
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
姫路商工会議所（法人番号 3140005013559） 

姫路市    （地方公共団体コード 282014） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

１．創業・事業承継支援の強化 

２．ＩＴ・ＩＣＴ活用等による生産性向上支援の強化 

３．当地産業（工業・商業）の振興を通じた事業所支援の強化 

４．観光産業の育成および地域ブランドの向上 

事業内容 

 経営発達支援事業 
１．地域の経済動向の調査に関すること 

小規模事業者を取り巻く経営環境やその変化、業種や規模別の経営実態、地域特有の

課題などを提供するとともに、経営支援策の立案、間接的な経営支援活動としての行

政施策への要望活動等、多方面に活用する。調査結果はＨＰや当所会報等にて周知を

図るとともに、地区担当経営指導員等による訪問活動を中心に情報提供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 

「創業期」「成長・成熟期」「再生・転換期」など、企業のライフステージに応じた支

援を行うなかで、業績の進捗管理や事業計画の策定等で重要な役割を果たす「経営分

析」について、巡回相談や各種窓口における相談、各種セミナー、各種相談業務等を

通じて、分析の対象となる小規模事業者を洗い出し、外部環境と内部環境の双方の観

点を踏まえ経営分析を行う。分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画

策定等に活用し事業計画策定、実行、検証へとつなげる。 

３．事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者の経営課題を解決するため経営状況の分析を行った支援先に対して、地

域経済の動向調査や事業所ニーズ、経営状況の分析を踏まえ、必要に応じて専門家と

連携を図りながら、事業計画策定の支援をする。 

４．事業計画策定後の実施に関すること 

地区担当経営指導員等を中心に計画的な巡回等による進捗確認を行う。事業計画の進

捗状況を確認し進捗が芳しくない場合は、その原因を分析し指導助言を行うことによ

りフォローアップ支援を行う。当該支援には他の経営指導員や外部専門家等といった

第三者の視点を交え、原因の発見と今後の対応に反映する。 

５．需要動向調査に関すること 

ニーズ調査や利用実態・動向調査などを通して需要動向を調査・分析し、個社にフィ

ードバックすることで効果的な販売戦略やプロモーション、新商品開発等につなげ、

小規模事業者の「稼ぐ力」の強化を図る。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

セミナー等による情報提供、商談会の実施や出展支援、各種広報媒体の活用、事業所

間の交流等、ビジネスチャンス拡大を支援する。 

 

 地域経済の活性化に資する取り組み 
小規模事業者の経営改善と密接な関連のある地域経済の活性化のため、姫路市をはじめ

とする関係者と会議等を通じて方向性を共有しそれぞれが各所にて役割を果たすことで

地域経済の活性化を図る。 
 

連絡先 

姫路商工会議所 中小企業相談所 

〒670-8505 兵庫県姫路市下寺町 43 番地 

TEL:079-223-6557 / FAX:079-222-6005 E-mail:soudan@himeji-cci.or.jp 

 

姫路市 産業局 商工労働部 産業振興課 

〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目１番地 

TEL:079-221-2452  /  FAX:079-221-2508 E-mail:sankou@city.himeji.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  

 【地域の概況】 

 姫路市は、兵庫県の南西部に位置し、面積 534.48 ㎢で規模別順位では全国 130 位（令和元年

5 月現在）である。最近では平成 18 年（2006 年）に旧姫路市と周辺 4町（夢前町・香寺町・安

富町・家島町）が合併し、新姫路市となった。（姫路商工会議所は旧姫路市を管轄としている。） 

現在の人口は約 53万人で、人口規模は全国 32位・県内では 2番目（令和元年 5月現在）に位

置するが、平成 22 年をピークに減少の一途をたどっている。また、生産年齢人口も年々減少傾

向にあり、今後も少子高齢化が進行することが見込まれる。 

 

姫路市の人口推移および年齢別構成 

   
 

  当所管内においても人口ピークの年度（平成 27 年）に違いはあるものの、概ね同じ推移を示

しており、今後も姫路市全体の動きと同様に少子高齢化が進行することが予想される。 

 
出典：「昭和 60 年～平成 27 年国勢調査結果」（総務省統計局）及び「当所推計結果」 
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交通においては、神戸市まで約 50 ㎞、岡山市までは約 70 ㎞、大阪市や鳥取市までは 80～90

㎞の直線距離にあり、京阪神経済圏や中国・山陰を結ぶ利便性の高い交通の要衝となっている。 

   鉄道網は、当地域を東西に貫く形でＪＲ山陽新幹線、ＪＲ山陽本線が走り、西方面は福岡、

東方面は東京に結ばれ、新幹線により姫路と東京は約３時間という距離である。 

道路や鉄道等の都市基盤や豊かな自然環境に恵まれ、また、瀬戸内海気候に属し四季を通じて

温和な日が多く、自然災害の極めて少ない地域である。 

  平成 28 年度の姫路市市民満足度調査においては、「今後も姫路に住みたいか？」との質問に対

し肯定的な意見が 80％以上を占め、大手不動産・住宅情報サイト「ライフルホームズ」が実施し

た「住みたい街ランキング近畿圏版」においても 2年連続で 1位に選ばれるなど、高い評価を得

ている。 
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【産業構造】 

 「平成 28年経済センサス‐活動調査」によると、姫路市内事業所数は 23,660 事業所、従業員

数は 244,970 人となっている。管内の商工業者数は 19,804 事業所、小規模事業者は 14,855 事業

所で、事業所数の 75.2％を占めている。 

 小規模事業者の業種別割合は、卸売・小売業が全体の 27％、次いで宿泊業・飲食サービス業

14％、建設業 9％、製造業 8％の順となっているが、また、平成 28 年度兵庫県市町民経済計算に

よると、市内総生産（名目）の産業別構成では製造業が 24％と、卸売・小売業の 11％を上回っ

ている。 

更に付加価値額の構成比では、製造業が 28％と、卸売・小売業の 22％を上回っている。 

このことからも、製造業の付加価値や生産性における質の高さが、地域内の卸売・小売業等の

他の産業にも高い経済的効果をもたらしていることがうかがえる。 

当地の製造業は臨海部に鉄鋼、化学などの大企業やそれらを支える技術力のある中小企業が

集積し、全国有数の工業地帯を形成している。平成29年工業統計調査によると、製造品総出荷

額2兆2,332億円は全国で15位に位置し、総出荷額の内訳として鉄鋼業が5,639億円と最も多く、

ついで電気機械器具製造業が4,691億円となっている。全国と構成比を比較しても鉄鋼業、電気

機械器具製造業、化学工業、業務用機械器具製造業の割合が高く、当地が全国においても特に

ものづくり産業の盛んな地域であることが言える。 

また、姫路市の製造業の事業所は、従業員20人未満の小規模な事業所が事業所数全体の9割近

くを占め、そこで働く従業者は、姫路市の製造業全体の3割近くを占める。小規模事業者は、姫

路市内など地元との取引が中心の企業が多く、域内需要を発生させて地域内で経済を循環さ

せ、それぞれの活動を通じて地域経済を支える極めて重要な担い手となっている。    

 

製造業以外では、姫路城をはじめとする観光施設が存在することから、観光も主要産業の１

つとなっている。観光施設への訪問だけでなく、瀬戸内海の海の幸や特産品等多彩な食材、各

種イベント、地域の祭事を目当てに、毎年多数の観光客が国内外から訪れている。 

 

姫路市 総入込客数 

 
                   出典：平成 30 年度姫路市入込客数・観光動向調査 報告書 
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当地の事業所開業率および廃業率については、平成 30 年度で見ると開業数（444 件）が廃業

数（230 件）を大きく上回っており、開業率（4.3％）および廃業率（2.2％）についても、全国

平均（開業率 4.4％、廃業率 3.5％）と比較しても遜色ない水準を示しているが、将来的な生産

年齢人口の減少および高齢化の進行は当地においても例外ではなく、今後については楽観視で

きない状況である。 

 

 

②課題 

（ア）当地の景況 

・当所管内小規模事業者の業況は総じて改善傾向にあり、経済の好循環が小規模事業者にも行き

わたり始めている様子がうかがえる。他方で、大・中規模企業との差は依然として残っており、

景気拡大の恩恵を十分に受けているとは言い難い。さらに消費税率引き上げ等の影響もあり、先

行きの不透明感は強い。 

 

当地業況 DI の長期推移  

 
 

                      姫路商工会議所 景気動向調査（2019 年度第 2四半期）  

 

（イ）創業・事業承継等中小企業の活力強化 

  ・経営者の高齢化や後継者不在による廃業数の増加は当地においても例外ではなく、新たな地域

経済の担い手を創出するべく、創業者・事業承継支援は喫緊の課題となっている。 

・事業継続に必要な経営資源に乏しい小規模事業者にとって、創業後事業が軌道に乗るまでのフ

ォローが肝要であり、その支援が求められる。 

・事業承継に関しては管内事業者に対して意識調査を行い現状把握に努めているところである

が、具体的な課題についての聞き取り等、個社別のフォローに注力する必要がある。 
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 （ウ）人材不足対応・生産性向上 

  ・人材不足対応や生産性向上に関して、管内事業者の状況把握を目的に「人材不足に関する調査」

及び「ＩＴ活用に関する調査」（平成 28年度特別調査）を実施した。 

・その結果によれば、人材不足に関しては、７割以上の事業所が何らかの職種に不足を感じてい

る結果となった。また、小規模事業者のＩＴ活用に関しては、大・中規模事業者と比べて「ＩＴ

活用していない」の回答割合が高く、ＩＴ活用による生産性向上支援の必要性が顕在化された。 

 

[IT 活用状況について] 

 
姫路商工会議所 平成 28年度特別調査 

  

 

 

 

（エ）当地産業（工業・商業）の持続的な発展 

 〈工業に関する状況〉 

・前述のとおり、当地は全国屈指の「ものづくり産業のまち」であるが、これまで当地のものづ

くり産業が発展を遂げてきた背景には大企業と、その下請けを担う中小・小規模事業者との強固

な取引構造があった。しかし近年の国際競争の激化、大企業の国際分業体制の進展等により、当

地のものづくり産業を支える中小・小規模事業者を取り巻く環境は非常に厳しいものとなって

きている。このような状況の下、中小・小規模事業者が社会のニーズを的確にとらえ、自社技術・

人材の蓄積を生かした事業展開を図り、その付加価値を高めることで当地産業構造の変化に柔

軟に対応できるよう支援することが求められる。 
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〈商業に関する状況〉 

・小規模事業者がその大半を占める中心市街地の小売業は、事業所数、従業者数、年間商品販

売額は平成11年度から減少傾向にあり、平成28年度に微増したが、依然として減少が懸念され

る。 

本市全体に対し、中心市街地が占める事業所数、従業者数、年間商品販売額の割合は、平成

19年度から微増しているが、依然として、中心市街地の活力低下が懸念される。 

中心市街地内にある商店街の空き店舗数も横ばい状態が続いており、大きな改善には至って

いない。また、ヤマトヤシキ姫路店や姫路フォーラスといった大規模商業施設が閉店し、回遊

性の減少も危惧されているため、今後は、中心市街地の立地特性と店舗の集積を活かした、商

店街ならではの魅力と付加価値を向上することが重要と考えられる。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
                 出典：姫路市中心市街地活性化基本計画（素案） 

姫路市 市内企業アンケート調査「製造業」 

姫路市で事業を続ける上で心配していること 
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（オ）次世代産業としての観光産業育成 

  ・世界文化遺産姫路城の集客力は依然として高く、海外からの観光客数は増加傾向にあるもの

の、訪れる観光客の旅行形態の多くが姫路城等の観光施設の見学を中心とした通過型となって

いる。 

観光産業は宿泊業や小売・飲食店をはじめ幅広い分野におよび、その発展は小規模事業者にと

っても、経済波及効果や雇用誘発効果が期待される産業であるため、将来の当地経済発展におい

て重要な役割を果たすと期待されている。今後は姫路城だけに依存しない、観光客の滞在時間の

延長に向けた多面的な観光振興が求められる。 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

  

 

 ①10 年程度の期間を見据えて 

 

   「地域の現状および課題」でも示した通り、姫路市は臨海部を中心に全国有数の工業地帯を形

成する「ものづくり産業のまち」である。地域外より「外貨」を稼いでいる鉄鋼・電機機械・化

学製品をはじめとする基盤産業は、当地の従業員数、製造品出荷額等においても大きなウエイト

を占めており、今後も堅調な発展が期待される。 

   しかしながら、先に触れたように、国際競争の激化や大企業との取引構造の変化が顕在化して

きており、管内小規模製造業がビジネスモデルへの変革に乗り遅れることのないよう、新たな技

術開発や付加価値の向上に取り組めるための環境整備が必要である。 

   また一方で、生産年齢人口の減少と高齢化の進行により、小規模事業者の雇用確保が厳しく

なるとともに、事業承継の困難化による地域の経営資源散逸といった、社会的課題への対応に

も迫られている。 

中でも創業・事業承継、人手不足問題、生産性向上、といった小規模事業者にとって関連が

強い課題が山積しており、これらの課題解決に向けた取り組みを強化していくことが商工会議

所に求められている。 

また、中長期的な観点においては観光産業の育成も欠かすことはできない。観光産業は宿泊

業や小売・飲食店をはじめ幅広い分野におよび、小規模事業者にとっても販路拡大に有効な

「稼ぐ力」となる。姫路城という強力なコンテンツを擁しながら通過型観光に留まる現状を打

開するための新たな観光戦略の確立に向けた取り組みが重要である。 

   以上のことから当所は、前述した地域の現状と課題を踏まえ、管内小規模事業者に寄り添い、

持続的な発展が可能となるよう経営支援に取り組む。 
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②姫路市総合計画「ふるさと・ひめじプラン 2020」との連動性・整合性 

   姫路市は、人口減少社会の到来、グローバル化や地方分権の進展など、当市を取り巻く環境の

急激な変化に対応し、播磨地域の中核都市として成長を続けるために、将来を見据えた方策の転

換や再構築が不可欠であるとの認識のもと、2020 年度を目標に総合計画「ふるさと・ひめじプ

ラン 2020」を策定した。その計画の一部を次に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上述のように、当所が推進していく産業・観光振興や、まちづくり・都市基盤と連動した指針

が示されている。 

 さらに、当所と姫路市では、各執行部が一堂に会し姫路経済の振興に向けた中長期的な取り組

みについて意見交換を行うトップ会談「姫路市・姫路商工会議所経済振興対策会議」を毎年定期

的に開催し、地域戦略に基づいた各種施策の擦り合わせをすることで、中小・小規模事業者支援

に連携して取り組んでいる。 

 

姫路市総合計画「ふるさと・ひめじプラン 2020」基本計画（抜粋） 

基本目標１ ふれあいと賑わいある 協働・交流都市 

○観光の振興    

 ◆施策の概要 

  ・都市のホスピタリティの向上       ・観光客の利便性の向上 

  ・都心部の魅力を活かした都市型観光の推進 ・地域の魅力を活かした滞在型観光の推進 

  ・広域ネットワークによる観光の推進    ・多彩な姫路の魅力発信 

  ・国内外からのコンベンションの誘致    ・外国人観光客の誘致 

 

基本目標２ 風格と活力ある 歴史文化・産業都市 

○産業の振興              

  ◆施策の概要 

   ・戦略的な商工業の振興          ・企業立地に向けた魅力ある環境の整備 

   ・高度な研究開発機能の活用促進      ・挑戦する起業家への支援 

   ・地域を支える中小企業の育成と強化    ・地域に根ざした地場産業の育成と強化 

   ・中心市街地の活性化           ・賑わいある商店街づくりの促進     

・イノベーションを加速する産学官連携の促進  

 

基本目標３ やさしさと信頼に満ちた 教育・福祉都市（省略） 

 

基本目標４ 自然豊かで快適な 環境・利便都市 

 ○都心部まちづくりの推進 

  ◆施策の概要 

   ・キャスティ２１の推進          ・都心環境の整備 

○都市活動を支える基盤整備の推進 

  ◆施策の概要 

   ・交流によるまちづくりの推進 
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[出席者] 

姫路市 

市長・副市長、各局部長 

 

姫路商工会議所 

正副会頭・理事 

 

 

 

 

 

 

 ③姫路商工会議所としての役割 

   当所は、姫路市における中心部である旧姫路市を管轄とする総合経済団体として、兵庫県・姫

路市や他の支援機関と小規模事業者を結ぶパイプ役である。 

   また、平成 28 年には地方銀行・信用金庫と連携して、地域経済活性化および地方創生に向け

て適切な提言活動を行うための調査研究機関「姫路経済研究所」を立ち上げた。令和元年現在で

は、地元県立大学や民間企業とも連携し、研究調査活動を拡大させている。 

今後も更に各種支援施策の普及に努めるとともに小規模事業者に対する支援を通じて、個々の

小規模事業者の課題や支援ニーズを的確に把握し、これを各種支援施策に反映させて管内小規

模事業者の総合的な振興発展を推進していく役割を果たす。 
 
 

 

 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

  当地域の現状と課題および中長期的な振興のあり方を踏まえ、下記の通り目標を定める。 

 

１．創業・事業承継支援の強化 

「創業期」「成長・成熟期」「再生・転換期」など、企業のライフステージに応じた支援

により管内創業者の事業発展、また廃業による技術・ノウハウの逸失を防止するための円滑

な事業承継支援を行う。 

 

２．ＩＴ・ＩＣＴ活用等による生産性向上支援の強化 

    活用事例をはじめとする情報発信を積極的に展開し、管内事業者のＩＴ活用への関心を高

め、その戦略的活用に向けた支援を行う。 

 

３．当地産業（工業・商業）の振興を通じた事業所支援の強化 

    当地の強みである「工業」、中心部の賑わいを担う「商業」に関わる管内事業者の経営力

強化を目指す。 

 

４．観光産業の育成および地域ブランドの向上 

    観光を「稼ぐ産業」とするべく、入込客を増やしていくための当地観光マーケティングお

よびマネジメント強化を図り、管内事業者への経済波及を促進させる。 

姫路市・姫路商工会議所経済振興対策会議 
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（４）目標の達成に向けた方針 

 

 

１．創業・事業承継支援の強化 

  当所では創業者のためのワンストップ支援窓口「姫路創業ステーション」を姫路市と共同で

設置し、創業までの支援に留まらず、創業後の事業者に対するフォローアップを目的とした

「創業フォローアップセミナー」の開催や、地区担当経営指導員や外部専門家との連携による

金融・販路拡大支援をはじめとする個別フォロー等、小規模事業者が創業後、事業が軌道に乗

るまでの支援を行っている。 

  また、既存事業者の「再生・転換期」における支援として、事業承継診断や日々の巡回指導

を通じて、事業承継の早期着手に向けた啓発に取り組んでいるところであるが、管内事業者の

なかでも特に小規模事業者ほど自社の承継に対する危機意識が乏しいのが現状である。 

まずはセミナーや相談会、経営指導員による巡回指導などを通じた事業者の気づき促進に向

けた取り組みを継続強化していく。 

   さらに、事業承継支援が必要な事業者に対しては当所設置の事業承継相談窓口のみならず、

兵庫県事業引継ぎ支援センターや兵庫県事業承継支援ネットワークの専門的知見の活用および

市内金融機関との連携を一層深め、後継者の育成・確保に繋げる支援に取り組む。 

 

 

２．ＩＴ・ＩＣＴ活用等による生産性向上支援の強化 

   人材確保難や業務量増加による新規販路開拓の機会ロスは、小規模事業者にとって悩ましい

問題である。ＩＴ・ＩＣＴ活用はその課題を解決するための生産性向上ツールであるが、小規

模事業者にとっては敷居が高いイメージが拭えないのが現状である。 

   そのため、まずはＩＴ・ＩＣＴ活用による生産性向上セミナーや意識調査を実施し、支援対

象者を掘り起こす。 

   続いて、当所にてＩＴに関する相談対応を行っている「ＩＴコーディネータ」と連携し、ビ

ジネスアプリの導入や社内ネットワーク構築など、対象事業者の規模や課題内容に応じた身の

丈支援を実施する。 

 

 

３．当地産業（工業・商業）の振興を通じた事業所支援の強化 

   当所が姫路市と共同で設置している、ものづくりに関するワンストップ型の支援機関「姫路

ものづくり支援センター」と経営指導員が連携し多面的な支援を推進することで、「ものづく

りのまち姫路」を支える管内ものづくり事業者の企業力強化を促す。 

   具体的には、経営指導員と、常駐している３名の専門ディレクターとの連携による相談対

応、事業計画策定支援、自社の技術革新・製品高付加価値化を目指す小規模事業者に向けたセ

ミナーの開催および活用事例紹介等の情報提供を通じた個社支援を強化させる。 

   さらには管内事業者の製品や技術を他社および研究機関に向け情報発信するためのビジネス

マッチングの機会を提供する。 

   また、管内事業者支援をより効果的に行うため、当地域で産学連携の推進に取り組む機関・

組織で構成する「産学官連携会議」を毎月開催し、支援における方向性の共有を図る。 
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  商業振興の観点から、商店街の活力低下を阻止するため、商店街内を中心に、賑わいを創出

する事業を展開することで商店街の魅力向上や来街者の回遊促進を図る。また、商店街に加盟

する小規模店舗の後継者を対象に、活性化を目的とした相互研鑽・連帯交流等に取り組むため

の支援を行う。 

さらに、姫路市との連携を強化し、商店街の立地環境・業種構成に応じた施策の提案ができ

る体制を構築する。 

   

 

４．観光産業の育成および地域ブランドの向上 

  ①販路機会創出およびブランド育成（管内事業者への直接支援） 
・インバウンド客に対してアンケート調査を実施しニーズを取り纏め、その結果を観光事業を

主とする管内事業者に情報提供することで、マーケティング強化および新商品企画・選定を促

し販路拡大に繋げる。 
・地域の魅力・特性を活かした観光振興事業や地域ブランドづくりに向けた取り組みを実施

する。また、当所単独事業のみならず、近隣の商工会議所との連携事業も実施することで普

及効果拡大を目指す。 

 

②入込客増加にむけた当地環境整備（管内事業者への間接支援） 
   ・当地の観光産業が広範にわたって経済波及効果を生み出す新たな産業に成長するためには、

国内外からの観光客を誘引する「戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーション」が重要と

なる。当所においては、姫路市や姫路観光コンベンションビューローといった関係団体と連携

し、観光都市の形成に向けた体制を整備する。 
・Wi-Fi 無料設置等観光インフラ整備を行政に提言し、インバウンド客の利便性向上による集

客増を促す取り組みを実施し、管内小規模事業者の販路開拓に向けた支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３ 
 

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 

   当所では、姫路地域の景況調査を四半期毎に実施しており、地域経済の動向に関し行政、

諸機関の取り纏めた調査結果とあわせ、域内事業者へ当所ホームページ・会報、メルマガ、巡

回・窓口相談等を通じ提供し、小規模事業者をとりまく外部環境の周知活動を展開している。 

しかし、小規模事業者は全般的な経済動向よりも自社の売上動向等を注視しがちであり、経

済動向に対する関心が薄い事業者も多く見受けられる。そのため、当所ホームページや会報等

を活用し、地域の経済動向に関心が薄い層への周知を強化する必要がある。 

 

（２）事業内容 

①姫路市内景気動向調査 

当所が四半期ごとに実施する独自調査であり、管内中小企業・小規模事業者の景況感を早

期かつ網羅的に把握するため、約 4,900 社を対象に実施する。直近の実績では 1,197 社より

回答があり、うち 764社（構成比 67.4％）が小規模事業者からの回答である。回答事業所数

も多く、小規模事業者の割合も管内商工業者数に対する割合と類似であるため、管内の景気

動向を把握する総合的な調査として実施する。 

【調査対象】管内中小・小規模事業者等 約 4,900 社 

【調査項目】・業種、規模 

・今期の見込みと次期（翌四半期）の見通しについて次の項目 

業況、従業員過不足、設備投資動向、在庫、資金繰り、来期の投資予定、

経営上の関心事・問題点 

・特別調査 

調査時期や緊急性に応じて、人材の採用、消費税の転嫁状況、外国人材の

雇用、高齢者雇用等、小規模事業者の関心が高いテーマについても調査す

る。 

【調査手法】調査票のＦＡＸ送信・回収によるアンケート調査方式 

【分析手法】経営指導員等が当所内にある姫路経済研究所研究員と連携し分析を行う 
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②「数字で見る姫路経済」の刊行 

官公庁が調査・公表している地域の統計情報は、小規模事業者にとっても経営計画や事

業計画の策定にあたり有益なものが多い。しかし、出所がバラバラで調査結果の検索や分

析に時間をかけることができないために活用されていないことが多い。当所では毎年、Ｒ

ＥＳＡＳ等を活用し姫路経済の動向を示す主要指標を取り纏め、図表化、グラフ化するこ

とで小規模事業者等に分かりやすく情報提供する。 

【調査対象】人口、産業、観光の官公庁統計データ 

【調査項目】・人口（人口、世帯数、総人口等の推移及び編入・合併等の変遷、人口増減、

年齢階層別人口推移及び将来人口、小学校校区別人口増減率、世帯類型別推移

及び推計について、国勢調査・姫路市人口異動状況より図表化、グラフ化し商

圏人口の動向データとして提供する。） 

・産業（業種別事業所数、製造品出荷額等、卸売業・小売業年間商品販売額に

ついて、経済センサス・工業統計調査より図表化、グラフ化し業界動向データ

として提供する。） 

・観光（姫路市総入込客数、姫路城入城者数について、姫路市入込客数・観光

動向調査よりグラフ化し顧客動向データとして提供する）等 

【調査手法】経営指導員等によるＲＥＳＡＳ等公表データ調査 

【分析手法】経営指導員等が当所内にある姫路経済研究所研究員と連携し分析を行う 

 

 

（３）成果の活用 

①姫路市内景気動向調査 

当所ホームページや当所会報に掲載し、広く事業者に周知するとともに、調査結果を行政

や播磨経済記者クラブに資料提供し、中小企業・小規模事業者の景況感の実態把握や施策の

基礎資料として活用を促す。また、経営指導員等が巡回指導や窓口指導を行う際の参考資料

とし、経営分析・事業計画作成におけるデータとして活用する。さらに、間接的な経営支援

活動としての行政施策への要望活動等、多方面に活用する。 

  ②「数字で見る姫路経済」の刊行 

    当所ホームページで公表するとともに、経営指導、経営分析ならびに事業計画策定支援の資

料として活用する。小規模事業者が地域全体を見据え、マクロの視点で自らの強みを見出せる

よう、印刷物も用意し巡回指導の際に説明し活用を促す。 

 

 

（４）目標 

目標項目  現状 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

① 公表回数  4 4 4 4 4 4 

② 公表回数  1 1 1 1 1 1 
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３．経営状況の分析に関すること 
（１）現状と課題 

当所では小規模事業者の持続的発展に向け「創業期」「成長・成熟期」「再生・転換期」な

ど、企業のライフステージに応じた支援を行っており、巡回・窓口相談での経営相談の初期

段階において対面型のヒアリングや現地調査にて実態把握をするとともに、財務の内容、そ

の他の詳細な状況・課題の把握を徹底しており、経営状況分析を行うことで、自社の強み、

製品やサービスの特長、競合他社の状況、売上や利益の推移、また資金や人員等、経営資源

の把握を可能としている。これにより、経営指導員等と小規模事業者が共通の認識を持った

上で、自社の「強み」を活かし、需要を見据えた事業計画の策定と遂行支援を行った。 

また、「持続化補助金をきっかけとした経営分析・経営計画セミナー」、「生産性向上セミナ

ー」などを開催し、自社の状況を把握するための経営状況分析の効果の周知をしているが、

参加者が少ないセミナーもあるため、小規模事業者の関心事やよりニーズを踏まえたテーマ

でのセミナーを開催することが課題となっている。 

 

（２）事業内容 

①対象者の掘り起し 

地区を担当する経営指導員が、事業所管理システム（事業所データベース）を活用して過去

の支援先（補助金申請者、経営革新支援先、マル経融資制度利用先など）を抽出し、販路開拓

や経営革新、経営改善などに意欲的な小規模事業者を中心に、計画的な巡回や窓口相談により

掘り起こしを行う。特に巡回については、地区担当経営指導員７名で下記の目標に向かって取

り組む。 

また、経営状況分析の必要性を喚起するため、販路開拓、生産性向上など喫緊の経営課題・

ニーズを踏まえ、各種補助金申請も見据えた「経営状況分析セミナー」を開催する。 

全セミナーで参加者全員を対象とするアンケート調査を行い、経営課題と支援ニーズを把握

し、経営指導員等による事後相談や支援に繋げる。 

 

【セミナー募集方法】巡回・窓口での案内、ＨＰ・当所広報誌での広報 

【開催回数・参加者数】２回/年・30 名/回×２回 

 

②経営分析の内容 

（ア）経営分析 

当所の経営計画策定支援ツール（ＢＩＺミル等）を活用し、売上高総利益率、経常利益

率、流動比率、当座比率、労働分配率等の項目を元に財務分析を行うとともに、業務の流

れ、ＣＦ、内部環境（保有する知的資産、自社の強み・弱み等）、外部環境（競合他社、

買い手、売り手、新規参入、代替品等）についても分析を行う。定性分析に際しては、Ｉ

Ｔ導入･活用状況、販路開拓等の喫緊の経営課題も踏まえて分析を進める。 

また、従来の財務分析に加え、収支分析や資金繰りなど様々な角度から分析を行い、分

析したデータは事業者に提供するとともに、経営改善提案を行う。 

 

【対象者】経営革新や販路拡大などで事業の維持・拡大を図る小規模事業者 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」 

《定量分析》売上高総利益率、経常利益率、流動比率、当座比率、労働分配率、 

損益分岐点売上高等 

《定性分析》強み、弱み、脅威、機会等 

【分析手法】当所の経営計画策定支援ツール「ＢＩＺミル」や経済産業省の「ローカルベン

チマーク」中小機構の「経営計画つくるくん」等のソフトを活用し、経営指導員

等が分析を行う。 
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（イ）事業承継診断 

経営指導員等が、兵庫県指定の事業承継診断シートを用いて診断を行い、経営状況分析

（定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」）と合わせて事業継続の方向

性を確認する。 

 

【対象者】経営者が 60歳以上の小規模事業者 

【分析項目】後継者候補の有無、準備状況（後継者への告知、教育、引継ぎ、周知）、今後の

事業見通し、相談先の有無、承継方法（親族、役員･従業員、第三者）、財務分析、

非財務分析等 

【分析手法】事業承継診断シートを用いて聴き取り調査を行い、経営指導員等と当所事業承

継相談窓口の相談員が連携して調査結果や本人の意向等を踏まえ、分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

分析結果は当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等、課題解決に向けた伴走型支

援に活用する。 

また、分析結果と経営改善提案は事業所管理システム（事業所データベース）を使って組織

で共有化し、経営指導員等が巡回時や相談窓口においてタイムリーに活用することにより支援

力のアップに繋げる。 

分析結果は隔週、経営指導員連絡会議（経営指導員、創業・事業承継担当職員等によるミー

ティング）や部所内ミーティングで情報共有し、課題抽出の着眼点、支援のポイントなどを確

認し合い分析力の向上を図る。あわせて事業所管理システムにデータを蓄積し、部所間での情

報共有に繋げる。 

 

（４）目標 

 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 Ｒ6年度 

巡回活動件数(件) 5,500 5,600 5,700 5,800 5,900 6,000 

窓口相談件数(件) 3,500 3,550 3,600 3,650 3,700 3,750 

経営状況分析セミナー

開催(回数) 
1 2 2 2 2 2 

経営分析件数(件) 280 290 306 310 310 310 

※補足：発達支援事業に従事する経営指導員等として経営指導員 16名、経営支援員４名、伴走型

指導員１名である。 

 経営指導員のうち５名は管理職（プレイングマネージャー）の経営指導員である。 

経営分析の積算根拠として管理職の経営指導員は 10 件、経営指導員・伴走型指導員１名

あたり 20件、経営支援員１名あたり５件、令和４年度を目処として目標を設定する。 

Ｒ２年度（管理職 10 件×５名＋経営指導員 19 件×11 名＋伴走型指導員 19 件×１名＋経営支

援員３件×４名＝290 件） 

Ｒ３年度（管理職 10 件×５名＋経営指導員 20 件×11 名＋伴走型指導員 20 件×１名＋経営支

援員４件×４名＝306 件） 

Ｒ４年度以降（管理職 10 件×５名＋経営指導員 20 件×11 名＋伴走型指導員 20 件×１名＋経

営支援員５件×４名＝310 件） 
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４．事業計画策定支援に関すること 
４－１．既存事業者支援 
（１）現状と課題 

経営状況の分析を行った支援先に対して、経営指導員等による巡回や窓口相談、「事業計

画策定セミナー」の開催と事後フォローを通して案件発掘を行っており、セミナー受講生へ

の事後フォローが計画策定に効果的であったことから、引き続き取り組む。 

また、事業計画の策定に関しては、それ単体では取り組みに抵抗感があるものの、補助金

や資金繰り相談等、機会を捉え経営指導員等との対話を通して計画策定の必要性を伝えた上

で進める。計画策定に際しては、地域の優位性や特長、経営状況の分析や需要動向を踏まえ

た事業計画とすることで、より実現性の高い事業計画の策定へとつなげることが必要となっ

ている。 

 

（２）支援に対する考え方 

多くの小規模事業者は、経験と勘に頼って事業を行っていることが多く、客観的な経営分

析に基づいた事業計画を策定し、合理的な経営を行っている事業者は比較的少ない。 

そこで、小規模事業者に対して、計画策定の取り組みで成功している事例を示し、地域の

経済動向や経営状況や需要動向等の分析を踏まえて、売上増加や収益確保等、安定した事業

継続ができる実現性の高い事業計画の策定支援を行う。 

 

（３）事業内容 

①支援対象者の掘り起し 

経営状況分析を行った支援先(補助金申請者、経営革新支援先、マル経融資制度利用先、

経営状況分析セミナー等の参加者など)に対して、経営指導員等が巡回等による事後フォロ

ーを行うほか、経営革新塾等「事業計画策定セミナー」への参加を促すことにより、支援対

象者の掘り起こしを行う。 

 

【セミナー募集方法】巡回・窓口での案内、ＨＰ・当所広報誌への掲載 

【開催回数・参加者数】４回／年・80名／年（20名/回×４回） 

 

②事業計画策定支援 

経営状況の分析を行った事業者を対象として、売上増加や収益確保等、安定した事業継続

に繋がる実現性の高い事業計画の策定支援を行う。事業計画策定にあたっては、経営状況の

分析結果や経営課題を踏まえるとともに、地域情報等の客観的なデータ（ＲＥＳＡＳ）も活

用する。 

また、持続化補助金やものづくり補助金等の申請時に必要な事業計画策定を積極的に支援

するとともに、計画策定において専門的課題がある場合は、専門家派遣を効果的に活用しな

がら課題解決を図る。支援内容については事業所管理システム（事業所データベース）にデ

ータを蓄積し、経営指導員間で情報共有を行う。 

 

【支援対象】経営状況分析を行った事業者 

【手段・手法】経営状況の分析を行った事業者に経営指導員等が担当制で寄り添い、必要

に応じて経営革新塾等「事業計画策定セミナー」への参加を促し、策定支援

を行う。経営指導員等の他、専門家の知見も活用する。 
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（４）目標 

 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 Ｒ6年度 

事業計画策定セミナー

開催(回数) 
4 4 4 4 4 4 

事業計画策定件数(件) 200 205 210 215 220 220 

※事業計画策定件数は上記の数を当所全体の目標総数とする。 

上記件数には内数として４－２．創業支援、４－３事業承継支援、４－４．生産性向上支援を含

む。 

 

 

４－２．創業支援 

 

取組方針は以下のとおりとする。 

（１）現状と課題 

創業の支援については、創業ステーション（※１）を中心とした相談体制を平成２６年よ

り構築しており、当地における創業の相談を受け持っている。既存事業者とは異なり、創業

希望者へのアプローチ方法は多岐に渡るため、引き続き丁寧な支援を行うことでの口コミ効

果や存在の認知など地道な活動の積み上げにより、創業に繋がる相談件数の増加に取り組

む。 

※１：創業ステーションとは、産業競争力強化法に基づき姫路市と当所が共同で実施して

いる創業支援窓口を指しており、金融機関出身の創業支援相談員２名が、創業前（準備段

階）から創業後５年目までの層を対象として、創業に必要となる経営・財務・人材育成・販

路開拓から、金融・補助金申請支援など、創業期の困りごとに対してワンストップ窓口での

相談支援を行っている。 

 

（２）支援に対する考え方 

地域の現状でも述べたとおり、姫路市は全国平均と比べると開業率は遜色がない水準であ

るものの、地域の活力を維持・発展を図るためには創業後に１社でも多く支援先企業が成長

軌道に乗れるよう、創業後のフォローアップを強化し、持続的発展に繋げていく。 

支援にあたっては、姫路市、兵庫県、地域金融機関、その他の外部支援機関等の専門的知

見を活用し、総合的な支援力を高める。 

 

（３）事業内容 

①創業希望者の掘り起し 

創業への関心があるものの、明確となっていない層を対象とした「創業スタートアップセ

ミナー」を実施する。セミナーの開催にあたっては、各種支援機関や地域金融機関、業種団

体などと連携することにより、支援対象先の裾野を広げる。 

本セミナーを通じて創業の意思が明確となった方や興味関心が沸いた方に対して、一層の

起業の実現に繋げるため、セミナー参加者への事後フォローの実施に取り組んでいく。 

 

【セミナー募集方法】ＨＰ・新聞・地域情報誌、姫路市広報誌、外部機関への案内・募集

協力依頼等 

【開催回数・参加者数】１回／年・30名／年（30名/回×１回） 

 

②創業計画策定支援 

創業ステーションを設置し、創業に関する手続きの案内から、計画策定・創業後の困りご

とまで幅広く相談に対応する。 
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あわせて、早期に起業を目指す方を対象とした講座である創業塾を年４回開催する。 

なかでも、姫路市での開業相談が多いサービス業(特に美容業、飲食業)に特化した創業塾

を実施するなど全５日間の本格的なカリキュラムで開催する。 

また、創業意識が高く起業の実現性が高い方に受講を促すため、日本政策金融公庫、地域

金融機関等と連携して受講生を募集し、更には創業ステーションの相談窓口による受講後フ

ォローを徹底することにより確実な計画策定、起業に繋げる。 

 

【支援対象】創業相談窓口利用者や創業塾受講生等 

【手段・手法】創業塾の受講を通して計画が策定できるようなカリキュラムを組むととも

に、受講後も塾講師が事後フォローとして相談対応、策定指導を行う。 

さらに、創業予定地に基づき地区担当経営指導員が担当制で寄り添い、課題

に応じて中小企業診断士等の専門家も交えた三者で計画の策定を行う。 

【創業塾募集方法】ＨＰ・新聞・地域情報誌、姫路市広報誌、外部機関への案内・募集協

力依頼等 

【開催回数・参加者数】４回／年・100 名／年（25 名/回×４回） 

 

（４）目標 

 現

状 

Ｒ2

年度 

Ｒ3

年度 

Ｒ4

年度 

Ｒ5

年度 

Ｒ6

年度 

①創業希望者掘り起しのための 

創業スタートアップセミナー開催（回数） 
1 1 1 1 1 1 

②創業計画策定支援のための 

創業塾開催（回数） 
4 4 4 4 4 4 

②創業計画書策定件数 50 50 50 50 50 50 

 

 

４－３．事業承継支援 

（１）現状と課題 

経営指導員等の巡回や窓口相談を通じて案件発掘を行ったほか、「事業承継機運醸成セミ

ナー」「Ｍ＆Ａセミナー」「特例事業承継税制セミナー」などの事業を実施した。また、昨年

度から当所では事業承継ネットワークに参画するとともに、事業承継相談窓口（※２）を設

置しており、事業所からの事業承継相談に対する初期対応に応じる体制を整えた。また、事

業承継の気づきを促すための事業承継診断と各種セミナーを継続して実施することで、案件

発掘を強力に進めることが課題となっている。 

 

※２：事業承継相談窓口とは、姫路市の支援をうけ当所が事業承継の初期相談に対応する

ための窓口を指す。金融機関出身の相談員が、事業承継の準備に向けた必要性の掘り起こし

から、プレ承継・承継計画策定・ポスト承継など、承継に関する支援を行っている。なお、

相談内容によっては他の専門家や支援機関と連携し支援を行っている。 

 

 

（２）支援に対する考え方 

経営者の年齢分布は 69歳が一番多く（※３）、今後 10年間で、高齢化した経営者の大量

引退が予想されている。企業数の 99％を占める中小企業・小規模事業者は、雇用の担い手、

多様な技術・技能の担い手として、我が国の経済・社会において重要な役割を果たしてい

る。 

その活力を維持していくためには、事業価値を次世代に引き継いでいくことが不可欠であ

り、事業承継への早期の取組みを働きかけていくことが喫緊の課題となっている。 
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こうした中、当所では兵庫県事業引継ぎ支援センターや兵庫県事業承継支援ネットワーク

の専門的知見を活用し、事業者の状況に応じた承継支援(プレ承継、承継計画策定、ポスト

承継)支援を進める。 

特に令和４年度までが事業承継税制（特例措置）の特例承継計画の提出期間であることか

ら、事業承継の啓発と特例事業承継税制の活用、事業承継計画策定を集中的に推進する期間

として啓発・策定支援を強化していく。 

 

※３：「2019 版中小企業白書」より 

 

（３）事業内容 

①支援対象者の掘り起し 

経営指導員等が、窓口対応・巡回を通して事業承継診断を行い、その結果から必要性が

高いと判断した先に対して働きかけを行う。当所の事業承継相談窓口の活用のみならず、

あわせて兵庫県事業引継ぎ支援センターや兵庫県事業承継支援ネットワークと連携し、事

業承継に関するセミナーや相談会を開催する。 

 

【セミナー募集方法】巡回・窓口(事業承継診断時)での案内、ＨＰ・広報誌への掲載 

【開催回数・参加者数】２回／年・40名(20 名/回×２回） 

 

②事業承継計画策定支援 

県下に設置の兵庫県事業引継ぎ支援センターや兵庫県事業承継支援ネットワークと連携

を密にし、第三者承継や親族承継、従業員承継など、事業者の状況にあわせた承継計画の

策定支援を行っていく。 

あわせて、経営指導員等の事業承継に関する支援能力向上のため、税制改正や補助金情

報に関する研修を実施するほか、事業承継支援相談窓口の相談員との同行訪問などＯＪＴ

にも取り組む。 

 

 

【支援対象】事業承継診断実施事業者のうち支援を要すると判断された事業者 

【手段・手法】経営指導員等が承継診断を行った事業所に担当制で寄り添い、事業承継

相談窓口、事業承継支援ネットワークや事業引継ぎ支援センターの専門家

と同行・同席しながら計画の策定に繋げていく。 

 

（４）目標 

 
現状 

Ｒ2

年度 

Ｒ3

年度 

Ｒ4

年度 

Ｒ5

年度 

Ｒ6

年度 

①支援対象者の掘り起しのための 

事業承継セミナー開催（回数） 
2 2 2 2 2 2 

②事業承継計画策定件数（件） 2 3 4 5 5 5 
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４－４．生産性向上支援 

（１）現状と課題 

生産年齢人口の減少および少子高齢化の進展に伴い、小規模事業者は人手不足、売上機会

のロスによる売上減少に直面している。 

そのような小規模事業者にとっての喫緊の課題解決を図るべく、当所では 2018 年度より

ＩＴ相談窓口を設置し、ＩＴコーディネータによる指導のもと、小規模事業者の身の丈にあ

ったＩＴ・ＩＣＴの活用による生産性向上支援に取り組んでいるが、小規模事業者のＩＴ・

ＩＣＴ活用に対する認識は低調である。 

そこでまず、導入事例の紹介など啓発方法を工夫することにより小規模事業者に気づきを

与え、取り組みの必要性への理解を促すことが必要である。 

また、2019 年 10 月の消費税増税・軽減税率導入を契機に、売上・仕入れ処理や経理業務

の見直しが必要となっている小規模事業者も多い。 

このような点を踏まえ、ＩＴ・ＩＣＴの導入を支援し、人手不足への対応や売上の向上、

税制改正への対応を促進する必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

ＩＴ・ＩＣＴの活用による生産性向上支援は、単にＩＴ化による業務の効率化だけでな

く、複数のビジネスアプリ(クラウド会計、モバイルＰＯＳレジ等)の導入を提案することに

より、生産性向上とともに、蓄積データを活用した売上アップの仕組み作りをも目指すもの

である。 

また、ＩＴ化は創業時に取り組みやすい課題でもあるため、創業塾受講生など創業予定者

向けに情報発信、セミナー案内等を行い、支援対象の拡大を図る。 

 

（３）事業内容 

①支援対象者の掘起し 

経営状況の分析を行った小規模事業者のうちＩＴ化の支援を要する小規模事業者に対し

て、経営指導員等の巡回による働きかけを行う。 

また、「ＩＴ・ＩＣＴ活用による生産性向上セミナー」を実施し、参加を促す。セミナー

は、導入事例の紹介や実際のクラウドサービスの実習を盛り込むなど、小規模事業者がＩ

Ｔ・ＩＣＴ活用による生産性向上を実感できる内容とする。更にＩＴベンダーと共催する

ことにより、より広範な掘起しを図る。 

 

【セミナー募集方法】巡回・窓口での案内、ＨＰ・広報誌への掲載 

創業塾受講生など創業予定者向けに個別案内 

【開催回数・参加者数】２回／年・40名(20 名/回×２回） 

 

②事業計画（導入計画）策定支援 

ＩＴ相談窓口を設けて、導入状況の聞き取りや相談対応を行うとともに、ＩＴコーディ

ネータと連携し、安価に導入可能なクラウドサービスを中心に事業所の規模、業務フロー

にあわせて身の丈に応じたビジネスアプリの導入計画の策定支援を行う。 

また、計画策定にあたっては、導入により売上アップに繋がるよう、複数のビジネスア

プリ（クラウド会計、ＰＯＳレジによる顧客管理など）を実際に提案し、実効性のある計

画を目指す。 

 

【支援対象】経営状況分析を行った小規模事業者のうちＩＴ化の支援を要すると判断さ

れる小規模事業者、創業塾受講生など創業予定者 

【手段・手法】経営指導員が担当制で寄り添い、必要に応じＩＴ専門家と同席して相談
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対応し、実際の導入まで見据えた計画の策定を支援する。 

 

（４）目標 

 
現状 

Ｒ2

年度 

Ｒ3

年度 

Ｒ4

年度 

Ｒ5

年度 

Ｒ6

年度 

①支援対象者の掘起しのための 

生産性向上セミナー開催（回数） 
2 2 2 2 2 2 

②事業計画（導入計画）策定件数（件） 5 6 7 8 9 10 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 
５－１．既存事業者支援 

（１）現状と課題 

事業計画策定先に地区担当経営指導員が寄り添い、巡回・窓口対応を通して進捗状況の確

認、支援を行った。各担当が寄り添うことで、計画の進捗状況を継続的に把握でき迅速なフォ

ローに繋がっているが、担当経営指導員により支援の質にばらつきが生じている。 

今後は、事業所管理システム（事業所データベース）や経営計画策定支援ツールを活用し、

計画の進捗状況を継続的に把握するだけでなく、支援の質にばらつきが生じないよう組織的な

フォロー体制を構築することが課題となっている。 

 

（２）支援に対する考え方 

フォロー対象は計画策定を行った全事業者とする。 

そのうち特に計画の「新規性・独自性」「市場性」「具体性」「現実性」や「経営者の事業意

欲」の高い事業所を選定し、重点支援先として支援を行う。 

ただし、支援先において進捗が思わしくなく事業計画との間にズレが生じていると認められ

る場合は、要濃密支援先として第三者の視点を交えた濃密支援を行う。 

 

（３）事業内容 

① 実施支援体制 

地区担当経営指導員７名が事業計画策定を支援した事業者に担当制で寄り添い、定期的に

面談スケジュールを組んで、巡回･窓口対応を通して進捗状況の確認と状況に応じた支援を行

う。 

また、支援内容のレベルアップを図るため、所属長が日々面談内容を確認し、経営指導員

に対してきめ細やかなアドバイスを行う。あわせて、事業所管理システム（事業所データベ

ース）を活用し、所属長のアドバイスや個々の経営指導員の支援内容を共有していくことに

より、組織的なフォロー体制の強化を図る。 

 

② 実施支援内容 

（ア）伴走型支援 

フォロー対象は計画策定を行った全事業者とし、重点支援先に対しては四半期毎に巡回等

により接触し、進捗状況や課題を聞き取る。また、必要に応じ専門家の知見を活用しながら、

課題解決と計画実行に向けた支援とあわせて、事業者と相談のうえ「売上増加」、「利益増加」、

「付加価値額増加」、「Ｂ/Ｓの改善」等の成果指標を設定し、計画の実施だけではなく、さら

なる成長に向けた支援に取り組む。 

なお、重点支援先以外の小規模事業者（一般支援先）に対しては、最低年２回の頻度で巡

回し、前述に準じた支援を実施する。 

ただし、小規模事業者からの申し出や事業計画の進捗状況により臨機応変に対応する。 
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加えて、要濃密支援先については、まず担当経営指導員が原因分析と改善案を作成し、改

善案は経営指導員間で検討の上、質の高い改善提案を行う。 

更には、必要に応じて他の経営指導員や外部専門家等との帯同訪問などにより第三者の視

点を交え、事業計画と現状のズレが生じている原因の発見と今後の対応に反映する。 

フォローの状況は随時事業所管理システムに蓄積し、経営指導員間、部所間の情報共有を図

り、支援の質を高めていく。 

そのほか、特に販路開拓や商品力の向上を課題としている事業者には、地区担当経営指導

員等が当所実施の商談会や、他地域で開催される商談会の活用を提案する。商談参加事業者

には、参加準備として提案内容のブラッシュアップ、プレゼン準備、面談同席によるバイヤ

ー意見の確認、今後の対応策等を支援する。 

商品開発や知財相談など専門性が求められる課題については、専門家による支援を有効に

活用する。 

事業の成長過程において資金を必要とする事業者は、日本政策金融公庫のマル経融資制度

や小規模事業者経営発達支援融資制度、兵庫県の制度融資や姫路市の兵庫県信用保証協会保

証料に対する助成制度の活用を促す。 

 

（イ）フォローアップセミナー 

     事業計画作成後に生じた課題や事業遂行のために必要な情報提供を行うための事業計画実

施フォローアップセミナーを開催し、事業計画実施支援を行う。 

 

【セミナー募集方法】事業計画を策定した全事業者に対し、ＤＭ・巡回・窓口等での案内を行

う。 

【開催回数・参加者数】年２回／年・40 名(20 名/回×２回） 

 

 

（４）目標 

 
現状 

Ｒ2

年度 

Ｒ3

年度 

Ｒ4

年度 

Ｒ5

年度 

Ｒ6

年度 

事業計画実施フォローアップセミナー

回数(回) 
2 2 2 2 2 2 

フォローアップ対象事業者数 

（重点支援先/一般支援先） 

200 

（160/

40） 

205

（164/

41） 

210 

（168/

42） 

215

（172/

43） 

220

（176/

44） 

220

（176/

44） 

フォローアップ頻度 

(延べ回数) 
720 738 756 774 792 792 

売上増加事業者数 ― 40 50 60 70 80 

利益率増加事業者数 ― 40 50 60 70 80 

※目標の設定について、対象事業所全体のうち８割は重点支援先として四半期に一度、２割は一般支

援先とし半年に一度以上巡回等により接触する。 

※フォローアップ対象事業者数・頻度（延べ回数）は上記の数を当所全体の目標総数とする。上記件

数には、内数として５－２．創業支援、５－３．事業承継支援、５－４．生産性向上支援を含む。 
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５－２．創業支援 

 

（１）現状と課題 

創業相談窓口の利用者や創業計画策定者に対しては、当所設置の創業ステーションにて創業

担当職員が担当制で支援を行っている。創業後については、創業担当職員から地区担当経営指

導員へ支援情報を含めて引継ぎを行うものの、創業後５年までを創業期と位置づけ、事業の継

続率を上げるために創業担当職員と地区担当経営指導員が連携して支援にあたっている。 

しかし、創業当初は創業担当職員のみに支援を依頼することが多く、地区担当経営指導員と

の棲み分けが発生しがちになるため、帯同訪問などを通じて創業者が相談しやすい環境づくり

に取り組む必要がある。 

 

 

（２）支援に対する考え方 

創業計画を策定した後は、創業者と創業準備段階にとどまる創業希望者が混在する状態であ

る。 

まず、創業者に対しては創業前の想定と創業後の現実のミスマッチが予想されるため、創業

後速やかに支援を開始する。 

創業希望者に対しては創業計画から実施にいたる過程において創業の実現に対して障害が

発生している可能性があるため、その対応や改善にあたり支援を行う。 

いずれの場合についても状況把握と的確な支援が肝要となるため、案件に応じて専門家や創

業候補地区の地区担当経営指導員を交えた積極支援を行う。 

 

（３）事業内容 

創業計画を策定した全ての事業者、創業塾受講生を対象として、四半期に一度の頻度で電話

や巡回による進捗状況の確認、改善等の支援を実施する。 

 

①実施支援体制 

創業ステーションの創業担当職員が担当制で寄り添い個別支援を行うことを基本とする。 

特に早期の起業を目指す創業塾受講生に対しては、創業担当職員が随時、創業の準備状況や

支援ニーズのヒアリングを実施し支援に繋げる。 

また、支援レベルの向上を図るために、所属長は日報を通じて面談・支援内容の確認を常に

行い、創業担当職員に対してアドバイスを実施する。 

支援者毎の状況や支援内容については、事業所管理システム（事業所データベース）にデー

タを蓄積し、創業担当職員だけでなく、経営指導員間、部所間で情報共有を図っていく。 

 

②実施支援内容 

創業塾の卒業生に対しては、創業ステーションの創業担当職員が四半期毎に創業の準備状況

や支援ニーズのヒアリングを実施。その内容を地区担当経営指導員と共有し、課題に応じて専

門家による相談窓口の利用を促す、資金繰り相談に応じる等、解決に向けた対応を行う。 

また、金融機関や創業塾講師の協力を得て、融資相談会を年２回開催するほか、創業フォロ

ーアップセミナーも年２回行い、創業後軌道に乗るまでの支援を強化する。 

創業者に対しては、地区担当経営指導員等が創業計画に基づき、ターゲット顧客のズレや売

上計画、資金計画など経営基盤にかかわる点に着目したフォローアップを実施する。 

創業担当職員・経営指導員等の支援レベルの高位平準化を図る対応として、支援情報を記録

したデータベースを通しての支援内容の共有や、所属長の創業担当職員に対するアドバイスの

徹底、必要に応じて創業担当職員が支援に同行してフォローする等を行う。 
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（４）目標 

 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 Ｒ6年度 

創業後フォローアップ

対象事業者数 
50 50 50 50 50 50 

フォローアップ頻度 

(延べ回数) 
200 200 200 200 200 200 

融資相談会実施（回

数） 
2 2 2 2 2 2 

創業フォローアップセ

ミナー実施（回数） 
2 2 2 2 2 2 

 

 

５－３．事業承継支援 

 

（１）現状と課題 

事業承継の案件発掘については、経営指導員等が窓口対応や巡回等を通じて主体的に取り組

んでいる。 

また、具体的な相談案件対応や承継計画の策定については、事業承継相談窓口の事業承継担

当者と経営指導員等が連携した上で、必要に応じて専門家に繋ぐ等の地道な支援活動により、

徐々に効果が現れているが、事業承継は地道で息の長い支援が必要で、長期にわたり継続的な

支援を続けていくことが必要とされている。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業承継については、一般的に計画策定後、目標を達成するまで１０年程度の期間が必要と

なると言われている。計画遂行にあたっては、小規模事業所や経営者の機密に関する事項も多

く含まれるため、その取り扱いについては相当の注意が必要である。 

そのため、商工会議所の経営指導員等として取り組む伴走型支援と、外部専門機関へ委ねる

内容を区分し支援に取り組む。 

 

（３）事業内容 

事業承継計画を策定した全ての事業者を対象とし、経営指導員等が事業引継ぎ支援センター

や事業承継支援ネットワークと連携して、四半期に一度の頻度で巡回訪問や電話により承継の

進捗状況を確認し、承継がスムーズに進むようフォローする。 

あわせて、経営指導員等の事業承継に関する知見アップによる支援推進のため、定期的な研

修を実施するほか、事業承継支援ネットワークの専門家との同行訪問などＯＪＴにも取り組

む。 

 

（４）目標 

 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 Ｒ6年度 

事業承継フォローアッ

プ対象事業者数 
2 3 4 5 5 5 

フォローアップ頻度 

(延べ回数) 
8 12 16 20 20 20 
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５－４．生産性向上支援 

（１）現状と課題 

前述（４－４．生産性向上支援）の通り、小規模事業者のＩＴ導入を支援するために、当所

は 2018 年度よりＩＴ相談窓口を設置し、ＩＴコーディネータと連携し小規模事業者の身の丈

にあったＩＴ・ＩＣＴの活用による生産性向上支援に取り組んでいるが、小規模事業者の問題

意識は必ずしも高くないため計画策定後についても経営指導員等による集中的なフォローア

ップによる導入・安定稼動に向けた支援が求められる。 

 

（２）支援に対する考え方 

当所のＩＴ導入状況調査によると小規模事業者は経営者自身が日々の経営に追われ、生産性

向上策を検討する時間的な余裕が無く、また、社内にＩＴ・ＩＣＴ活用に精通した人材がいな

いといった課題が挙げられる。 

そのため、まずは小規模事業者の身の丈にあったＩＴ・ＩＣＴの活用によるメリットを実感

してもらうことが肝要であり、計画策定後もハンズオンによる導入、安定稼働に向け、集中的

なフォローアップが求められる。こうした支援を通して経営者自身が成功体験をすることによ

り、積極的に次の生産性向上に取り組む契機とすることが必要である。 

 

（３）事業内容 

導入計画を策定した全ての事業者を対象とし、計画したクラウドサービスの早期導入、安定

稼働が実現できるよう、ＩＴコーディネータ等の知見も活用しながら、集中的にフォローアッ

プを実施する。 

具体的な頻度は、導入計画の規模にもよるが、原則計画策定後半年以内に３回のフォローア

ップ（集中支援）を実施し、ＩＴ・ＩＣＴ活用による生産性向上の実現を目指す。 

 

（４）目標 

 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 Ｒ6年度 

生産性向上フォローア

ップ対象事業者数 
5 6 7 8 9 10 

フォローアップ頻度 

(延べ回数) 
15 18 21 24 27 30 
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６．需要動向調査に関すること 
（１）現状と課題 

小規模事業者の販売する商品または提供する役務の需要動向を把握するため商談会にお

いてバイヤー向けの需要動向調査を実施しているが、本調査の対象は BtoB の取引のみであ

る。小規模事業者の支援の幅を広げるためには、消費者ニーズも踏まえた BtoC 取引への対

応が課題となっている。 

 

（２）事業内容 

①はりまもん商談会（※１）〈BtoB 逆見本市形式の商談会〉における需要動向調査 

メーカー・生産者・卸売業者等の衣・食・住など生活関連商品全般を取り扱う小規

模事業者を対象とする「はりまもん商談会」において、バイヤーとして参加する百貨

店やスーパー、専門店などから、売れ筋や商談希望品目、必要数量に加え、需要動向

把握に役立つニーズ調査を行う。 

なお、アンケートはより多くの情報を収集するため、中小企業の商談時においても

バイヤーに対して行う。 

特に、バイヤーとサプライヤーのニーズとシーズの乖離を埋め、「精度の高いマッチ

ングを行いながら商談数を増やす」という課題に対応するため、よりきめ細やかな商

談ニーズの収集を行うとともに、個別のフィードバックにも力を入れる。 

更に、調査結果をもとにモノづくりについても経営指導員等がアドバイスを行い、

商品企画や改良に繋げる。また、当該調査の分析結果を事業計画へ反映する。 

 

【概要】完全事前調整型・逆見本市形式の個別商談会 

【サンプル数】バイヤー企業 10 社×２回 

【調査手法】参加バイヤーアンケート 

【調査項目】売れ筋の商品ジャンル、消費者に望まれているもの、売れ筋の価格帯、

売れそうな量（１梱包）、パッケージデザインについて、提供ロット、量

産・供給量について、関心のある商品・ブラッシュアップの方向性、次

回商談予定について 

【分析結果の活用】経営指導員等が出展希望者に直接伝え、出展商品の選定・今後の

商品企画等に活かせるようアドバイスを行い、管内の小規模事業者

の個別支援に活用する。 

 

※１：はりまもん商談会とは 

姫路商工会議所が実施・運営主体となって、連携中枢都市圏（姫路市、相生市、

加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川

町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町）の域内で生産・販売するサプライ

ヤーと、域内に販売網を持つバイヤーとを結びつけるために実施する商談会。域内

経済循環の拡大を図り、さらにはバイヤーが持つ域外販売網での流通・販売により

域外の消費を取り込むことで、域内の小規模事業者等、経済活性化を目的とする。 

形式：逆見本市形式、バイヤーに新規取引を希望するサプライヤーが自社商品の

提案・ＰＲを行う商談会 

対象者：播磨連携中枢都市圏域内に事業所を有し営業活動を行っているもの 

対象品目：播磨連携中枢都市圏域内にて生産された衣・食・住など生活関連商品

全般 

【例】農水産物加工品、和洋菓子、飲料（酒）、工芸品、生活雑貨、日用品、衣料品等 
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募集対象： 

【バイヤー】百貨店・スーパー・量販店・専門店等 10 社／回 

【サプライヤー】メーカー・生産者・卸売業者 約 50社／回 

開催回数・参加者数：２回／年、出展業者 50 社/回×２回、バイヤー10社/回×２回 

 

 

 

②訪日外国人旅行者の消費動向とニーズ調査 

訪日外国人旅行者をターゲットとした市場の情報を収集・提供するため、姫路城周

辺で外国人観光客に対してアンケート調査を通して情報収集し、商品の企画・選定に

活用する。また、当該調査の分析結果を事業計画へ反映する。 

 

【事業名】訪日外国人旅行者の消費動向とニーズ調査 

【概要】訪日外国人が当地を観光する際の滞在地や滞在期間、滞在者が希望するコト

消費・モノ消費の動向を把握し分析を行うことで、当地の観光産業の個社支

援に役立てる。 

【サンプル数】500件 

【調査手法】姫路城周辺にて外国人観光客を対象にアンケート調査を行い、結果を当

所内にある姫路経済研究所と連携をして分析し、経営指導員等が取り纏め

る。 

【調査項目】姫路訪問者のプロフィール（国籍、年齢、性別等）、滞在地、滞在期

間、訪問目的、コト消費の有無と消費額・予定額について（特産物の飲食

状況、自然景勝地観光状況、宿泊施設の概要、地酒の飲酒、自然体験ツア

ー参加状況、写真撮影のポイント、喫茶利用等）、モノ消費の有無と消費

額・予定額（食品、生活用品、耐久消費財、ファッション、趣味・嗜好

品） 

【分析結果の活用】分析結果を経営指導員等が支援を希望する観光関連の小規模事業

者（宿泊・飲食・旅行代理店等）にフィードバックし、新たな商

品・メニューの開発、サービスの提供等に活かす。 

 また、本件事業を通じて訪日外国人が当地に求めていることを把

握し、姫路という地域ブランドの発信を行うことで、観光産業の面

的な支援を通して、個別企業の売り上げ向上に繋げる。 

 

③姫路市における宿泊者動向調査 

国内外、観光・ビジネス等の目的を問わず姫路市において宿泊する方に対しアンケ

ートを実施し、当地での滞在目的を把握し、マーケットが当地に何を求めているかの

情報を把握・分析することで、個社支援に役立てる。 

内容・期間、移動手段、その後の訪問地など、料飲・サービス業者をターゲットと

した市場の情報を提供するため、姫路市内宿泊施設に対して、宿泊者に関するアンケ

ート調査を実施し、当地における宿泊型の観光旅行者の情報を収集し、宿泊を伴う観

光客への宴会プランの提供や、みやげ物、ゆかた・着物着付け・茶道・地引網・レザ

ークラフト体験などといったアクティビティープランの創出に役立てる。また、ビジ

ネスシーン利用については、目的による接待プランの想定、単身利用プラン、視察旅

行プランなど、予算・目的、当地での関心ごとに準じた商品・サービスの企画・選定

に活用する。また、当該調査の分析結果を事業計画へ反映する。 
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【事業名】姫路市宿泊者動向調査 

【概要】当地における宿泊者の状況を把握し、宿泊・料飲・サービス関連の小規模事

業者を対象として、個社支援に役立てる。 

【サンプル数】5,000 件 

【調査手法】姫路市内の宿泊施設約 20社、宿泊客約 5,000 人の利用動向調査を行い、

結果を当所内にある姫路経済研究所と連携をして分析し、経営指導員等が

取り纏める。 

【調査項目】宿泊者のプロフィール（国籍、年齢、性別、家族構成等）、宿泊目的（ビ

ジネス、観光など）、当地での予算額、当地以前の行程や今後の行程、当

地での関心事等） 

【分析結果の活用】結果を経営指導員等が個別にフィードバックし、宿泊・飲食業者

向けの料理メニューやプラン、アクティビティーサービスの企画・

選定に活かす。 

 

④「姫路得とくゼミナール」（※２）事業における消費者アンケート調査 

当所が年１回開催している「姫路得とくゼミナール」において、試食・試用および

来店者にアンケート調査を実施し、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。 

 

【事業名】「姫路得とくゼミナール」事業における消費者アンケート調査 

【概要】当所が実施する催事等の事業において、消費者ニーズ把握のための調査を行

い、個社支援に役立てる。 

【サンプル数】各店参加者約 300 名（30 社×10 名） 

【調査手法】「姫路得とくゼミナール」において支援対象者の店舗毎に、試食・試用お

よび来店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・サービス等のブラッシュアップを行うための

材料とする。支援対象各社のアンケート内容は、下記調査項目をベースと

して、事前に経営指導員等および専門家の助言のもと A4 用紙１枚で作成

し、当日は各支援対象者が来店者に対し直接調査協力依頼をして記入式に

て実施する。調査結果については、専門家の助言を得ながら、経営指導員

等が分析を行う。 

 

【調査項目】 

・飲食店向けアンケート例：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包装⑥使

途（自家用・贈答用）⑦来場の経緯 

・小売店向けアンケート例：①当該・類似商品の購入場所②特に大切にする選別要

素（色・形・使用感・ブランド・価格）③値ごろ感④包装⑤使途（自家用・贈答

用）⑥当店の評価(イメージ) 

・サービス業向けのアンケート例：①利用のきっかけ②候補先を探す方法（ＨＰ・

新聞・地域情報誌等）③一回あたりの費用・予算④利用する際重視する点⑤当店の

評価（イメージ） 

小規模事業者はこれらの基礎事項をもとに、経営指導員等及び専門家の助言のも

と、各社商品・役務の内容に合わせた調査項目を作成する。 

【分析結果の活用】経営指導員等が個別にフィードバックし、新商品の開発・商品の
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改善や事業計画の改善に活用する。 

 

※２：姫路得とくゼミナールとは、商店街内にある店舗の店主やスタッフが講師となり、プロ

ならではの専門的な知識や情報、コツを受講者である来店客に伝える少人数制の講座。地域住

民に店舗の存在や特長を知ってもらうとともに、店舗や店主のファンになってもらうことで、

個店と商店街の活性化を図るリピーター創出事業である。 

 

⑤海外展開にかかる需要動向調査 

海外展開を希望する事業者にターゲットとなる市場の情報を提供するため、経営指

導員等が管内の海外進出企業、ジェトロ神戸、ひょうご海外ビジネスセンター等に対

して情報収集を行い、その結果を分析し取り纏めのうえ小規模事業者へフィードバッ

クし商品の企画・選定に活用する。また、当該調査の分析結果を事業計画へ反映す

る。 

 

【事業名】海外展開にかかる需要動向調査 

【概要】海外展開を希望する事業者に当該市場の情報提供を行う 

【サンプル数】個別対応 

【調査手法】引き合いに対し、当所で取り纏めた管内の海外進出企業データベース、

ジェトロ神戸、ひょうご海外ビジネスセンターを通じて入手した情報をも

とに、必要に応じて専門家の支援のもと分析し経営指導員等が取り纏め

る。 

【調査項目】求められる商材，流通状況、商慣行 

【分析結果の活用】調査結果を経営指導員等が個別企業にフィードバックし、新たな

海外展開関連事業の立案と併せた海外展開支援に繋げる。 

 

（３）目標 

 

 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6 年度 

①調査対象事業者数 50×2回 50×2回 50×2回 50×2回 50×2回 50×2回 

②調査対象事業者数 -社 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

③調査対象事業者数 -社 20 社 20 社 20 社 20 社 20 社 

④調査対象事業者数 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 

⑤調査対象事業者数 2 社 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 
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７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
（１）現状と課題 

[現状] 
小規模事業者が事業活動を継続していくうえで、販路の開拓は永遠のテーマである。現状の支

援としては、販路開拓に関するセミナー等の情報提供を行うとともに、当所主催での商談会の実

施や、商工会議所間で連携した商談会・展示会等の紹介や出展等の支援を行っている。 
またマスコミ向け情報発信（プレスリリース）や当所広報媒体を利用した広報支援とインター

ネット（会議所 HP）を活用した広報支援、更には様々な事業所が参加する異業種交流事業への

取り組み等を通じて、ビジネスチャンスの開拓支援を行っている。 
 

[課題] 
小規模事業者に対して経営指導員等が支援メニューを紹介し、活用促進しているが、小規模事

業者単独では最適な取り組み方法や手段は見出しにくいという実情もある。今後は伴走型支援

を強化し、個々の事業者の特長や課題の抽出と地域経済の動向や需要動向を含めた通り一遍で

ない取り組みが望まれている。 
本計画では対象事業者の開拓から商談会の事前準備や商談時の同席、更には実施後のブラッシ

ュアップまで各階層ごとの支援活動が、新たな需要開拓の創出に必要とされている。 
 
 
（２）事業内容 

小規模事業者を対象とした販路開拓事業として下記①～⑦を実施 
 
① はりまもん商談会〈BtoB 逆見本市形式の商談会〉の実施（P27 を参照） 

本事業は播磨圏域が取り組む「はりま地域ブランド」の確立を推進するため、地域資源

を活用したブランド戦略の仕組みづくり及び「はりま地域ブランド」認知度向上と販売促

進を図るための取組みとして実施する。 
具体的には、メーカー・生産者・卸売業者等で食品や生活関連商品全般を取り扱う小規

模事業者を対象とする商談会を開催する。地場商品の認知度向上や販路拡大及び地域経済

の振興を目的として年２回の BtoB 事業（国内事業所を対象とした商談会）を実施する。 
内容は、完全予約型の逆見本市形式で、バイヤーのブースをサプライヤーが訪問し、試

食や商談を行う逆見本市形式の商談会を開催する。 
事業の特色として、販路拡大を考えているが効果的な進め方がわからない小規模事業者

に対して、逆見本市へのエントリーから成約に至るまで、経営指導員等による一貫したサ

ポートを実施することが挙げられる。また、新規出店者に向けた「見本市出店支援勉強会」

を実施することで、バイヤーから事前に投げかけられるであろう「納期・ロット・仕切り

や、契約に至るまでの流れ」等の知識の習得と事前のレベル合わせを行い商談が有効な場

となるような事前支援を行う。 
更に、成約数の増加に向けて、出展者に向けたフォローアップを行っていくとともに、

出展者の管轄商工会議所・商工会に対しても、商談結果についての情報を伝え、更なるフ

ォローアップに繋げていく。 
 

【支援に対する考え方】 
      小規模事業者単体では、これまで全く取引のないスーパー・百貨店等の販売力を持つ企

業と新たな取引に至るのは極めて困難であり、そもそも提案する機会さえないのが現状で

ある。また商談会の開催では東京・大阪や神戸などの大都市圏での開催がほとんどであ

り、経営資源が限られた小規模事業者には参加することさえ困難な状況である。 
      上記の状況を踏まえ、周辺地域が連携して兵庫県西エリアの中枢都市である当市で開
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催する本事業は、バイヤー並びにサプライヤーの両者から見ても、効果的な取組みである

と考える。 
また近年の傾向として、スーパーや百貨店側としても地産地消を意識した商品や地域性

にフォーカスした商談会は少なく、また小規模事業者でも自社の強みや地域特性を活かし

た魅力的な商品を提供する事業所も多数ある為、バイヤー側のニーズを踏まえたアプロー

チをすることで効果的な販路開拓を行うことが出来る。 
     

【参加対象】播磨連携中枢都市圏域内の衣食住など生活関連商品メーカー・生産者・ 
卸売業者 約 50 社／回 

【支援対象】本事業に参加した管内の小規模事業者 約 40 社／回 
【参加バイヤー】百貨店・スーパー・量販店・専門店等 10 社／回 
【開催回数・参加者数】２回／年・出展業者 100 社・バイヤー20 社 

（出展業者 50 社/回×２回、バイヤー10 社/回×２回） 
 

【新たな取組み】 
・新たな商品開発の強化、継続案件への中継 
新商品開発を支援するため、事後にバイヤーからの情報フィードバックを実施する。バ

イヤーから商品・製品に対する生の意見をもらうことで、当該商品の今後の可能性と改良

点を明確にし、次回商談時の売り込み先の再検討や商品の見直し等に結び付ける。 
・バイヤーからの事前指名によるマッチング枠の創設 

      申込情報を事前にバイヤー側へ提示して、指名制による効果的なマッチングを行う。 
・実施回数について 
令和元年７月に本事業を始めて実施したところ、参加事業者より「開催回数を増やして

実施してほしい」、「継続して事業を実施してほしい」、「商戦に間に合うように年二回程度

開催してほしい」等の同事業を要望する声が多数寄せられたため、次年度以降は夏・冬に

年２回開催する。 
 
 

【商談会参加事業者の発掘と支援プロセス】       播磨連携中枢都市圏域 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

支援プロセス 当所及び経営指導員等の活動

1
経営指導員等による商談会の企画
と商談会関連情報の確認

・需要動向調査を反映させた商談会の
　企画
・他団体からの情報収集

2
該当事業者の洗い出しと需要動向
並びに商談会情報の提供

・該当事業者のデータベースへの登録
・巡回計画への反映
・需要動向に関する情報の提供

3
参加希望の事業者と経営指導員等に
よる商談会の事前準備

・バイヤーニーズや商談条件の確認
・商品説明の支援等
・専門家支援の提案

4
商談会への経営指導員等の同席と
結果の確認

・商談時のフォロー
・成立・不成立に係らずバイヤー意見
　の確認とフィードバック
・今後の対応についての確認
・データベースへの記録

5 経営指導員等によるフォローアップ

・商品の改善提案
・専門家支援の提案
・今後の事業者の経営計画への反映
 （資金計画・広報計画等）
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【目標】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② （新規事業）商談会準備セミナー（BtoB） 
メーカー・生産者・卸売業者等の衣・食・住など生活関連商品全般を取り扱う、地域の

小規模事業者を対象とした売上を強化するための「はりまもん商談会」を中核事業と位置

付けた商談会参加事業者向けの支援事業を新規に実施する。 
商談会が効率的な販路開拓の場となるよう、商談会の実施に合わせて事前対策や事後フ

ォロー等に特化した内容で実施する。 
本事業では商談先は何を望んでいるのか？、その先の消費者は何を望んでいるのか？を

想定して、商品（製品）開発や改良を進めることで、効果的な商談の進め方や商談後の対

応について支援を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【支援に対する考え方】 
      小規模事業者にとって商談会は、普段接点を持つことが難しいバイヤーに商品や技術

を見てもらい、先方からの要望も聞ける貴重な機会である。しかし商談会の目的が「商品

や自社を売り込む」ことに注力しがちになり、商談会に参加したものの、思うような成果

が得られないこともある。 
取引に結びつけるには、バイヤーや消費者のニーズに即した提案が必須であり、食品の

場合では、「安全・おいしさ・パッケージデザインの良さ」は勿論のこと、「どのターゲッ

ト層に向けて何を売るか？、販売エリアと売り先（販売チャネル）はどうするか？」など

も想定して商談に臨む必要がある。 
      本事業は小規模事業者にとって、貴重な場である商談会において円滑かつ効果的に 

商談へと結びつける重要な要素と位置付けている。 
 

【セミナー募集方法】巡回・窓口での案内、ＨＰ・広報誌への掲載、商談会参加者向けに 
個別案内 

【支援対象】はりまもん商談会等、商談会に不慣れな小規模事業者 

階層 対策ポイント（一例）

事前

・商談相手について研究しておく
・商談シートの内容を検討（ 魅せ方を考える）
・単品ではなく複数の商品を用意する
・交渉の余地を想定しておく

当日

・実演やサンプルを準備する
・商談先の意見を聞く時間を確保
・社⾧自らが行き、想いを伝える
・次に会うための宿題をもらう
・価格交渉には即決しない

後日
・礼状を送るなどのフォローをする
・商品のブラッシュアップ
・関係が切れないよう、こまめに連絡（サンプル品の送付等）

実施内容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度

①　はりまもん商談会

　支援対象事業者数（社数） 43 40×2回 40×2回 40×2回 40×2回 40×2回

　商談件数 147 120×2回 120×2回 120×2回 120×2回 120×2回

　成約件数 3×1回 3×2回 3×2回 3×2回 3×2回 3×2回
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（ア）事前対策（プレゼンチェック）セミナーの開催 

商談がスムーズに行えるように、事前準備のため、業界動向や商談シートの作り方

などを学ぶ場としてのセミナーを開催する。 
 

（イ）フォローアップの実施 
成約案件に対するフォローだけでなく、成約に至らなかった案件についても、アン

ケート（ヒアリング）を実施し、バイヤーニーズをサプライヤーへフィードバックす

ることにより改善を図り、次に繋げる。 
 

（ウ）広報の強化 
地域産業の担い手として潜在的な力を持つ小規模事業者を発掘するため、成功・成

約事例の傾向・情報を活用しつつ、商談会出展者の商品力の強化や情報発信の切り口

の具体化等の個別支援に繋げる。 
 

【目標】 
  
 
 
 
 
 

③ 経営相談を通じた経営指導員等によるビジネスマッチング支援（BtoB） 
ヒト・モノ・カネといった経営資源に大きな制約がある小規模事業者が販路開拓に取り組

むためには、当所が保有する事業所データをビジネスマッチングに活用することは有効な手

段の１つである。そこで経営指導員等が、巡回や窓口支援を通じてマッチングを希望する事

業者から必要な情報（取扱商品・技術情報、事業者の強み、ニーズ等）を聞き取り、顧客デ

ータベースに随時蓄積を行い、他の経営指導員が持つニーズ情報とマッチングを行う。 
また当所主催の各種商談会をはじめ、他の支援機関が実施する商談会や展示会へ積極的に

参加を促し、商談会の場でも経営指導員等が同席支援を行うことにより成約に繋げていく。 
   

【経営指導員によるビジネスマッチングのイメージ図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施内容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度

②　商談会準備セミナー

　参加事業者数 ― 20×2回 20×2回 20×2回 20×2回 20×2回
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     【商談会等に向けた伴走型支援（再掲）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【支援に対する考え方】 
         近年、インターネットを通じた情報取得が容易となり、相手先の概要を知る事は可能とな

っている。しかしインターネット等から取得できる情報は表面的な物も多く、商談レベルで

見ると丁寧な下調べと最適なアプローチが必要である。 
そのような状況下において、経営資源が限られた小規模事業者が販路開拓を行う際、自社

単体で効果的な検証とアプローチを行うのは容易ではなく、地域の事情に精通し、小規模事

業者に密着した経営支援を行っている当所の地区担当経営指導員等と事業所管理システム

の活用が必要と考えている。 
当所の地区担当経営指導員による地域事業者に密着した伴走型支援が功を奏し、年々マッ

チング件数も増加している。 
 

【支援対象】販路開拓に意欲のある管内の小規模事業者 
【実施方法】巡回・窓口相談 
【目標】 

  
 
 
 
 
 
 
 

④ ＩＴ・ＩｏＴを活用したイノベーション支援事業（BtoB と BtoC） 
これまで小規模事業者は、恒常的に人材や資源が不足しており、新たなサービスや商品を

開発すること、効率性や生産性を向上させること（＝イノベーションを起こすこと）が難し

い環境にあると考えられてきた。しかし現在では、情報関連機器の小型化や低価格化に加

え、インターネットやクラウド等に容易に接続できる環境も整ってきており、小規模事業者

にとってもイノベーションを起こしやすい環境が整いつつある。 
小規模事業者における人手不足の解消や生産性向上に向け、ＩＴ・ＩｏＴ等の活用は有効

な解決手段である。しかしながら、小規模事業者のＩＴ活用は、①初期コストが高い、②効

果がわからない、③ＩＴがわかる人材がいない等の理由で、十分には進んでいない。 
そこで、各種補助金や専門家派遣などを活用したＩＴツールの導入支援を行い、小規模事

業者の活性化を目的として、以下の３事業を実施し、販路開拓支援を行う。 
 

実施内容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度

③　ビジネスマッチング支援

　マッチング件数 100 120 125 130 135 140

　成約件数 30 35 38 40 45 50



３６ 
 

【内容】 
（ア）ＩＴ・ＩｏＴを活用したイノベーションの重要性や考え方に関する気付きを提供 

するセミナーの実施 
（イ）当所ＩＴ相談窓口や専門家派遣を活用したＩＴ・ＩｏＴ導入支援事業（補助金申請

支援含む）の推進 
（ウ）各種補助金等を活用した IT ツールの導入による販路開拓支援 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    

 
【支援に対する考え方】 

当地管轄エリア内企業への調査結果では、大手企業と比べ企業規模が小さくなるほどＩＴ 
・ＩｏＴ導入率は低くなっている。また当所アンケートの調査結果では、小規模事業者は専

任・兼務を問わずＩＴ担当者が設置されている企業の割合は２割程度であるものの、ＩＴ・

ＩｏＴの活用については、未導入の企業のほとんどが、今後活用したいと回答している。こ

れらのことから、小規模事業者においては身の丈にあったＩＴ・ＩｏＴ活用が事業活動の効

率化と販路開拓に必要と考えている。 
 

【支援の周知方法】巡回・窓口での案内、ＨＰ・広報誌への掲載 
【支援対象】自社の強みやリソースを活かし、ＩＴ・ＩｏＴの導入によって、革新的な商品 

・サービスを創造する（したい）小規模事業者 
【目標】 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤ マスコミを活用した広報の支援（BtoC） 

新商品や新サービスの提供等企業活動の新たな動きをマスコミに公表するプレスリリー

スは、ニュースとして世間一般に届けられることから、客観的な信頼感が生まれることに加

え、少ない経費で広くＰＲできる等、販路開拓としての効果は大きい。 
当所が運営する「播磨経済記者クラブ」（経済記者クラブは、県内では神戸商工会議所と

当所の２か所のみ設置）を通じて、マスコミを活用した情報発信を支援する。 

(ＩＴ導入支援の一例：パン製造販売業者) 

右記は当所支援にて経営分析並びに経営

計画書作成支援を行い、小規模事業者持続化

補助金を活用して、ネット通販機能付きのホ

ームぺージを導入した事例である。 

同社はネット通販の開始により前年比

34％の売上増加に成功している。 

実施内容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度

④　ＩＴ・IoTを活用したイノベーション事業

セミナー開催数 2 2 2 2 2 2

上記事業所で売上増加先数 3 4 5 6 7 8

ITツールの導入支援件数 5 6 7 8 9 10
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ただ、プレスリリースと聞くと敷居を高く感じる小規模事業者も多く、過去のリリース活

用事例の紹介や経営指導員等を通じた機会利用の提案等を行う。また、プレスリリースが効

果的になるようにリリース文の作成支援や新聞社へ声がけなどを行うことにより効果的な

広報につながるよう支援を行う。 
         各種補助金申請や公的認定等の支援を行っている事業所について、新規性や地域性等の観

点を鑑みて、経営指導員等から事業所へ同制度の活用を提案し、効果的な広報支援を行う。 
 

【支援に対する考え方】 
小規模事業者にとって広報戦略は資金的負担の大きい取り組みである。また新聞などのメ

ディアの活用は敷居の高い広報ツールというイメージもあり、「新聞記事等で扱って欲しい

が、どうしたらいいのかわからない」等の悩みを抱えている小規模事業者は潜在的に多数存

在していると思われる。 

         当所では播磨経済記者クラブを設置しており、各マスコミ機関と日頃から密接な関わり

を形成している強みを活かし、地域特性を活かした取り組みを行っている事業所と各マスコ

ミ機関を結び付けることで、小規模事業者のタイムリーな情報発信を支援することが可能で

ある。 

 
【支援対象】（ア）新商品・新サービス等のＰＲ意欲の強い小規模事業者等 

           （イ）各種補助金申請や公的認定等の取得支援を行った小規模事業者等 
 

【目標】 
  

 
 
 
 
 
 

⑥ 商工会議所の広報媒体を通じた情報発信の支援（BtoB） 
当所広報誌（月刊誌）や地元ケーブルテレビ（姫路ＣＡＴＶ）にて放送している商工会議

所ニュース（３回放映／日）を通じて、管内事業者の独自性の高い事業や地域特性を活かし

た商品・技術のＰＲを行う。 
 

【支援に対する考え方】 
新たな取引先を開拓するためには人手や広報宣伝費用もかかるが、小規模事業者にとって

その投資は大きな負担になる。 
そこで当所が独自に展開する広報媒体を小規模事業者が活用することで、自社ＰＲを行う

際の負担を大幅に軽減できる。更に、それぞれの事業者に応じた効果的なＰＲ方法を経営指

導員が支援することで、小規模事業者は自社の強みや魅力を伝えたい先（取引先等）に的確

に発信する力を身に付けることが可能となる。 
【支援対象】 新商品・新サービス等のＰＲ意欲の強い小規模事業者等 
【目標】 

  
 
 
 
 
 
 

実施内容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度

⑤　マスコミを活用した広報の支援

　掲載件数 20 20 20 20 20 20

　成約件数 10 10 10 10 10 10

実施内容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度

⑥　商工会議所の広報媒体を通じた
　　情報発信
　商工会議所広報媒体利用件数 200 200 200 200 200 200

　成約件数 100 100 100 100 100 100
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⑦ 異業種の交流を通じた販路拡大の支援（BtoB） 
異業種の企業が交流を図り、参加者間の人脈拡大や新たなビジネス創出し、新商品・新サ

ービスの開発シーズを探る取り組みとして、異業種交流会を年２回開催する。 
本事業では新商品開発や付加価値向上等の小規模事業者にとって重要な経営課題をテー

マに定めて事業を実施することで、小規模事業者が共通のテーマをもって交流する機会を生

み出すと共に事業所間連携による新たな販路開拓を行う事を目的として実施する。 
具体的な取組みとして、自社の独自技術や商品の活用を異分野で検討している事業者や新

素材や他業種で活用されている技術の導入を検討している事業者などのマッチングを行う。 
成約率を高めるため交流会の中で、目的のある事業者同士がマッチングできるよう地区担

当経営指導員も同席しマッチング支援を行う。交流会では自社製品の展示や各社のプレゼン

テーションの機会を設け、連携の促進を図る。 
 
         当所が実施した異業種マッチングの事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  皮革業者と家具販売業者をマッチングし   農家とパン・洋菓子店とのマッチングを行い 
  姫革友禅家具を開発（本取組みは、経済   地域資源（深志野メロン）を活用した新商品 

産業省のがんばる中小企業・小規模事業   開発に成功（本取組みは神戸新聞にて掲載） 
者 300 選に選定された） 

 
【支援に対する考え方】 

2018 年版小規模企業白書にも記載されているように同業種の企業間連携に比べ、異業種

連携の方が直近３年間の経常利益額は増加傾向であり、異業種間連携の効果が高いことが分

かる。 
他方で企業間連携の課題としては、「取組の効果が分からない」、「連携先の探し方が分か

らない」とする割合が高く、地域総合経済団体である商工会議所が企業間連携による事例や

効果を伝え、機会の創出を行う必要があると考える。 
 

【支援対象】異業種との連携を希望する小規模事業者 
【開催回数・参加者数】２回／年・80 名(40 名/回×２回） 
【目標】 
 
 
 
 
 
 

 

実施内容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度

⑦　異業種交流会を通じた販路拡大

　参加事業者数 40×２回 40×２回 40×２回 40×２回 40×２回 40×２回

　成約件数 ５×２回 ５×２回 ５×２回 ５×２回 ５×２回 ５×２回
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⑧ 商業・飲食業向けの新規顧客獲得への支援（BtoC） 
（ア）姫路まちなかバル 

本事業は当所主催にて実施する飲食業者向けの販路開拓事業である。商業者の売上増

を支援する食べ歩きイベント（姫路まちなかバル）で購入したチケットを使って複数の

飲食店をハシゴする事業である。消費者にとっては新たな店の発掘と魅力を再発見する

ことができ、参加店にとっては新規の顧客獲得とリピーター客の創出を期待することが

できる。また中心部に多くの人を引き付け、街全体に回遊性をもたらすことができ、「食」

を通して、商業者、消費者、街に活力をもたらすことが期待できる事業である。 
 

（イ）姫路得々ゼミナール（P29 を参照） 
商店街内にある店舗の店主やスタッフが講師となって、プロならではの専門的な知識

や情報、コツを受講者である来店客に伝える少人数制の講座である。地域住民に店舗の

存在や特長を知ってもらうとともに、店舗や店主のファンになってもらうことで、個店

と商店街の活性化を図る。まずは店舗や商品を知ってもらい、次にリピートしてもらい、

最終的にはファンになっていただく等の継続的な販路開拓を目的としている。 
 

【支援に対する考え方】 
（ア）姫路まちなかバル 

            大阪・神戸などの大都市圏と競合する中心市街地の賑わい創出と大手資本企業の影響

を受ける小規模商業・飲食サービス業の活性化は、地域経済の振興に必要不可欠である。 
しかし、新規顧客の獲得は容易でなく、個社単体では取り組みに限界もある。本事業

では多くの事業所が事業に参画することで、街中が面となり大きな集客力を構成するだ

けでなく、店舗本来の事業活動が賑わいの基となり、お店とお客様の結びつきが日常の

集客にも繋がる為、販路開拓手法として、有効な取組みと考えている。 

 
（イ）姫路得々ゼミナール 

商店街の中にある個店は専門店（洋菓子店・雑貨屋・美容院等）としての機能を有し

ているが、反面馴染みのない消費者には敷居の高い存在でもある。本事業では、お店の

存在や特長を知っていただくと共に店主やスタッフが講座を通じて、お客様とコミュニ

ケーションを交わしながら、専門的な情報を提供する事で信頼関係の構築に繋がる。 
本事業は新規顧客の獲得だけでなく、「個店」「来店客」「街」のどれもが良い結果とな

る、「三方よし」の事業であり、僅かな負担で確実な効果が期待できる有効な取組みと考

えている。 
 

【支援対象】 
（ア） 姫路まちなかバル：中心市街地で営業する小規模の飲食事業者 
（イ） 姫路得々ゼミナール：中心商店街等で営業する小規模事業者等 

 
【目標】 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

実施内容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度

⑧　商業・飲食業向けの新規顧客獲得
　　支援
（ア）姫路まちなかバル参加事業所数 100 100 100 100 100 100

　　　　上記事業所で売上増加先数 30 30 30 30 30 30

（イ）姫路得々ゼミナール参加事業所数 30 30 30 30 30 30

　　　　上記事業後の新規顧客獲得件数 10 10 10 10 10 10
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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 

当所は地域経済の活性化のため、姫路市をはじめとする関係者と会議等を通じて方向性

を共有している。行政、他の支援機関に加え近年は多様な担い手が地域経済活性化のため

の取り組みを行っており、さらに幅広く意識の共有を図る必要がある。 
 
 
（２）事業内容 

①姫路市総合計画策定審議会 
姫路市では現・姫路市総合計画「ふるさと・ひめじプラン 2020」が令和２年度末に計

画期間満了を迎えようとしている。令和元年より新市長を迎え、令和３年度を初年度と

する総合計画の策定が始動しており、地域経済の活性化の方向性を共有するため『姫路

市総合計画策定審議会』に参画している。審議会は年９回程度開催される予定である。 

    【構成メンバー】 

     当所、姫路経営者協会、連合兵庫姫路地域協議会、姫路市連合自治会、姫路市連合婦人

会、姫路市老人クラブ連合会、姫路市民生委員児童委員連合会、姫路市連合ＰＴＡ協議

会、（公財）姫路市文化国際交流財団、姫路市体育協会、（公社）姫路青年会議所、（一

社）姫路市医師会、兵庫西農業協同組合、坊勢漁業協同組合、（特非）姫路市身体障碍者

福祉協会 他学識経験者等 

 

②姫路市・姫路商工会議所経済振興対策会議 
地域を取り巻く経済環境についての現状認識と将来展望を共有した上で、地域振興に

関する重要事項及び中長期的な方針について意志統一を図るために当所正副会頭と姫路

市正副市長による会議を年６回定期的に開催する。 

  【構成メンバー】 

 当所、姫路市 

 

③成長産業に関する情報提供事業 
ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能をはじめとしたデータ利活用に関連した技術革新

は、第４次産業革命とも呼ばれ、産業構造、就業構造及び経済社会システム自体の変革

をもたらす可能性がある。中小・小規模事業者は、この新しいビジネス環境に適応する

ことで新たな成長の果実を得るチャンスが生まれる。政府は「未来投資戦略 2017」の中

で第４次産業革命の社会実装によって大きな可能性とチャンスを生む新たな展開が期待

される重点分野について、「健康寿命の延伸」、「移動革命の実現」、「サプライチェーンの

次世代化」、「快適なインフラ・まちづくり」、「FinTech」の 5分野を設定している。これ

らについて、中小・小規模事業者がどう対応すべきか等を分かりやすく解説し、当地域

のものづくり産業振興の方向性を共有するための企画検討会を年６回程度開催する。 

    【構成メンバー】 

     当所、姫路市、（公財）ひょうご科学技術協会 

 

④産学官連携会議の開催 

姫路市では、平成 27 年度から向こう 6年間の産業施策を取り纏めた「姫路市経済振興

ビジョン～姫路市ものづくり戦略～」を策定し、その中で産業振興に関わる組織間の連携

構築を目指すこととしている。ものづくり支援の現状とものづくり産業活性化の方向性を

共有するため、当所が運営主体となる連絡会を設置し年 12回開催する。 
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    【構成メンバー】 

       当所、姫路市、兵庫県中播磨県民センター、（公財）ひょうご科学技術協会、兵庫県立

ものづくり大学校、姫路経営者協会 

 

⑤姫路市中心市街地活性化協議会 

姫路市では平成 21年 12 月より姫路市中心市街地活性化基本計画がスタートし、現在令

和２年４月より始まる第３期計画を策定中である。姫路市中心市街地活性化協議会は姫路

商工会議所会頭を会長とする商業者、地域活動団体などの代表者で構成する協議会であ

り、中心市街地活性化の方向性を共有するための会議を年２回程度開催する。 

     

【構成メンバー】 

       当所、姫路市、（株）まちづくり姫路（まちづくり会社）、大手前通り街づくり協議

会、小溝筋商店街（振）、ＮＰＯ法人スローソサエティ協会、西二階町商店街（振）、

姫路駅西地区まちづくり協議会、姫路駅前商店街（振）、姫路駅前通商店会、姫路おで

ん（協）、ＮＰＯ法人姫路コンベンションサポート、（公社）姫路観光コンベンション

ビューロー、姫路市商店街連合会、姫路城下町街づくり協議会、姫路御幸通商店街

（振）、（株）赤鹿建設、阿比野建設（株）、（株）伊勢屋本店、大阪ガス（株）、（株）

銀ビルストアー、ゴダイ（株）、（株）山陽百貨店、神姫バス（株）、但陽信用金庫姫路

支店、（株）南極、（株）白鷺陣屋、（株）ハトヤ、播州建材（株）、播州信用金庫駅前

支店、（株）フェスタ、姫路信用金庫、姫路不動産（株）、ヤマサ蒲鉾（株）、（株）ヤ

マトヤシキ 

 

⑥姫路２０２０おもてなし推進協議会 
「スポーツと文化の祭典」といわれるオリンピック・パラリンピックが２０２０年に東

京で開催される。これを契機と捉え、世界文化遺産・姫路城をはじめ当地がこれまで守

り、育んできた伝統文化などの魅力を世界に発信し、来訪者の増加をめざすことが重要

である。当地の地域活性化や将来につながる観光振興に寄与する事業の方向性を共有す

るための協議会を年２回程度開催する。 

【構成メンバー】 

当所、（公財）姫路市文化国際交流財団、（一財）姫路市まちづくり振興機構、（公社）

姫路観光コンベンションビューロー 

 

⑦（公社）姫路観光コンベンションビューロー役員会 

（公社）姫路観光コンベンションビューローは姫路市の観光、コンベンション振興を

担う中核団体である。主な事業として観光戦略の立案、マーケティング、観光客誘致、

コンベンションの誘致、開催支援及び映画、テレビ等のロケーション撮影の誘致を行っ

ている。国際観光都市・姫路の構築、観光産業振興の方向性を共有するため、（公社）姫

路観光コンベンションビューロー役員会に参画している。役員会は年３回程度開催され

る予定である。 

    【構成メンバー】 

       当所、姫路市、兵庫県中播磨県民センター、姫路市連合婦人会、家島観光事業組合、姫路

菓子組合、姫路市商店街連合会、姫路料飲組合連合会、姫路ホテル協議会、姫路旅館ホテル

生活衛生同業組合、兵庫県タクシー協会姫路支部、書写山圓教寺、日本玩具博物館、姫路セ

ントラルパーク、(株)山陽百貨店、西日本旅客鉄道(株)姫路駅、神姫バス(株)、(株)ＪＴＢ、

やすとみグリーンステーション鹿ヶ壺、（有）三晃商事夢乃井、(株)三井住友銀行姫路法人

営業部、姫路信用金庫、ハマダ税理士法人 
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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 
当所では支援ノウハウ等の情報交換のため、神戸商工会議所をはじめとする他の支援機関

と会議等を通じて連携している。支援機関ごとに長期にわたる実績の積み上げによる独自の

支援ノウハウが存在するが、会議では支援事業の情報交換に比重が置かれ支援ノウハウの情

報交換に十分な時間を割けない場合もあり、今後は支援ノウハウに重点を置いた会議運営を

行う必要がある。 
 

 
 
（２）事業内容 
  ①兵庫県商工会議所連合会中小企業相談所長会議への参加 

経営発達支援計画における各種事業を効果的に行うため兵庫県商工会議所連合会中小企

業相談所長会議（年 1回開催）に出席し、各商工会議所の支援事例を把握するとともに、参

加者相互の支援ノウハウの交換を行うことで、支援ノウハウの一層の向上に努める。特に兵

庫県中西播磨地域に所在する相生商工会議所、赤穂商工会議所、龍野商工会議所、管内小規

模事業者数が類似している尼崎商工会議所、小規模事業者数が多く支援事例が豊富な神戸商

工会議所との情報交換に主眼を置いている。 

【兵庫県商工会議所連合会中小企業相談所長会議構成商工会議所】 

神戸・尼崎・西宮・伊丹・宝塚・明石・加古川・高砂・三木・西脇・小野・加西・姫路・

相生・龍野・赤穂・豊岡・洲本 商工会議所 

②日本政策金融公庫との経営改善貸付連絡協議会の開催 

金融支援力の向上を図り、マル経融資制度の円滑な運用に繋げるため、日本政策金融公庫

姫路支店との経営改善貸付連絡協議会を年 1回開催し、金融支援における小規模事業者のニ

ーズや金融支援のノウハウについて参加者相互の情報交換を行うことで、支援ノウハウの一

層の向上に努める。 

③産学官連携会議の開催 

ものづくり支援の現状と参加者相互の支援ノウハウの交換を行うため、当所が運営主体

となる連絡会を年 12 回開催することで、支援ノウハウの一層の向上に努める。特に分野ご

との専門性の高い支援ノウハウについて（公財）ひょうご科学技術協会、兵庫県立ものづ

くり大学校との情報交換に主眼を置いている。 

  【構成メンバー】 

当所、姫路市、兵庫県中播磨県民センター、（公財）ひょうご科学技術協会、兵庫県立も

のづくり大学校、姫路経営者協会 
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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 

当所は経営指導員等を１７人擁しており、人事異動等による入れ替わりがあるため、経

験の浅い経営指導員がいる。そのことにより支援スキルのレベルや事業所との信頼構築に

かかる時間に差異が生じている。また、一部の経験豊富な経営指導員に案件の相談や支援

が偏るといった問題が発生しているため、いっそうの資質向上に取り組む必要がある。 

 

（２）事業内容 

①外部研修の受講促進 

・経営指導員及び一般職員の資質向上に向け、スキルアップに必要な分野を体系化し、職

員ごとに受講する研修の年間スケジュールを作成、実施する。 

・研修は、主に「日本商工会議所」「兵庫県商工会議所連合会」「独立行政法人中小企業基盤

整備機構（以下、中小機構という）」「その他民間企業」等が主催するもので、計画的にすべ

ての経営指導員等がスキルアップできるよう取り組む。なかでも、日本商工会議所主催のマ

ル経基礎研修については、金融支援の基礎的能力の向上を図るため経験の浅い経営指導員等

の参加を優先的に計画・実施する。 

・小規模事業者の経営革新の計画・実行支援を中心に、創業、事業承継等の高度・専門的な

課題解決の支援能力が不足しがちであるため、中小機構の「小規模企業支援能力向上研修」

の経営指導員等の参加を優先的に実施する。 

・近年多発する自然災害に対し、大企業では事前対策の取組が一定程度進んでいる一方で、

小規模事業者における災害への備えの取組は、一部にとどまっている状況にある。また、当

所管内では従来自然災害が極めて少ないこともあり、経営指導員等の防災・ＢＣＰの知識も

豊富とは言えないことから、中小機構の「ＢＣＰ策定・リスク対応支援の進め方」の研修参

加を優先的に実施する。 

 

②資格取得制度の運用 

・経営指導を遂行するために必要な能力の向上や、自己の能力の開発や向上を図る研修制度

を当所で定めており、これを運用する。 

・簿記検定（日本商工会議所）やビジネス実務法務検定（東京商工会議所）、ファイナンシャ

ル・プランニング技能検定等の公的資格の取得を義務付けるもので、取得に向けた具体的な

スケジュールを作成するとともにフォローアップを実施する。特にファイナンシャル・プラ

ンニング技能士については、資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、

不動産、相続・事業承継を網羅し、小規模事業者が直面する経営問題への指導能力向上に資

することから経営指導員等の推奨資格として設定し、２級取得を目標として取り組む。 

 

③地域動向や業界動向に関する情報交換会の実施（毎週２回） 

経営指導員が巡回等で収集した地域の動きや業界動向、「姫路ものづくり支援センター」

「まちづくりステーション 街の駅」「姫路創業ステーション」が収集した情報や活動状況、

個別企業のニーズ等について、毎週、勉強会を実施し、地域動向に関する情報を共有すると

ともに、個人に帰属しがちな個別案件の進め方の支援ノウハウについて意見交換を行う。 

 

④政策勉強会の実施（毎月１回） 

地域全体の動きとして、行政施策等の各分野の動向（国会等主要動向、成長戦略、税

制、エネルギー、中小・小規模企業政策、社会保障等）について、勉強会を実施する。こ

れら重要政策課題に対する当所の小規模事業者支援の考え方・スタンスについても共有す

ることで、経営指導員等が同一情報を持って経営指導を行えるよう取り組む。 
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⑤事業所管理システム（事業所データベース）の充実による情報の共有と報告・指示体制

経営指導員が収集した小規模事業者等の情報やニーズ、支援策の提案内容・具体的支援内容

に関する情報を日々入力しデータベースとして構築する。これを日報として日々出力し経営指

導員等で回覧し、支援ノウハウ等の情報共有を行う。事業所別のカルテや相談内容、支援策等

のキーワードでも情報等が検索できるようにすることで、担当外の職員や将来経営指導を担う

一般職員でも支援ノウハウの共有・習得ができるようにすることで経営指導員等の資質向上を

行う。 

１１．事業の成果、評価及び見直しの実施 

（１）現状と課題 

 [現状] 

毎年度、経営発達支援事業の実施状況についてまず内部での自己点検・評価を実施。 

次いで、外部有識者による第三者評価機関により検証・評価し、会頭宛の答申を受け、議

員総会に報告することにより、事業の改革・改善を図っている。 

 [課題] 

 評価内容を受けての改善については各経営指導員が各々独自に取り組むにとどまっている

ため、評価が発表されるごとに経営支援会議を実施し、改善点の洗い出しを全経営指導員で行

い、支援内容や事業企画内容の改善に向けた情報共有が必要となっている。 

（２）事業内容 

①本経営発達支援計画に基づき取り組む事業の進捗状況および成果については、外部有識

者で構成される「経営発達支援事業評価委員会」により評価を行う。

【経営発達支援事業評価委員会】

≪構成メンバー≫ 

公立大学法人兵庫県立大学 

澤田・中上・森法律事務所 

濱田聡経営会計事務所 

日本政策金融公庫姫路支店 

兵庫県中播磨県民センター 

姫路市産業局 

姫路商工会議所（理事 2名・法定経営指導員 2 名） 

②本評価委員会により、本事業の進捗状況および自己評価を提示するとともに見直し等に

ついて意見具申する。その答申をもとに経営支援会議を年に１回開催し、全経営指導員で

問題点を洗い出す。そして、支援内容や事業企画の改善に向けた情報共有を行い、改善を

図るとともに次年度の事業計画に反映させる。

なお、実施状況、評価委員会結果並びに、結果を受けた以降の改善に向けた取り組みの

あり方については、常議員会において年１回報告を行う。また、外部に対しては当所ホー

ムページ上で年１回公表し、管内小規模事業者が常に閲覧できるようにする。
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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 1日現在） 

（１）実施体制 

※発達支援事業に従事する経営指導員等として経営指導員 16 名、経営支援員４名、伴走型指導員１名

うち法定経
営指導員

７名 ７名 －名

会員サービス担当 ７名 ７名 －名

企業支援担当 ９名 ９名 ２名

７名 ７名 －名

９名 ９名 －名

姫路経済研究所 ６名 ６名 －名

組織運営 ５名 ５名 －名

総務 ６名 ６名 －名

（総務・庶務）

会館 ３名 －名 －名

（会館運営）

６０名 ５７名 ２名

２名 －名 －名

１７名 １７名 ２名
(２名） (２名） (２名)
４名 ４名 －名

３９名 ３６名 －名

６２名 ５７名 ２名

組織全体
うち経営
発達支援
事業

専
務
理
事

理
事
・
事
務
局
長

事
務
局
次
長

中
小
企
業
相
談
所

地区担当（個別支援、情報収集・提供）

（福利厚生等各種支援、事業所管理）

１
名

１
名

（人材育成等支援、情報収集・提供）

産業政策担当（ものづくり振興）
産業政策担当（まちづくり・観光振興）

計

１
名

総
務
部

広報
（情報発信・支援、調査・情報集約）　

１名 １名 －名

(
兼
務

) （計画・検証・評価・資質向上）

計

理事
経営指導員・伴走型指導員
（うち法定経営指導員）
経営支援員
一般職員

姫路市 産業局

商工労働部 産業振興課

連
携
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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法定経営指導員の氏名、連絡先

■氏 名：名倉隆行・橋本香里

■連絡先：姫路商工会議所 ＴＥＬ：079-223-6557

②法定経営指導員による情報の提供及び助言

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見

直しをする際の必要な情報提供を行う。 

（３）姫路商工会議所、姫路市連絡先 

①姫路商工会議所

〒670-8505 兵庫県姫路市下寺町 43 番地

姫路商工会議所 中小企業相談所

TEL:079-223-6557 / FAX:079-222-6005

E-mail:soudan@himeji-cci.or.jp

②姫路市

〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目１番地

姫路市 産業局 商工労働部 産業振興課

TEL:079-221-2452  /  FAX:079-221-2508

E-mail:sankou@city.himeji.lg.jp

（別表３） 

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位 千円） 

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 334,200 335,900 337,600 339,300 340,800 

事業費 

人件費 

管理費 

196,000 

135,000 

3,200 

196,500 

136,000 

3,400 

197,000 

137,000 

3,600 

197,500 

138,000 

3,800 

198,000 

139,000 

3,800 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、各種事業収入、国補助金、兵庫県補助金、姫路市補助金、事業受託費 

（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議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては、 その代表者の氏名

兵庫県商工会議所連合会 兵庫県神戸市中央区港島中町6-1 会頭 神戸商工会議所

神戸商工会議所 兵庫県神戸市中央区港島中町6-1 会頭 家次 恒

尼崎商工会議所 兵庫県尼崎市昭和通3-96 会頭 吉田 修

明石商工会議所 兵庫県明石市大明石町1-2-1 会頭 平岡 勝功

西宮商工会識所 兵庫県西宮市櫨塚町2-20 会頭 辰馬 章夫

伊丹商工会議所 兵庫県伊丹市宮ノ前2-2-2 会頭 北嶋 一郎

西脇商工会議所 兵廊県西脇市西脇99 0 会頭 齋藤 太紀雄

相生商工会議所 兵庫県相生市旭3-1-23 会碩 田口 晴喜

赤穂商工会議所 兵庫県赤穂市加里屋68-9 会頭 大木 善夫

三木商工会識所 兵廊県三木市本町2-1-18 会頭 宮永 淳

洲本商工会議所 兵庫県洲本市本町4-5-3 会頭 木下 紘一

豊岡商工会議所 兵庫県豊岡市大磯町1-79 会頭 岡本 慎二

高砂商工会議所 兵庫県高砂市高砂町北本町11 0 4 会頭 森本 幸吉

龍野商工会議所 兵庫県たつの市龍野町富永702-1龍野経済交流センター 会頭 浅井 昌信

加古川商工会議所 兵庫県加古川市加古川町溝之口80 0 会頭 釜谷 和明

小野商工会議所 兵庫県小野市主子町800-1 会頭 柳田 吉亮

加西商工会議所 兵庫県加西市北条町北条28-1アスティアかさい1階 会頭 千石 唯司

宝塚商工会議所 兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ26階 会頭 宮本 博司
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連携して実施する事業の内容
兵庫県商工会艤所連合会中小企業相談所長会厳

経営発達支援計画における各種事業を効果的に行うことを目的とした会議（年1回開催）
対象者は県下1 8商工会議所の中小企業相談所長

連携して事業を実施する者の役割
会議に出席し、 各商工会議所の支援事例を把握するとともに、 参加者相互の支援ノウハウの交換を

行うことで、 支援ノウハウの一層の向上に努める。

連携体制図等

国直晴覗置碍齢！
吋

i
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経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経
営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項
i 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
・（公財）姫路市文化国際交流財団理事長 三宅知行姫路市西延末 426 番地 l

・（一財）姫路市まちづくり振興機構理事長 内海将博姫路市安田四丁目1番地
・（公社）姫路観光コンベンションビュ ー ロ ー 理事長尾上壽男 姫路市本町68

連携して実施する事業の内容
「姫路2020おもてなし推進協議会」（別表 1. 「 II . 地域の活性化に資する取組」）
「姫路2020おもてなし推進協議会」の構成機関と密に進携して、東京オリンピック・パラリン

ヒ゜ ック開催を契機とする観光客誘致、伝統文化をはじめとする日本文化の発信、各種おもてなし事
業の実施

連携して事業を実施する者の役割
（公財）姫路市文化国際交流財団

姫路固有の伝統文化をはじめとする日本文化発信に関する企画、調賂
（一財）姫路市まちづくり振興機構

スポー ツに関するおもてなし企画及び地元スポー ツチーム、競技団体等との連携、調整。
スポー ツを核としたまちづくりに関する企画、 調騰

（公社）姫路観光コンベンションビュ ー ロ ー

世界文化辿産 ・姫路城をはじめとする観光コンテンツの情報発信、観光客の誘致等に関
する企画、調賂

連携体制図等

r---

I 姫路 2020 おもてなし推進協議会

I
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