
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

猪名川町商工会（法人番号 1140005018089） 

猪名川町   （地方公共団体コード 283011） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

猪名川町商工会は地域の総合経済団体として、『小規模事業者の持続的な経営発

展・堅実な事業経営』のほか、『新規創業の促進』等を含む『事業者に対する各

種支援』の強化とともに、町が掲げる【総合計画】や【創業支援実施計画】にお

ける商工会が担うべき役割部分について町や各関係機関等と連携していきます。

商工会の『経営支援能力』を一層高め、小規模事業者の持続的発展を図るために、

以下の目標を推進していきます。 

（１）小規模事業者の事業継続に繋がる事業の展開 

（２）創業・起業の支援の展開 

（３）猪名川町観光協会と連携した地域資源を活かした事業展開 

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 

  商工会が行う調査活動で得た経営情報等を収集・分析・整理し、商工会報や 

商工会ホームページに定期的に掲載公表することにより、詳細な地域情報を 

小規模事業者に提供。特に個者支援時の経営分析等で活用します。 

 ２、経営状況の分析に関すること 

  経営指導員等の巡回・窓口での支援や経営計画策定セミナー等の実施を通じ 

  て、小規模事業者の経営意識を根付かせるとともに、経営状況等を把握しま 

す。専門性の高い課題等には、各種の専門家派遣制度を活用し各関係機関と 

連携しながら、小規模事業者が直面している経営課題解決のための経営分析 

を行います。 

 ３、事業計画策定支援に関すること 

  事業計画策定等に関する個別相談等を実施し、各支援施策（国、県、町他） 

や金融機関等の融資制度等の活用を促します。小規模事業者が事業計画策 

定、実行、振り返りが自らできるよう小規模事業者の立場に立った支援を行 

います。 

 ４、事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画策定後は、積極的に事業所巡回訪問・窓口相談を行うなどのフォロ 

ーアップや各関係機関等との連携による各種支援を進めていくことで事業 

計画の実施効果が発揮されるよう伴走型支援を行います。 

 ５、需要動向調査に関すること 

  小規模事業者の商品・サービスの需要動向を各関係機関や専門家と連携し、 

  収集・分析した情報を提供。ニーズに適した事業展開を支援していきます。 

 ６、新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

  町内最大の誘客施設（道の駅 いながわ）の活用も視野に入れ、小規模事業 

者の販路開拓を応援します。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  町の【総合計画】で掲げる“商工業の活性化と企業誘致の推進”、“多様な起 

業、創業支援の展開”、“雇用の促進と勤労福祉の充実”を軸に、商工会として 

まちの活力と事業者の持続的発展を支える地域の活性化事業に取り組みます。 

連絡先 

猪名川町商工会 

〒666-0243 兵庫県川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷 158-1 

TEL:072-766-3012 FAX:072-766-4531 Mail:inagawa@wit.ocn.ne.jp 

猪名川町 地域振興部 産業観光課 

〒666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑 11-1 

TEL:072-766-8709 FAX:072-766-7725 Mail:inakanko@town.inagawa.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 

  （猪名川町の現状） 

猪名川町は、兵庫県南東部に位置し、大阪まで直線距離 

で約２５㎞、神戸まで約３０㎞の位置にあり、北を丹波篠 

山市、東を大阪府能勢町、西を三田市、南東を川西市、南 

西を宝塚市に接している。面積は９０．３３㎢で、東西に 

約８㎞、南北に約１８㎞と、南北に細長い町域となってい 

る。町域の約８割を占める兵庫県立自然公園などを背景に、 

町南部丘陵地を中心とした大規模なニュータウン開発が進 

み、緑とともに暮らす快適な住宅都市として発展してきた。 

 しかし、人口の推移は平成２３年の約３万３千人をピー 

クに横ばい傾向となり、平成２７年には人口減少へと転じ 

た（令和元年７月末日現在３万１千人）。短期間で急激な 

落ち込みはないものの、町の人口ビジョンでは令和４２年 

までに人口減少率が約１４％まで低下する予測値が出され 

ている。全国平均よりも減少幅は小さいものの、人口減少 

がまちづくりへ与える影響は大きく、今後、まちの強みや 

特徴を活かした施策により人口の減少傾向の推移を緩やかなものとすることが必要である。 

 

  （猪名川町の商工業） 

   猪名川町は山間部を通る県道沿いに拓けた純農山村型の町である。製造業は少なく商店街等 

  の商業集積エリアもなく、個店が点在していることが特徴であった。昭和４０年代から住宅開発 

  が進み、当時の阪急グループとジャスコグループそれぞれの大型商業施設が整備された。一方、 

  小規模な小売サービス業は時代の流れとともに昭和６０年以降次々と閉店を余儀なくされてい 

る。また、建設業は住宅開発の需要が平成６年頃まで順調に推移したものの、住宅開発にも陰り 

が見え徐々に減少。更に平成１６年頃からは公共工事の激減により多くの廃業・規模縮小を強い 

られる状況となった。現在、管内の商工業者数は５２２社。その内小規模事業者数は３６５社あ 

る。商工会員事業者数は３９１社（平成３１年３月３１日現在 組織率７４．９％）で主な構成 

業種は下記の通りである。 

 

●業種別構成商工会員数（平成３１年４月１日現在） 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食宿

泊業 

サービ

ス業 
その他 合計 

全事業者

数 
87社 21 社 11社 81社 48社 121社 22社 391社 

小規模事

業者数 
80社 14 社 7社 65社 42社 92社 18社 318社 

全体に占め

る小規模事

業者の割合 
92.0％ 66.7％ 63.6％ 80.2％ 87.5％ 76.0％ 81.8％ 81.3％ 
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▲猪名川町内の企業数、事業所数、従業員数の推移（ＲＥＳＡＳ調べ） 

 ※2012年～2014年にかけて町の人口微増・横ばい状態から人口減へ転じた時期が企業数、 

事業所数、従業員数からも見て取れる。 

 

（経営支援の現状） 

   猪名川町は近年、外部環境が大きく変わる転換期にある。平成３０年に開通した新名神高速道 

路や、年間７０万人近い集客のある施設“道の駅いながわ”の拡充計画。また、高速道路が開通 

したことにより国内最大規模の物流集積拠点の建設（プロロジス猪名川プロジェクト）等、イン 

フラ整備が着々と進んでいる。人の流れが大きく変わろうとしているこのチャンスを猪名川町 

商工会としては、商機と捉え町内への誘客する仕組みづくりが急務と考えている。 

 外部環境の変化は好機にもなるが、脅威にもなり得るため町との連携を更に強めるとともに、 

管内の認定支援機関との情報交換を深め、個社支援体制を整えることでより充実した経営発達 

支援を実行していきたいと考えている。 

 

将来にわたって活力あるまちとするべく、次の１０年後の猪名川町の将来像や、その実現に向 

けた取り組みの指針となる【第六次猪名川町総合計画（令和２年度～令和１１年度）】を町は現 

在策定している。商工関係の重点計画（下記３項目は第六次総合計画からの抜粋）の内容につい 

て商工会としても注視していく必要がある。 

 

   ◆商工業の活性化と企業誘致の推進 

    ⇒産業振興の中心となる商工会の運営及び取り組み等への支援を行うとともに、新たな法 

律・制度を踏まえ、商工会や金融機関などの各種支援機関と連携して、様々な課題を抱え 

る町内事業者に対する総合的な支援体制を構築・拡充します。 

 

    ⇒地域ごとのニーズや抱える課題などを踏まえ、地域での生活を支え、生活の利便性を向上 

させる生活密着型商業の展開を促進します。 

 

    ⇒猪名川町の特色や地域資源などを生かしたビジネスの創出・展開などを、国県施策も併せ    

     て総合的に支援します。 

 

    ⇒産業拠点地区について、官民一体で積極的な企業誘致活動を進めます。 

 

    ⇒進出企業に対する支援措置支援制度の整備など、企業が町内に進出・定着しやすい環境づ 

くりに取り組みます。 
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   ◆多様な起業・創業支援の展開 

    ⇒猪名川町商工会等の関係機関と連携し、創業希望者、創業者に対し、窓口相談、創業セミ 

ナー等の支援を行うとともに、地元金融機関等と連携し、各々の強みを生かした支援を行 

います。 

 

    ⇒地域において誰もが挑戦・活躍できるよう、社会的課題を解決するためのビジネス（ソー 

シャルビジネス、コミュニティビジネス）などを含む多様な起業・創業を支援する仕組み 

の構築・拡充に取り組みます。 

 

   ◆雇用の促進と勤労者福祉の充実 

    ⇒ハローワークをはじめ、関係機関や地元企業等と連携した雇用促進に向けた取り組みを 

進めるとともに、多様な機会を活用して地域若者サポートステーションへの誘導を行い、 

若者を対象とした就労支援に取り組みます。 

 

    ⇒起業・創業支援の取り組みと連携し、新たな雇用の場の確保・拡充をめざします。 

 

    ⇒ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、企業等への労働条件の向上や働きやすい環境づ 

くりに向けた啓発を進めます。また、子育て・介護などのライフステージにおける多様で 

かつ柔軟な働き方が可能となるように、関係機関と連携して情報提供・学習の場づくりに 

取り組みます。 

 

②課題 

現在の猪名川町は、新名神高速道路の開通等の大規模なインフラ整備により、人とモノの流れ 

が活性化している一方で、人口減少と少子化・高齢化が進展する等、猪名川町は、現在、まちづ 

くりの転換期を迎えている。地域の活力を支えていくためには、改めて、猪名川町の持つ地域資 

源に目を向け、積極的な資源活用と情報発信により町内外から人を呼び込み、産業や観光の振興 

を図ることで物流や交流人口の拡大につなげ、猪名川町内全体の活力を創造し、まちの活性化に 

資する取り組みが求められている。 

 しかし、町域の約９割が開発を抑制する市街化調整区域に定められていることから自由に開 

発ができない現状がある。市街化調整区域内にも一部、建築制限が緩和できるエリアも少なから 

ずあるもののその手続きには時間を大変要する。自由に創業・出店できないにもかかわらず創業 

支援セミナーを開催すれば毎年定員を大きく上回る申し込みがあり、起業・創業へ高い関心があ 

る地域性が伺える。猪名川町は新たに創業・出店できる場所が少ないと同時に、働く場所も少な 

いため若者の流出を招いている状態が続いている。 

 

また、事業承継の問題も大きく、管内の小規模事業者対象の事業承継に関するアンケート調査 

（令和元年６月実施）を実施した際に下記のような結果が得られた。 

 

  事業承継について自社の状況について（対象３９１社に対し回答１０５社） 

・既に完了している     10.5％ 

・今後数年内に予定     8.6％ 

   ・後継者ありで時期未定   18.1％ 

          ・後継者を探している    7.6％ 

          ・事業承継しない      22.9％ 

          ・考える必要なし      28.6％ 

          ・無回答          3.8％ 
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 この結果で注目すべきは、『後継者を探している 7.6％』『事業承継しない 22.9％』である。 

回答を得られた小規模事業者の約３割を占めており、事業者の課題を把握できれば事業継続に 

繋がる可能性を秘めていると言える。市街化調整区域で自由に創業・出店が出来ないため、廃業 

を出来うる限り抑えることが町全体の活力維持・向上に直結すると考える。 

後継者を探しているとは、どのような範囲で探しているのか？ また、事業承継しないのは、 

後継者がいないからしないのか？ 等。 

事業承継については、課題を更なる深掘りが必要と考えており後追い調査（ヒアリング）を積 

極的に行い、場合によっては起業・創業希望者とのマッチングを図ることも視野に入れ少しでも 

多く事業継続（事業承継）へと繋いでいくことが重要と考える。喫緊の課題であると考える。 

 

   事業計画策定の重要性についてもまだまだ周知していかなければならない。管内の小規模事 

業者対象の国や行政の補助金・助成金の利用経験に関するアンケート調査（令和元年６月実施） 

で下記のような結果が得られた。 

 

     補助金・助成金の利用経験について（対象３９１社に対し回答１０５社） 

            ・現在利用        21.9％ 

            ・過去利用        16.2％ 

            ・利用無し        49.5％ 

            ・わからない       7.6％ 

            ・無回答         4.8％ 

 

   約４割の小規模事業者については、何らかのかたちで補助金・助成金を活用しており事業計画 

策定経験があることになるが、残りの６割近い小規模事業者はその経験がないことが分かる。 

 事業計画を策定しない小規模事業者の場合、売上は集計していても、どの商品・サービスが儲 

かっているかを把握していない傾向が強く、いわば“どんぶり勘定”の“成り行き経営”と言わ 

ざるを得ない。事業計画を策定することにより、「何で儲かっているのか」、「どの客が儲けさせ 

てくれるのか」を分析できるメリットについてしっかり周知徹底する体制づくりが重要である。 

その延長線上には、経営革新計画やＢＣＰ策定支援があり小規模事業者の事業継続に繋がる事 

業支援が求められる。 

 

 これら大きく３つが喫緊の課題であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲産業拠点地区へ企業誘致するための物流施設予定図 ▲産業拠点地区予定地 

※新名神高速道路川西 ICから車で 

１０分程度の好立地 
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▲現在の道の駅いながわ           ▲新・道の駅いながわのイメージ図 

                          ※温浴施設も備わり充実した施設へと 

                           リニューアルする予定 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

  ①今後１０年間の地域経済振興について 

   商工会としては猪名川町の地域振興施策を踏まえ、また、商工会が今まで取り組んできた事業 

の見直しと再構築を行いながら、小規模事業者へのきめ細かい経営支援に努める必要があると 

考えています。同時に１０年、２０年と地域の事業者が、事業活動を維持・継続できるように、 

更には、起業・創業者が増え、地域全体が活性化する地域振興事業を推進します。 

 

 そこで町内小規模事業者の育成・成長・継続・発展を目指し、経営に関する情報の提供・事業 

計画の策定・販路開拓につながる支援等を実施していくにあたり、商工会として重点支援事業者 

を絞り経営発達支援を実践していきます。 

 

猪名川町の特徴として、町内の約９割が市街化調整区域であり大きな商店街もなく、その結 

果、お店が集中するエリアも少なく点在している。今後も大きく事業者が増加することは見込め 

ない。重点的に支援する事業者を絞ることは、支援の選択と集中という意味でも非常に効果的な 

手法であると考えている。２名の経営指導員を最大限に活用し、重点支援事業者を核として、地 

域経済の活性化につながる仕組みづくりを構築します。 

 

管内の商工会員数は３９１社あり、その８割近くが小規模事業者である。また、小規模事業者 

の経営課題は、より多様化・複雑化・高度化してきている。小規模事業者の経営力強化を図るた 

めには、商工会の経営支援も多様化・活性化を図ることが重要である。 

 

  ②猪名川町との連携について（第六次猪名川町総合計画） 

平成２２年３月に策定された第五次猪名川町総合計画から１０年が経過しようとする中で、少 

  子化・高齢化及び人口減少の進行をはじめ、経済・雇用環境の変化、自然災害の発生などによる 

安全・安心への意識の高まりなど、猪名川町を取り巻く社会経済状況は様々な面で大きく変化 

し、地域の課題などは増大及び多様化・深刻化している。このような現状を踏まえ、商工会は猪 

名川町と連携し、地域の認定支援機関とも協力することで小規模事業者の持続的発展、地域経済 

の活性化につながる経営発達支援事業を実施する。 

  そのため経営発達支援計画における『小規模事業者の中長期的な振興のあり方』については、 

猪名川町の総合計画に則って設定することとする。 
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猪名川町は総合計画の中で、 

 

   ◆商工業の活性化と企業誘致の推進 

   ◆多様な起業・創業支援の展開 

   ◆雇用の促進と勤労者福祉の充実 

 

の商工業に関係する３つの重点施策を打ち出しており、 

 

 その基本方針に基づく施策に則り猪名川町商工会は、 

 

  ◆小規模事業者の事業継続に繋がる事業展開 

   管内の小規模事業者に対する事業計画等の策定支援から小規模事業者の基礎体力向上、経 

営体質改善・強化を図る。また、各関係機関や専門家等との連携による事業推進、職員資質向 

上による支援体制の構築を合わせて実施する。 

 商工会員数は３９１社あり、その８割近くが小規模事業者である。また、小規模事業者の経 

営課題は、近年、より多様化・複雑化・高度化してきている。小規模事業者の経営力強化を図 

るためには、商工会の経営支援も多様化・活性化を図る必要がある。そこで重点的に支援する 

事業者を絞り、支援の選択と集中を行う。その重点支援者を核として地域経済の活性化へと導 

く流れをつくりたいと考えている。経営改善等に関するセミナーを複数回企画するよりも、 

『必要とされる・期待される』事業者（＝重点支援する事業者）を毎年４社（事業計画期間中、 

延べ２０社）選抜する方が、猪名川町内の小規模事業者の経営改善には効率が良いと考えてい 

る。その選抜方法としては、日ごろの巡回・窓口相談時や各種セミナー受講者、各補助金申請 

者、マル経申込者等の中で『計数管理能力向上』と『計画的な経営』を目指す前向き志向の事 

業者を想定している。 

そのためにも事業者のレベルに合った効果的な支援方法を見極め、更なる個社に対する伴 

   走型支援へとシフトする。 

 

 ◆創業・起業の支援の展開 

   国から産業競争力強化法に基づく『創業支援事業等計画』の認定を受けている。この計画に 

基づき、創業等支援等事業（ワンストップ相談窓口設置、創業支援セミナー）に取り組む。 

町の傾向としては、創業・起業希望者は人口の割には多く、ここ数年の創業支援セミナーの 

参加者も定員を上回る状況が続いている。しかし、町内には市街化調整区域のエリアが多くあ 

ることから思うように開業できないケースもよくある。猪名川町商工会としては、管内の創 

業・起業に関する情報を整理し、国・県の各種補助金情報まで創業希望者に寄り添った支援を 

展開する。 

 

 ◆猪名川町観光協会と連携した地域資源を活かした事業展開 

   猪名川町の地域資源・道の駅いながわを核として事業展開を検討。具体的には猪名川町らし 

さを発信する地域資源の検討・見直しを行い、より一層の活性化に繋げていきたいと考えてい 

る。 

令和元年度は町内６店舗のベーカリーショップが参加・協力して周遊マップを作成。町内外 

へ広く周知し、猪名川町の魅力発信のツールとして活用していきたいと考えている。また、令 

和５年度には道の駅の機能拡大（温浴施設や子育て関連施設、駐車スペースの拡充他）が計画 

されており、新しい時代に合った新・道の駅へと進化する予定。猪名川町商工会としては、マ 

ップを活用した町内回遊モデルコースの創設・仕掛けづくりを実施し、交流人口の増加を目指 

していきます。 

 

 の３つを継続的な事業として実践していく。 
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 ③【商工会としての役割について】 

   商工会へは、事業の維持・継続に取り組んでいる事業者への支援、創業や経営革新などへの支 

援、地域産業の活性化とまちづくりへの支援など地域総合経済団体としての役割が強く求めら 

れている。 

  地域の状況や課題等を踏まえ、国、兵庫県、猪名川町、地域の金融機関、その他支援機関と連 

 携し、個別企業の経営力向上、販売促進等を継続して支援することで、持続的発展に繋がること 

 を目的とし、特に、経営革新・事業承継・ＢＣＰ策定支援の強化を図っていきたい。 

 
（３）経営発達支援事業の目標 

小規模事業者支援における中長期目標の基本方針及び活動目標から当会では、令和２年度から 

令和６年度までの経営発達支援事業を下記の通り実施していく。 

 

  ①小規模事業者の事業継続に繋がる事業展開 

  ②創業・起業支援の展開 

③猪名川町観光協会と連携した地域資源を活かす事業展開 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

 

①小規模事業者の事業継続に繋がる事業展開 

地域から『必要とされる・期待される』事業者（＝重点支援する事業者）を毎年４社※（事業 

  計画期間中、延べ２０社）選抜し、集中的に支援を行い事業計画の策定能力及びその振り返りの 

  習慣を根付かせる。中小企業施策について、“知らなかった”、“聞いたこともない”、という調査 

  結果もあることから２名の経営指導員を中心に小規模事業者経営改善資金融資制度、小規模事 

  業者持続化補助金、ものづくり補助金をはじめとする経営、金融、財務等のサポートメニューを 

  しっかり周知徹底するとともに、ワンストップ（商工会）で支援施策情報の入手や申請・手続き 

  できる体制づくりを実施し事業継続に繋げる。 

 

※４社の選定基準は、各種補助金申請等を契機に経営計画策定を目指す事業者の中から創意工 

夫を凝らし、地域経済に多様性を与えるような実現可能性が高い、自主努力の高い事業者を選 

ぶ。 

 

  ②創業・起業支援の展開 

   猪名川町商工会では猪名川町と連携して『いながわ創業支援セミナー』を開催している。町内 

で創業するには、行政・地域金融機関・各種関係団体等と連携を強化し、安心して創業出来る環 

境づくりが必要なため、創業者向けのセミナー開催や場合によっては専門家相談を実施。地域経 

済分析システム『ＲＥＳＡＳ』で地域情報を把握し、創業段階に応じた多様な経営相談に対応し、 

伴走型の支援を実施する。 

 

③猪名川町観光協会と連携した地域資源を活かす事業展開 

   人口減少による地域の活力低下が懸念されている。そのため猪名川町の魅力発信による交流 

  人口増加に向けた取り組みは、猪名川町商工会としても喫緊の課題であると考えている。年間 

観光入込客数１００万人を上回るポテンシャルを持っている猪名川町。都市近郊の利便性を前 

面に打ち出し“猪名川スタイル”を周知していくことが、まちの活性化にも繋がると見込んでい 

る。現状、観光振興の核となっている『道の駅 いながわ』や『大野山』といったコンテンツを 

活用し、町内外からの誘客に拡げる事業展開を実施する。 

 

  以上を商工会の継続的な事業として実践していく。 
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  ※道の駅 いながわ 

   平成１２年にオープンした施設で、地場野菜の直売 

  所『農産物販売センター』、町特産のそばをメインとし 

  たレストラン『食事処そばの館』、地域情報や特産品・ 

  おみやげ品を扱う『地域農業情報センター』の３つの 

  施設の集合体とした町内最大の誘客施設である。 

 

  ※大野山 

   阪神地域最高峰の山であり、初夏には斜面いっぱい 

  にあじさいが咲き誇り、夜には満天の星を楽しむこと 

  ができる。また、天文台や多くの不思議な形をした巨 

岩を見ることができるハイキングコースがあるなど、 

大自然を満喫しながら、アウトドアなどを楽しめる人 

気エリアである。 
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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 

  ［現状と課題］ 

   これまでも小規模事業者の地域内の経済動向調査の提供については、中小企業景況調査や事 

  業者への個別ヒアリングの実施、全会員事業所を対象としたアンケート等を行い、猪名川地域経 

  済動向調査として提供してきた。しかし、町内全事業者へその分析結果等は提供・説明できてい 

  ない。主に、個社支援時の経営分析等で活用するに留まっており、有効活用できているとは言え 

  ない現状がある。 

 今後は小規模事業者の経営戦略・事業計画策定・事業活動の見直し等に必要な分析情報とし 

て、巡回・窓口指導時の活用の他、ホームページや商工会報を通じて地域内の小規模事業者へ広 

く情報提供を実施していく考えである。 

 

 （２）事業内容 

  ①ビッグデータを活用し猪名川地域経済動向調査の実施（年１回実施） 

   猪名川町地域経済の全体像、各産業の現状を把握するため全商工会員（３９１社 ※平成３１ 

年３月３１日現在）への動向調査を実施。回収率は２５％程度の１００社を見込んでいる。地 

域経済分析システム【ＲＥＳＡＳ】を活用した地域経済動向分析を行い、年１回、結果を商工 

会ホームページ等に掲載する。 

 

 【分析手法】 

  ・『地域経済循環マップ・生産分析』…町内におけるお金の流れを把握 

  ・『産業構造マップ』…町内の各産業の現状等を分析・把握 

  ・『まちづくりマップ・From-to分析』…町内における人の流れ等を分析 

 

 

事業計画策定・事業者支援等に反映させる 

 

②全国商工会連合会景況調査の実施（年４回実施） 

 四半期ごとに４業種（製造業・建設業・小売業・サービス業）の事業所を調査し、全国５８２ 

の商工会から約８千社の企業情報を集め、分析。猪名川町管内の対象事業所は５社あり、その調 

査結果を独自に集計・分析し、地域内の業種別景況動向を整理し、事業計画策定支援の基礎資料 

として活用、提供する。 

 

【調査対象】管内小規模事業者１０５社 

①商工会独自に町内の小規模事業者１００社 

②全国商工会連合会の景況調査対象は、猪名川町内の製造業１社、建設業１社、 

小売業１社、サービス業２社の合計５社 
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   【調査項目】①業況②売上③採算④資金繰り⑤借入難易度⑥設備投資⑦経営上の問題点等を調 

査項目とした地域経済動向調査とする。 

 

   【調査手法】業種別の記入用紙を使用し３か月に一度経営指導員による訪問ヒアリングにより

調査する。 

 

   【分析手法】全国商工会連合会より報告されるデータ、また、これに『兵庫県中小企業の景況』 

         等のデータを加味し四半期ごとの調査報告・情報分析を行う。 

 

①猪名川地域経済動向調査と②全国商工会連合会景況調査の調査結果から町内のよりリアル 

タイムな景況感を定期的に把握することができ、町内商工業者へ情報提供や行政への施策要望 

の資料とすることが可能になる。 

 

 （３）成果の活用 

  情報収集・調査・分析した結果については、商工会ホームページに掲載し、広く管内事業者等に 

周知する。経営指導員等が巡回・窓口指導等を行う際の参考資料とする。 

 

（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 

①猪名川町地域

経済動向調査公

表回数 
※毎年６月に実施 

1回 1回 1回 1回 1回 1回 

②景況調査公表

回数 
※四半期毎の実施 

4回 4回 4回 4回 4回 4回 

調査事業所数 

105 社 

内訳、 

①100社 

②5 社 

105社 

内訳、 

①100社 

②5社 

105社 

内訳、 

①100社 

②5社 

105社 

内訳、 

①100社 

②5社 

105 社 

内訳、 

①100社 

②5 社 

105社 

内訳、 

①100社 

②5社 

 

 

  ３．経営状況の分析に関すること 

 

 （１）現状と課題 

［現状と課題］ 

経営状況分析は、巡回・窓口相談時や事業計画策定を目的とする各種セミナー受講者（事業計 

画策定セミナー、いながわ創業支援セミナー等）、各補助金申請者、マル経申込者等に対してそ 

れぞれの小規模事業者の実情を正しく把握し、課題を明確にするための分析資料として活用し 

てきた。現状、目標を超える経営状況分析を実施し、事業計画策定資料として役立てることがで 

きた（平成３０年度目標数２０社に対して２７社の実績）。 

課題としては、財務分析（決算書等）がメインとなるあまり、将来の可能性を評価する非財務 

分析が不十分であった。そのため分析ツールとして、企業の健康診断ツール『ローカルベンチマ 

ーク（通称：ロカベン）』を全相談者に活用し、小規模事業者の状態把握する統一ツールとして 

活用していきたいと考えている。 
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 （２）事業内容 

  ①商工会が経営分析を必要とする対象事業所３０社/年を巡回・窓口相談時や事業計画策定セミ 

   ナー・いながわ創業支援セミナー※等への受講者、各種補助金申請者、マル経申込者等から、 

   事業に対する姿勢や事業計画の必要性、経営分析の結果等から考慮して選定し、集中支援を実 

   施する。現状分析（ＳＷＯＴ分析）を通し、事業計画・経営改善計画策定を実施する。経営分 

   析（ロカベン）を行うことで現状把握が可能となり、将来の可能性を引き出せる経営支援に繋 

   げていくことが狙いである。 

 

※いながわ創業支援セミナーの受講者に関しては、第２創業や既に創業して１～２年経過して 

いる者が経営分析対象者である。創業予定者や創業間もない事業者は、経営分析できる状況 

にないため。 

 

  【セミナー開催内容】 

   ・募集方法…日頃からの巡回・窓口相談時から必要性を感じている事業者への直接勧誘 

商工会報、商工会ホームページからの周知 

   ・開催回数…２回程度（事業計画策定セミナー、いながわ創業支援セミナー） 

   ・参加者数…２５名程度（事業計画策定セミナー１０名、いながわ創業支援セミナー１５名） 

 

  ②経営分析の内容 

  【対象者】（集中支援する４社を含む）３０社/年を巡回・窓口相談時や各種セミナー受講者、各 

種補助金申請者、マル経申込者等から事業に対する姿勢や事業計画の必要性、経営分 

析の結果等から選定。 

 

  【分析項目】現状分析（ＳＷＯＴ分析）も行いながらローカルベンチマークを活用し、小規模事 

        業者の経営状態を把握する。経営状態の変化に早めに気づき、早期の対話や支援に 

繋げることができる。 

 

財務情報を分析する６つの指標 

 

         ①売上高増加率（売上持続性）②営業利益率（収益性）③労働生産性（生産性） 

        ④EBITDA有利子負債倍率（健全性）⑤営業運転資本回転期間（効率性） 

        ⑥自己資本比率（安全性） 

 

       非財務情報を着目する４つの視点と手法 

 

       ≪視点≫①経営者への着目②事業への着目③関係者への着目④内部管理体制へ着目 

       ≪手法≫①ＳＷＯＴ分析（外部・内部環境の強み・弱みから市場環境を分析） 

②ＰＥＳＴ分析（政治・経済・社会・技術のマクロの外部環境からの影響 

 度合い当を分析） 

③３Ｃ分析（顧客・競合・自社の３項目より経営環境における現状の経営課 

題等を分析） 

 

  【分析手法】ローカルベンチマークを活用することで、比較的短時間で分析データを提供するこ 

        とが可能になる。 

 

 （３）成果の活用 

  ①分析結果は経営相談において当該事業者にフィードバックすると共に、事業計画策定支援の 

基礎情報として活用する。また、小規模事業者に自社の現状把握・強み等を認識させると共に、 
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その後の経営計画策定のための取り組みにつなげる。 

 

  ②分析結果をデータベース化することで内部共有でき、知識習得や分析結果活用手法等の習得 

を通じ経営指導員等のスキルアップに役立てる。 

 

 （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 

事業計画策定

に関するセミ

ナー ※1 

3回 

※2 
2回 2回 2回 2回 2回 

分析件数 ※3 27件 30件 30件 30件 30件 30件 

※１ 事業計画策定に関するセミナーとは、各種補助金対応（小規模事業者持続化補助金やものづく 

り補助金等）やＢＣＰ対策、事業承継に関するもの。 

※２ 平成３０年度実績としては、創業支援セミナーと事業承継セミナー、事業計画策定セミナーの 

３回開催した。 

※３ 分析件数には重点支援先４社も含む。 

 

（参考資料） 

過年度マル経申込件数 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

申込件数 6件 12件 15件 

 

過年度補助金申請数 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

持続化補助金申請件数 8件 11件 9件 

ものづくり補助金申請

件数 
1件 2件 1件 

 

過年度セミナー開催数・参加人数 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

セミナー開催回数 2回 
【創業に関する】 

・創業支援セミナー4日間 

【販売促進に関する】 

・お客様つくりセミナー4

日間 

2回 
【創業に関する】 

・創業支援セミナー4日間 

【事業計画策定に関する】 

・事業計画作成セミナー 

3回 

【創業に関する】 

・創業支援セミナー５日間 

【事業計画策定に関する】 

・事業承継セミナー 

・経営計画策定セミナー 

セミナー参加人数 ・創業支援セミナー 

延べ 70名 

・お客様つくりセミナー 

       延べ 32名 

・創業支援セミナー 

延べ 45名 

・事業計画作成セミナー 

          8名 

・創業支援セミナー 

       延べ 76名 

・事業承継セミナー 11名 

・経営計画策定セミナー 

          20名 

 

過年度経営革新計画承認数 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

承認数 4件 3件 1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 

  これまでも金融相談や創業相談、各種補助金申請において事業計画策定支援は行ってきた。具体 

的には、経営革新計画の策定、小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金等の申請、創業支援 

に関する事業計画策定支援を行ってきた。しかし、事業計画自体に重要性を認識していない事業者 

もおり、過去の経験や感覚で事業運営する傾向が見受けられた。当会としては、小規模事業者にと 

って最も身近な支援機関であり、小規模事業者の視点に立ち、事業計画の策定経験のない事業者に 

対し、提案型の事業計画策定に関する伴走型支援を実施していきたいと考えている。 

 

 （２）支援に対する考え方 

  小規模事業者が経済情勢の変化に対応し、自らビジネスモデルを再構築するなど、顧客ニーズや 

自身の強み・弱みを踏まえた事業計画に基づく事業継続が重要と考えている。当会地域の小規模事 

業者の多くは事業計画を自ら策定したことがない事業者がまだまだ大半を占めている。事業計画

策定の重要性を体感すると共にその成果を実感する事業者を更に増やしていくべく、補助金申請

等に係る事業計画策定支援を積極的に行い、事業計画策定に挑戦し売上を伸ばす事業者を増やし

ていきたい。支援対象は、“３．経営状況分析に関すること”にある経営分析を行った事業者３０

社。事業計画策定に関する啓蒙活動を強化することにより、うち２７社（９割程度）に対し事業者

が十分な問題意識を持ち、自立して事業計画を策定できるよう確実に繋げていく。※重点支援の

４社含む 

 

 （３）事業内容 

  ①事業分析を行った事業者を対象とした事業計画策定に関するセミナーの開催 

   ≪支援対象≫“３．経営状況分析に関すること”にある経営分析を行った事業者３０社。 

    

≪募集方法≫支援対象３０社に対して経営指導員等が個別に訪問・対応し、周知する。 

    

≪内  容≫小規模事業者が抱える個々の経営課題解決に効果のある各種補助金活用を見据 

えた内容でセミナーを企画し、事業計画策定の必要性、重要性を学ぶ。その後、 

専門家派遣等も活用しながら個別相談を実施し、実現性の高い事業計画策定へと 

導く。 

 

   ≪参加者数と開催回数≫ 

 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 

事業計画策定

セミナー 

（人数） 

１回  

（6名） 

１回   

（6名） 

１回   

（6名） 

１回   

（6名） 

１回   

（7名） 

１回  

（7名） 

 

  ②事業計画の策定 

  【支援対象】“３．経営状況分析に関すること”にある経営分析を行った事業者３０社。その 

中から事業計画策定に関する啓蒙活動を強化することにより、うち２７社（９割 

程度）を対象とする。※重点支援先の４社含む 

 

   【手段・手法】経営状況分析を実施した３０社の中から２７社を事業計画策定支援先とし、そ 

れぞれに経営指導員等を担当につけ、課題解決に向けた計画的なフォローを実 

施する。また、必要に応じて外部専門家（主に、中小企業診断士）も入れ活用 

精度の高い事業計画を作成する。 
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事業計画策定に際しては、需要を見据えた経営課題の解決を目的とする事業計 

画に取り組むことで、小規模事業者の“やる気“を喚起し、持続的事業発展を 

強く目指す意識改革に繋げていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ▲事業計画策定支援についての周知から事業計画策定までの流れ 

 

（４）目標 

支援内容 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 

事業計画策定 

事業所数 ※１ 
27 社 27社 27社 27社 27社 27社 

事業計画策定 

支援周知数 ※２ 
14,500部 14,500部 14,500部 14,500部 14,500部 14,500部 

※１ 事業計画策定事業数は、経営分析目標数３０社の中から事業計画策定（各種補助金対応や事業 

承継、ＢＣＰ対策等）を目指す事業者を抽出している。重点支援先の４社に対する支援事業者 

も含まれている。 

※２ 事業計画策定支援周知として、商工会報（年間７回発行 計２，８００部）と全戸配布する商 

工会報新年号（１１，７００部）を想定している。 

 

 

  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 

  事業計画策定後の実施支援としては、これまでも、事業計画策定した全ての小規模事業者に対し 

てフォローアップしてきたが、その多くが補助金申請等の進捗管理の確認に留まっていた。少数で 

はあるものの、事業計画策定を機に新規事業や設備投資による事業拡充等を達成する事業者もあ 

り、小規模事業者にどの程度の頻度でフォローアップが必要かを経営指導員が事業者ごとに柔軟 

な対応を求められる。 

 

≪支援に対する考え方≫ 

多くの事業者が経営課題を解決するために策定した事業計画をより円滑に実行するため、伴走 

事業計画策定についてメリット等を

会報や巡回、窓口相談時に周知

経営分析した事業者３０社

事業計画策定セミナー等啓蒙活動を強化

経営指導員・専門家等による個別フォローを実施

確実に事業計画策定へとつなぐ２７社
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型支援によりＰＤＣＡサイクルを回し、小規模事業者の事業計画の実行管理できるよう個々の進 

捗管理を進めていきます。特に、計画そのものの実効性向上に向けた計画書のブラッシュアップは 

重要で、事業計画を作って終わりではなく、定期的な見直しを行い、必要があれば修正等も行うフ 

ォローアップを実施します。商工会として、このＰＤＣＡサイクルを基本理念に、目標の実現に向 

けて事業者に寄り添った伴走支援を行っていきます。 

 

 （２）事業内容 

  ①経営指導員等による定期的（四半期毎に 1回）な事業計画策定後のフォローアップを実施しま 

す。策定した事業計画に沿って事業が進捗しているか否かを事業計画策定後、巡回訪問し、計 

画の進捗状況の確認を実施します。また、必要に応じて事業計画に役立つ国や兵庫県、猪名川 

町の行う補助施策や融資制度等の支援施策の活用を積極的に周知し支援していきます。 

 

  ②新たな課題が生じ、事業計画の進捗が芳しくない、あるいは事業計画について実態のズレが生 

じてしまった場合などは、四半期毎に関係なく直ちにフォローアップできるよう経営指導員等 

が状況確認を行い、経営課題を把握するとともに、計画の修正変更等、実現可能な計画になる 

よう支援していきます。 

 

  ③新規創業者に対しても創業計画策定時に、進捗状況の確認と事業計画の見直しを行い、現状に 

あった事業計画を再構築出来るよう支援します。 

 

  ※事業計画策定時、解決が難しい案件について各種専門家派遣等を活用しアドバイスを受けな 

がら課題解決を図ります。また、事業計画についての実態のズレが生じた場合についても同様 

に対応します。 

 

  【対象者】事業計画を策定した全ての事業者 

 

  【手段・手法】小規模事業者の事業計画については当会でデータベース化し、５Ｗ１Ｈを徹底し 

事業計画とのズレを予防する進捗管理を実施する。 

 

 （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 

フォローアッ

プ対象事業所

数 

27社 27社 27社 27社 27社 27社 

頻度（回数）※ － 108回 108回 108回 108回 108回 

売上増加事業

所数 
－ 4社 4社 4社 4社 4社 

利益率５％以

上増加の事業

所数 

－ 4社 4社 4社 4社 4社 

※策定した事業計画において、スケジュール通りに進んでいるかを定期的（年４回以上）にヒアリン

グを行う。 

 

 

  ６．需要動向調査に関すること 

 

 （１）現状と課題 

  小規模事業者にとって需要動向については、『顧客ニーズがどこにあるか』という視点がなく、 
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永年培った経験値から割り出している感が強く、計数的な把握が出来ていない傾向にある。そこで 

需要動向調査の必要性について各種補助金申請者等限られた事業者（“２．経営状況の分析を行う

事業者”及び“３．事業計画の策定を行う事業者”）のみへの周知にあえて留めてきた。需要動向

調査データを活用できるタイミングが、事業計画策定時に検討する必要があるためである。しか

し、調査データを提供した小規模事業者の中には、【消費者ニーズの把握・マーケットイン】の考

え方を十分に理解し活用できていない事業者も見受けられた。 

  今後は【消費者ニーズの把握・マーケットイン】の考え方を小規模事業者に浸透させていくため 

にも、把握が難しい地域の変動する需要動向についてデータの収集・整理・分析・提供を行ってい 

き、経営状況の分析を行う事業者や事業計画策定事業者へフィードバックし、更なる需要開拓を図 

ります。 

 

 （２）事業内容 

  ①“道の駅いながわ”を活用したブラッシュアップアンケート調査 

   年間７０万人近い集客のある施設、“道の駅いながわ”へ出店できるチャレンジショップ（※）

を令和元年度から実施。主に週末を中心に出店希望があり、食品製造小売事業者から好評を得て

おり販売促進支援の一面がある。このような出店する機会を通じて、今後は、来訪者へのアンケ

ート調査を合わせて行い、その調査結果をフィードバックし、事業計画の改善や商品及びサービ

スへのブラッシュアップを行うための検討材料とする。 

 

  ※道の駅いながわチャレンジショップ事業は、業種を問わず猪名川町内で事業をしている事業 

者のみが出店できるもので町内一番集客力のある道の駅いながわを活用した販売促進事業で 

ある。 

 

【支援対象者】実店舗を持っている小規模事業者で集客・リポート等につなげていくねらいを 

持つ事業者のうち、食品製造小売業の３社程度。 

※令和元年度実績としては、①パン製造小売 ②和菓子製造小売 ③スイーツ製 

造小売 の３社がチャレンジショップ事業へ出店。 

 

【サンプル数】３０名程度（来訪者に対して行う）。 

 

【調査手段・方法】来訪者アンケートを実施し、調査結果のフィードバックを行うことで、事業 

計画の改善や商品・サービスのブラッシュアップを行うための材料とする。 

アンケート内容は、下記調査項目をベースに事前に経営指導員の助言のもと 

に作成。各支援対象者が来訪者に対し直接調査協力を依頼し回答してもら 

う。 

 

【分析手段・手法】経営指導員等が分析を行う。 

 

【調査項目】・基礎項目 ①見た目（大きさ・色・形等） ②食感 ③味（甘さ・辛さ度合い等） 

④値ごろ感（大きさや数、味等に見合った価格かどうか） 

⑤パッケージ ⑥大きさ・数 ⑦使途（自分用・ギフト等） 

 これらを基礎項目とし、各社商品・役務の事業に合わせた質問を経営指導員助言のもとに盛り 

込むこととする。現状、基礎項目はスイーツ系の製造小売業を想定しており、業種が大きく変 

わる場合は、業界の傾向等を見て修正する。 

 

  【分析結果の活用】経営指導員による直接のフィードバックにより行い、商品の改善や事業計画、 

商品・サービスの改善等の材料とする。 
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 （３）目標 

支援内容 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 

①調査対象 

事業者数 
－ 3社 3社 3社 3社 3社 

 

 

  ７．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

 

 （１）現状と課題 

  現状、ＢｔｏＢ支援として東京で開催される中小企業総合展と、神戸で開催される国際フロンテ 

ィアメッセへの出展支援を実施している。中小企業総合展は、日本最大級のビジネスマッチングイ 

ベントのひとつであり、特に製造小売業の新たな販路開拓や業務提携を見込んでいる。国際フロン 

ティアメッセについては、技術交流やビジネスマッチングを進めることができる機会を創出でき、 

特にものづくり系の事業者支援に効果があると考えている。ＢｔｏＣ支援について、猪名川らしさ 

（都会から車で１時間程度の距離で田舎風景を感じることができる町）をテーマに町内外に猪名 

川町の魅力ある店舗情報を発信。お店の存在・特徴を知ってもらい、お店（店主やスタッフ）とお 

客様のコミュニケーションを図る機会をつくり、信頼関係を築くことを目的とし誘客できる事業 

を令和元年度よりスタートしている。 

課題としては、参加事業者が固定化しており新たな参加事業者の発掘が挙げられる。また、展示 

会等へ参加した事業者へのフォローが行き届いておらず、売り上げにどの程度影響しているか等 

の出展効果を分析する必要がある。その結果を次の商品・サービス展開へ繋げる流れを構築してい 

きたい。 

 

 （２）事業内容 

  ①ＢｔｏＢ支援事業 

   小規模事業者の商品・サービスをＰＲするために中小企業総合展（※１）への出展支援を実施 

  します。経営革新に果敢に取り組む事業者が、国内外のバイヤーとの商談機会を創出と販路開拓 

  の足掛かりとする。小規模事業者の技術力のＰＲによる販路開拓のために、西日本最大級の産業 

  総合展示会である国際フロンティア産業メッセ（※２）への出展支援を実施します。企業や大学・ 

研究機関による先端技術の紹介や新事業創出の基盤となる製品展示が多く、技術交流・ビジネス 

マッチングを見込んでいる。 

商工会が経営分析を必要とする対象事業所３０件/年を巡回・窓口相談時や各種セミナー受講 

者、各種補助金申請者、マル経申込者等から事業に対する姿勢や事業計画の必要性、経営分析 

の結果等から選定した事業者を対象事業者とする。 

 

  ※１ 中小企業総合展とは、経営革新に果敢に取り組む中小企業・ベンチャー企業を国内有数の 

大規模展示会にまとまって出展でき、自ら製造、開発したギフト等雑貨の新商品などを一 

堂に展示するものであり、国内外バイヤーとの商談機会創出と販路開拓の足掛かりを得る 

ために開催している展示会である。独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催しており、 

年２回（春・秋）、東京ビッグサイトで開催している。直近の２０１９年２月１２日～１ 

５日に開催した総来場者数は１９１，５９２人、出展社数２，０３４社（中小企業総合展 

としては、１００社）。過去の出展支援実績として製造小売業（繊維工業メーカー）があ 

る。 

 

  ※２ 国際フロンティア産業メッセとは、企業や大学・研究機関による先端技術の紹介や新事業 

創出の基盤となる製品展示を中心に、技術交流・ビジネスマッチングを進める機会を提供 

する展示会である。主催は、兵庫県、神戸市等が中心となっており年１回（９月頃）、神 

戸国際展示場で開催している。直近の２０１９年９月５日～６日に開催した総来場者数は 
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約３万人、出展社数５１２社。過去の出展支援実績として製造業（航空・宇宙部品、通信 

衛星部品関係）がある。 

 

  【出展に向けて支援内容】 

   ≪展示会開催前≫…見込顧客へのアプローチ 

    既に取引のある既存顧客だけでなく、まだ取引には至っていないがニーズがあると思われ  

    る見込顧客へ展示会の案内を送るなどの顧客情報整理をするよう助言。また、新製品・新サ 

    ービス等の商材そのものの新規性をアピールできる場合も合わせて周知するよう案内する。 

 

   ≪展示会開催中①≫…展示会ブースの工夫 

    このブースは何を提供しているのかを明確にする工夫をするよう助言。 

訴える優先順位としては、 

 

会社名＜製品・サービス名＜機能・品質≦便益・顧客が選ぶポイント 

 

色使いなども重要で、コーポレートカラーや製品・サービスで使用している色を多用するな 

ど、目を引くブース作りになるよう助言する。 

 

≪展示会開催中②≫…顧客管理カードの用意 

 顧客情報を後々整理しやすいようにあらかじめ顧客管理カードを用意しておくよう助言。 

名刺を貼り付 けられるようにし、顧客属性や見込度などが簡単に記入できるもので管理。 

可能であれば簡単なアンケート調査も合わせて行えることが出来れば、顧客の抱えている課 

題等の情報収集もでき、今後の商品・サービス開発にフィードバックできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲顧客管理カードのイメージ 
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≪展示会開催後≫…展示会後の営業活動 

展示会中で獲得した名刺を整理し、すぐに商談につながる見込顧客の情報はそのままアプ 

ローチ。重要なのはそれ以外の見込顧客の情報で、獲得した名刺情報を細分化して見込ランク

を付け、そのランク上位にある順に今後のアプローチ方法を決めていくよう助言。ダイレクト

メール等で定期的にアプローチし、自社を記憶にとどめてもらうようアドバイスする。

展示会は一度だけの出展ではあまり効果を高めることはできず、複数回出展することで、見込 

顧客のリストも増え、その精度も高まる。目的意識を持ち成果を明確化し、その後の活動に繋 

がる需要開拓支援とする。 

  ②ＢｔｏＣ支援事業 

  猪名川町らしさ（都会から車で１時間程度の距離で田舎風景を体感できる町）を発信する地域 

資源の検討・見直しを行い、より一層の活性化に繋げていきます。令和元年度は町内６店舗のベ 

ーカリーショップが参加・協力して周遊マップを作成。町内の観光スポットは網羅しつつ、業種 

を絞り町内にあるお店を紹介。特徴としては、お店で働いている人（作り手・職人・店主）にフ 

ォーカスし、人柄が見えることで親近感に繋がる内容とした。ただの商品・サービスを紹介する 

マップに留まらず、“どのような想いでお店をしているのか？”“地元食材への想いや、商品・サ

ービスへの拘り“等についてお店の声を掲載。商品説明だけでは消費者に選ばれにくい状況の

中、モノ（商品・サービス）だけでなく、コト（拘り）を重視する内容とすることで、更なる訴

求効果（親和性）を生み猪名川町の魅力発信ツールとして活用することが見込まれる。

 また、令和５年度に道の駅いながわのリニューアルも計画されている。道の駅いながわが猪名 

川町の魅力発信基地としても機能することが期待でき、情報発信ツールとしてこの周遊マップ 

を拡充させていきます。 

※対象業種は年度業種毎にマップを新たに追加していく予定

令和元年度 パン屋さん 

令和２年度 飲食店+パン屋さん 

令和３年度 観光農園+飲食店+パン屋さん 

令和４年度以降については未定 

（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 

【ＢｔｏＢ】 

中小企業総合展 
≪想定業種≫製造小売業

1社 １社 1社 1社 2社 2社 

商談成約数 － 5社 5社 5社 10社 10社 

【ＢｔｏＢ】 

国際フロンティア

産業メッセ 
≪対象業種≫製造業

1社 1社 1社 2社 2社 2社 

商談成約数 － 5件 5件 10件 10件 10件 

【ＢｔｏＣ】 

個店魅力アップ 

事業 

6社 
6社+6社 
※前年度か

らの累積

12 社+6社 
※前年度か

らの累積

18 社+6社 
※前年度か

らの累積

24 社+6社 
※前年度か

らの累積

30 社+6社 
※前年度か

らの累積

売上増加/社 － 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

※売上増加は事業実施期間中の増加分を目標としている。
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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 

  猪名川町の地域資源である”町の自然“と”農産物“を活用したイベントを通じて、猪名川町ら 

しさをＰＲする猪名川ブランドの定着を目指した取り組みを行ってきた。町内外の交流人口の拡 

大を目指し、商工会と観光協会が協力したイベント【猪名川町で１００万人に食べてもらおうプロ 

ジェクト】を企画。小規模事業者が経営する飲食店延べ１９店舗が参加し、メニュー開発、イベン 

トＰＲの側面支援を行った。猪名川町の観光資源である大野山の天文台からインスピレーション 

し、星をコンセプトとしたメニューを提供。“スターフード”として事業展開を平成２９年度まで 

実施。対外的にプレスリリースをし、マスメディア等にも取り上げられるも町外からの誘客にまで 

広がりを見せることは出来なかった。 

 今後も猪名川町らしさ（都会から車で１時間程度の距離で田舎風景を感じることができる町）を 

発信する地域資源の検討・見直しを行い、より一層の活性化に繋げていきます。令和元年度は町内 

６店舗のベーカリーショップが参加・協力して周遊マップを作成。町内外へ広く周知し、猪名川町 

の魅力発信ツールとして活用していきたい。 

 

 （２）事業内容 

  ①猪名川町の個店魅力アップ支援事業 

   猪名川らしさ（都会から車で１時間程度の距離で田舎風景を感じることができる町）をテーマ 

に町内外に猪名川町の魅力ある店舗情報を周遊マップとして発信。周遊マップもよくある周遊 

マップではなく、人（作り手・職人）にフォーカスし、人柄が見えることで親近感に繋がる内容 

とする。業種を絞ることにより専門性を持たせ、更なる訴求効果を生むことを見込んでいる。 

町内への全戸配布・猪名川町を生活圏とする隣接する川西市北部エリアへの新聞折り込み・誘 

客施設（道の駅いながわ、宝塚北ＳＡ等）へのチラシ設置等を行う。 

内容としては、お店の存在・特徴を知ってもらい、お店（店主やスタッフ）とお客様のコミュ 

ニケーションを図る機会（実際にお店へ足を運んでもらう動機付け）をつくり、その後の信頼関 

係を築くこと（リピーターの確保）を目的とする誘客事業として実施。 

 

【対  象】年度毎に業種を絞った小規模事業者（例えば、令和元年度はベーカリーショップ） 

【協力機関】兵庫県、猪名川町、猪名川町観光協会 

【事業打合せ】年度内に２回（例えば、令和元年度は７月に事業説明、１２月に事業報告を 

       兵庫県、猪名川町、猪名川町観光協会の担当者を集め実施） 

 

    ≪令和元年度事業実績≫ 

      ・町内６店舗のベーカリーショップが参加 

      ・周遊マップを作成する際に専門家と各店舗へヒアリング訪問を実施 

      ・業界に精通している専門家（今回はパンシェルジュ）の助言指導を仰ぐ 

      ・周遊マップを町内外、道の駅いながわ、宝塚北ＳＡで周知 

      ・取組内容を各メディアへプレスリリースする 

 

  ②道の駅いながわの活用 

   町内最大の誘客施設である道の駅いながわへチャレンジ出店できる機会を設ける。出店でき 

る日は、事前に“道の駅いながわ“と協議し決定（原則、年末年始を除く土日を出店可能日とす 

る）。事業所ＰＲ、商品・サービスの販売の場を提供する。合わせて消費者に向けたアンケート 

も実施し、商品開発へのフィードバックも行う。 
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 【対  象】小規模事業者で集客・リポート等につなげていくねらいを持つ事業者 

   【協力機関】猪名川町観光協会、株式会社いながわフレッシュパーク（道の駅いながわ） 

   【開催頻度】毎月１回 

 

 

 

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 

  地域経済動向調査や需要動向調査を進め分析と勉強会を猪名川町、地域の認定支援機関（日本政 

策金融公庫、池田泉州銀行、みなと銀行、尼崎信用金庫）と連携し実施している。現状、商工会独 

自に調査した結果を専門家（中小企業診断士）が分析。その結果をもとに支援ノウハウ等の情報交 

換を行い、地域の小規模事業者の新たな需要開拓を進める基盤構築を図っている。 

 課題としては、調査を実施する年度によって調査対象業種に偏りが出るため町内業種割合に準 

ずる調査分析が出来るよう改善していきたい。 

 

 （２）事業内容 

  ①猪名川町商工会景気動向調査のデータ分析結果共有と意見交換会の実施（年１回 ９月頃） 

   猪名川町、日本政策金融公庫、池田泉州銀行、みなと銀行、尼崎信用金庫から商工担当者や融 

資担当者が出席。年１回 ９月に開催している勉強会で、地域の景気動向をはじめ、金融支援の 

現状やノウハウ、経営改善の進め方、販路開拓の取り組み等の双方が行っている支援手法につ 

いての情報交換を行う。また、猪名川町商工会が独自に毎年６月に実施している“景気動向調査” 

を題材に、中小企業診断士が分析。その結果をもとに、下記テーマについて情報交換を行い支援 

ノウハウの一層の向上に努める。 

 

           ・景気動向調査の結果・分析結果の連携 

           ・分析結果とのギャップ 

           ・今後に向けての取り組みの方向性 

 

  ②新会員交流会の開催（年１回 ６月頃） 

   商工会へ入会間もない事業者を中心に商工会事業の説明等を実施。交流会へは商工会理事、地 

域の認定支援機関（日本政策金融公庫、池田泉州銀行、みなと銀行、尼崎信用金庫）も参加し、 

入会間もない事業者も管内の支援機関等との交流を深めるものとする。 

 

③日本政策金融公庫との協議会への参加（年１回 ６月頃） 

 年１回 ６月に開催する日本政策金融公庫尼崎支店管内の４商工会（川西市商工会、丹波篠山 

市商工会、丹波市商工会、猪名川町商工会）、２商工会議所（尼崎商工会議所、伊丹商工会議所） 

で組織された『経営改善貸付推薦団体連絡協議会』へ経営指導員が出席し、尼崎支店管内の地域 

の需要動向、施策等の情報交換を行っており、情報交換することにより支援ノウハウ等の向上 

を図る。 
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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、商工会連合会が開催する職員研修（階層別研修、経営支援研修他）及び、独立行政法人中 

 小企業基盤整備機構が実施する中小企業支援担当者等研修へ参加し、個人の知識向上を図ってい 

る。管内小規模事業者のニーズに合うテーマを研修し、事業者支援に努めてきた。 

課題としては、詳細な情報共有化が出来ていないため、研修や経験から得た専門知識を必要とす 

る相談等の場面で担当以外の職員では対応が難しい、といったシチュエーションが見受けられた。 

経営指導員２名・経営支援員１名体制であることから、限られた人員で問題解決が図れるよう職員 

全体での知識の共有化が必要不可欠であり、多様な相談ニーズに対して支援できる知識を向上さ 

せていくことが必要である。 

 

 （２）事業内容 

  ①外部講習会等の積極的活用 

   経営指導員及び経営支援員の支援能力向上のため、商工会連合会が開催する職員研修（階層別 

研修、経営支援研修他）への参加に加え、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する中小企 

業支援担当者等研修会（専門コース他）へ経営指導員は毎年１回以上参加し、小規模事業者の売 

上げや利益を確保することを重視した支援能力向上を図る。研修等に参加した職員は、研修内容 

を組織で共有するために事務打合せ等で研修内容を説明。組織として支援ノウハウを共有する 

ことで指導・支援能力の向上を図る。 

 

 猪名川町商工会の基本方針にもある、 

 

◆小規模事業者の事業継続に繋がる事業の展開 

  ◆創業・起業の支援の展開 

  ◆猪名川町観光協会と連携した地域資源を生かした事業展開 

 

に繋がるテーマ内容とする研修を経営指導員・経営支援員共に優先的に参加する。 

 

   ≪全職員対象≫ 

商工会連合会が主催する職員研修では、【事業承継研修会】・【創業支援研修会】・【経営革新 

計画策定支援研修会】を優先的に参加。猪名川町商工会の基本方針にもあげている支援へ繋げ 

るため、スキル不足解消と更なる支援力強化を図る。 

 

   ≪経営指導員対象≫ 

独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する研修会であれば、事業計画策定や創業、地域 

   の強みとなるような産業や商材に合った施策を立案できる能力向上に関する研修会へ参加す 

る。 

※令和元年実績…【地域をアップデートする業界研究】【労務リスク管理支援の進め方】 

 

   ≪一般職員対象≫ 

    支援能力の一層の向上のため、独立行政法人中小企業基盤整備機構および商工会連合会が 

主催する【経営支援力向上】に関する研修会へ優先的に参加。他にも支援能力の補完が必要な 

場合は、上記の研修以外にも参加し、支援能力の向上を図る。 

 ※令和元年実績…【税務・財務診断研修】 

 

  ②職員間の定期ミーティングの実施 

   職員各自で得たノウハウや経営状況分析結果等を全職員で定期的（毎月１回）に情報共有する 
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時間を持ち各事業者への支援状況の把握に繋げる。各種補助金相談、事業計画策定内容、事業所 

の課題解決策を、また、巡回等による事業者の問題点や課題解決策についても共有化すること 

で、担当以外の職員でも初期対応は出来る状況を構築していく。 

 

  ③相談カルテによる情報共有化 

 全職員閲覧可能な商工会基幹システムの経営カルテを活用し、支援内容を詳細（注意すべき 

点、反省点、連携内容等）に入力することで効果的であった支援を共有することに繋げる。 

 

 

  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 

   現状、年２回（６月と１０月）、経営発達支援事業を進めるにあたり経営発達支援事業委員会 

を開催しており、多くの事業が計画通り実行されていると評価されている。 

課題としては、まだまだ事業についての周知が行き届いていない面もあり、伝達手段の工夫が 

必要と認識している。経営指導員等による巡回時の告知や、ホームページ等を活用した告知を絡 

め、管内の小規模事業者へ周知する体制を構築していきたい。 

 

 （２）事業内容 

  ①猪名川町地域振興部長、池田泉州銀行地域創生室長、中小企業診断士、商工会顧問税理士と法 

定経営指導員の５名で構成する経営発達支援事業委員会を立ち上げ、事業の評価・検証を年２ 

回（６月と１０月）行う。 

 

  ②経営発達支援事業委員会の結果は、当会総務委員会（会長、副会長、商業部長、工業部長）で 

意見集約し見直し案として理事会へ提案。理事会で計画案を最終審議した上で、事業実施方針 

等に反映させるとともに、商工会ホームページ及び会報へ掲載（年２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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会事務局長１名 

法定経営指導員 2 名 

一般職員１名 

臨時職員２名 

猪名川町 

地域振興部産業観光課 

猪名川町地域振興部長 

管内小規模事業者等 

連
携 

支 援 

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

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

■氏 名： 西川真博 小畑勇治 

■連絡先： 猪名川町商工会 TEL：072-766-3012 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

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）商工会、関係市町村連絡先 

 

①商工会 

  〒666-0243 

   兵庫県川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷 158-1 

   猪名川町商工会 

   TEL：072-766-3012 / FAX：072-766-4531 / E-mail:inagawa@wit.ocn.ne.jp 

 

②関係市町村 

  〒666-0292 

   兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑 11-1 

    猪名川町 地域振興部 産業観光課 

    TEL：072-766-8709 / FAX：072-766-7725 / E-mail：inakanko@town.inagawa.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 3,500 4,200 4,200 4,900 4,900 

 

専門家派遣費 

 

講習会開催費 
 

新たな需要開拓

に寄与する事業

費 

 

地域活性化対策

費 

 

事業検証委員会

開催費 

 

 

 

 

800 

 

500 

 

1,000 

 

 

 

1,000 

 

 

200 

900 

 

600 

 

1,500 

 

 

 

1,000 

 

 

200 

900 

 

600 

 

1,500 

 

 

 

1,000 

 

 

200 

1,000 

 

700 

 

2,000 

 

 

 

1,000 

 

 

200 

1,000 

 

700 

 

2,000 

 

 

 

1,000 

 

 

200 

（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 

 

国補助金、県補助金、町補助金、県連合会補助金、会費、手数料、共済受託料 等 

 

により充当する予定 
 

（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。 

 

 



（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誂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

No. I 名称

1 I 兵庫県

2 I 兵庫県阪神北県民局

公益財団法人
3 I ひょうご産業活性化センター

4 I 猪名川町観光協会

5 I 株式 会 社いながわフレッシュパ
ーク（道の駅いながわ）

6 I 株式会社池田泉州銀行

7 I 株式会社池田泉州銀行
日生中央支 店

8 I 株式会社みなと銀行川西支 店

9 I 尼崎信用金庫多田支 店

10 I 全国商工会連合会

11 I 兵庫県商工会連合会

I 代表者名 住所

1 知事
井戸 敏- 兵庫県中央区下山手通 5-10-1

局長
坂本 哲也 I 兵庫県宝塚市旭町 2-4-15

理赤事木
長正明 l 兵庫県神戸市中央区東川崎町 l-8-4

会

辻長口 悦司 l 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑 11-1

代
宮脇表

取
修締役 I 兵庫県川辺郡猪名川町万善字竹添 70-1

取締役頭取 I 大阪府大阪市北区茶屋町 18-14藤田 博久
支高店

木
長昌宏 i兵庫県川辺郡猪名川町松尾台 1-2-20

支 店長
山脇 信貴 I 兵庫県川西市中央町 7-22

1 支

山
店口長幸男 兵庫県川西市多田桜木 2-2-3

1
会長 東京都千代田区有楽町 1-7-1
森 義久 有楽町電気ビル北館 19 階

1
会

志
長
智 宣夫

兵庫県神戸市中央区花隈町 6-19
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