②商工会及び京丹後市の経営発達支援事業の実施体制    

事務局長

本所 振興課
振興課係長2名

女性部+委託団体

一般職員 3名

本所 経営支援課
経営支援員8名

7部会+青年部

大宮支所
経営支援員2名

網野支所
経営支援課係長

経営支援員2名

一般職員1名

久美浜支所
経営支援員1名

一般職員1名

弥栄支所
経営支援員1名

（本所兼務）

火・金のみ開所

丹後支所
経営支援員2名

部会（業界）からアプローチ

地域からアプローチ

委託団体等からアプローチ

経営支援課長

企画・政策
法定経営指導員1名

経営支援員1名（支援課兼務）

一般職員1名（振興課兼務）

発達支援計画推進室

商工係 4名
企業・雇用対策係 4名
絹業係 3名
観光戦略係 3名
観光まちづくり係 3名

商工振興課

観光振興課

京丹後市商工観光部

振興課長

 
    ⅰ．商工会の実施体制ⅰ．商工会の実施体制ⅰ．商工会の実施体制ⅰ．商工会の実施体制    

・事務局長：事業統括責任者 

・経営支援課長：事業統括補佐、事業の立案/実施/進捗管理/事業評価（企画検討委員会の開催）。 
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・経営支援課係長：各種補助金制度の取りまとめ、巡回指導進捗管理、経営支援課長の補佐。

・法定経営指導員：経営発達支援事業の立案・実施。事業実施にかかる指導及び助言、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提供を行う。また、経営支援員が巡回、収

集した地域経済動向調査、需要動向調査結果を分析し、事業改善に役立つレポートを作成/提供する。 

・経営支援員：本所経営支援課の経営支援員は業界（部会）から、振興課は委託団体等からのアプロ

ーチ、支所の経営支援員は、各支所地域を中心に地域経済動向調査、需要動向調査、小規模事業者の

経営状況の分析、事業計画の策定、実施支援、販路開拓支援等の事業を実施する。

尚、京丹後市との共同事業については、法定経営指導員を筆頭に本所の経営支援員を中心とした 

事業毎のプロジェクトチームを立ち上げ実施することし、発達支援計画推進室「企画・政策」新設後

は、本推進室を中心としたプロジェクトチームにより実施していく。 

・一般職員：経営支援員を補佐する。

ⅱ．京丹後市商工観光部の実施体制ⅱ．京丹後市商工観光部の実施体制ⅱ．京丹後市商工観光部の実施体制ⅱ．京丹後市商工観光部の実施体制    

 商工振興課 11 名、観光振興課 6 名の実施体制。共同事業の実施に際しては、当会の担当指導課で

ある商工振興課商工係を中心に関係する係と共に力を合わせ、事業を実施していく。 

ⅲⅲⅲⅲ....共同事業の検討体制共同事業の検討体制共同事業の検討体制共同事業の検討体制    

 京丹後市からは、商工振興課長又は観光振興課長、担当係長、当会からは、事務局長、経営支援課

長及び法定経営指導員で参集し場を設け、事業を実施するために必要な検討を行う。 

（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（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（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（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導員による情報の提供及び助言に係る実施体制導員による情報の提供及び助言に係る実施体制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（候補者）の氏名、連絡先①当該経営指導員（候補者）の氏名、連絡先①当該経営指導員（候補者）の氏名、連絡先①当該経営指導員（候補者）の氏名、連絡先

■氏 名：田中 勝茂（たなか かつしげ）

■連絡先：京丹後市商工会 経営支援課

〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷 836-1

TEL：0772-62-0342 FAX：0772-62-3553 e-mail：kt-tanaka@kyoto-fsci.or.jp

②当該経営指導員による情報②当該経営指導員による情報②当該経営指導員による情報②当該経営指導員による情報の提供及び助言の提供及び助言の提供及び助言の提供及び助言

経営発達支援事業の立案・事業の実施、事業実施にかかる指導及び助言、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提供等を行う。 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先（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①商工会／商工会議所①商工会／商工会議所①商工会／商工会議所

〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷 836-1

京丹後市商工会 経営支援課

TEL：0772-62-0342 FAX：0772-62-3553 e-mail：kyotango-sci@kyoto-fsci.or.jp

②関係市町村②関係市町村②関係市町村②関係市町村

〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野 385 番地の 1

京丹後市 商工観光部商工振興課

TEL：0772-69-0440 FAX：0772- 72-2030 e-mail：shokoshinko@city.kyotango.lg.jp
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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 181,860 182,100 182,340 182,580 182,820 

人件費 

海外展示会/商

談会開催費 

専門家派遣謝

金/旅費 

ソフトウェア

導入費

通信運搬費 

印刷製本費 

広報費 

職員研修講師

謝金/旅費 

企画検討委員

会/情報交換会

開催費 

171,400 

8,000 

800 

370 

560 

110 

320 

200 

100 

171,640 

8,000 

800 

370 

560 

110 

320 

200 

100 

171,880 

8,000 

800 

370 

560 

110 

320 

200 

100 

172,120 

8,000 

800 

370 

560 

110 

320 

200 

100 

172,360 

8,000 

800 

370 

560 

110 

320 

200 

100 

（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 

①「京都府小規模事業経営支援事業補助金」→京都府より直接交付

②「京丹後市小規模事業経営支援事業費」→京丹後市より直接交付

③「伴走型小規模事業者支援推進事業補助金」→全国商工会連合会より交付（精算払い）

④「会費収入」→会員事業所より年２回の口座振替等にて調達

⑤「特別賦課金」海外展示会/商談会事業に係る旅費一部負担等→参加者より金融機関振込にて調達

⑥ 活用可能な上記以外の国/京都府/京丹後市、連合会等の補助金→直接交付（精算払い）

※令和元年度は全国商工会連合会「共同・協業販路開拓支援事業費」を活用

（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。 








