
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
西脇商工会議所（法人番号７１４０００５０１７１９２） 
西脇市（地方公共団体コード２８２１３８） 

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 
「地域特性を生かした活力とにぎわいがあふれるまち」を目指し、小規模事業者向

けの施策の啓発、地域の経済情報等の提供、ビジネスプランを基にした経営力の強
化、地場産業を中心としたブランド化支援、起業・創業・事業承継による新陳代謝の
促進、地域資源の活用による地域活性化といった施策を行う。 

地域資源を活用し、特色ある品ぞろえや新商品・新サービスの開発、魅力ある小規
模事業者を育てることで、売上・利益の維持拡大など経営基盤を構築し持続的に発展
する事業者を増やし、地域経済の活性化を図る。 

また、西脇市や支援機関と連携し創業者支援、事業承継支援にも力を入れ小規模事
業所数の減少に歯止めをかける。この取組を円滑に実施するため職員の資質向上を図
り、地域の支援機関と連携して小規模事業者の伴走型支援を着実に進める。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 
地域の経済動向調査に関すること 
ビッグデータの活用、管内小規模事業者の景気動向等について調査・分析を実施す
る。 
経営状況の分析に関すること 
小規模事業者へのヒアリングを十分に行い、経営状況を把握し成⾧発展又は持続的発
展を阻害する課題を解決するため経営状況の分析を行う。 
事業計画策定支援に関すること 
経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」を開催し、事業計画
策定希望者の掘り起こしを行う。 
事業計画策定後の実施支援に関すること 
事業計画の進捗状況等に応じた事業者への訪問を実施し、フォローアップを行う。 
需要動向調査に関すること 
西脇ブランドＰＲキャンペーンによる調査事業及びイベント・販売会・商談会・ビジ
ネスマッチング等でのアンケート調査を行う。 
新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
展示会・即売会への出展支援（BtoC）及び商談会への出展支援（BtoB）を行う。 
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
①地場産業「播州織」・「播州釣針」の振興 ②西脇ブランド魅力発信支援事業 ③
産業振興に向けた地域活性化イベントの開催 ④地域の雇用確保推進事業 ⑤空き店
舗対策と中心市街地の活性化事業 

連絡先 

西脇商工会議所 中小企業相談所 
〒677-0015 兵庫県西脇市西脇990 
TEL0795-22-3901  FAX0795-22-8739 e-mail:info@hesocci.or.jp 
西脇市 産業活力再生部商工観光課 
〒677-8511 兵庫県西脇市郷瀬町605 
TEL0795-22-3111  FAX0795-22-6987 e-mail: shoukou@city.nishiwaki.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 

⑴ 地域の現状及び課題 

① 現状 

西脇市は、兵庫県のほぼ中央に位置してお

り、面積は 132.44 ㎢で、平成 17 年 10 月に

黒田庄町と合併し、現在の都市規模になった。

地形的には、中国山地から播磨平野に転換する

場所に当たり、川沿いの平野部を 200～600m

の山地や丘陵が囲んでいるため、可住地面積は

29％にとどまっている。市域は東西に約 19 キロメートル、南北に約 13 キロメートルで、北部

は丹波市と多可町、南部は加東市と加西市、東部は丹波篠山市と接している。また、市域に日本

列島の中心にあたる東経 135 度と北緯 35 度の交差点があることから「日本のへそ」のまちと

して PR している。 

道路交通は、神戸・東播磨臨海部と北近畿方面を結ぶ広域幹線道路である国道 175 号が南北

の交通連携軸となっており、西脇市の南北で高速道路網と結節していることから、京阪神都市圏

だけでなく、瀬戸内沿岸・日本海沿岸の両方面への交通アクセスが便利である。鉄道は JR 山陽

本線と JR 福知山線を結ぶＪＲ加古川線が南北に通っており、神戸へ約 80 分・大阪へ約 100 分

の所要時間となっている。また、バス交通は、中国自動車道を経由し、大阪と直結する高速路線

バスが運行しており、所要時間は約 90 分となっている。 

国勢調査によると、平成 27（2015）年の人

口は 40,866 人と直近のピークとなる昭和 60

（1985）年からおよそ6,000人減少している。

高齢者（65 歳以上）人口は、一貫して増加傾

向にあり、高齢化率は平成 27（2015）年に

31％となっており、兵庫県の 27.1%を上回っ

ている。 

西脇市は、古くから織物産業が発展し、その

興隆を背景に商業・学校・医療福祉などの都市

機能が集積してきたことから、北播磨地域における拠点都市として繁栄してきた。200 有余年

の歴史を持つ先染綿織物「播州織」と伝統技法「播州毛鉤」を含む「播州釣針」の２つの地場産

業があり、ともに市場占有率は日本一を誇っている。 
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特に「播州織」は、基幹産業として西脇市発展の礎となり、現在も多くの関連産業が集積して

いる。昭和４０（1965）年頃までは輸出型産業を確立し好況期であったが、以降は生産拠点の

海外移転が進む中、内需型産業に転換する構造改革を進めてきたが、生産量はピーク時よりも大

幅に減少している。 

一方、「播州釣針」は国内の釣針製造の９０％のシェア（近隣市町を含む。）を占めてお

り、レジャーとしての「釣り」人気にも支えられ堅調な生産を続けている。しかし、近年の異

常気象や相次ぐ自然災害、さらには海外生産の拡大がもたらす停滞への懸念が業界全体に広がっ

てきている。 

地場産業への依存度が強い産業構造ではあるが、阪神工業地帯の後背地に位置することか

ら、中小企業を中心に機械器具関連製造業や金属関連製造業等の成⾧分野のものづくり産業も

集積しており、近年は内需型産業である飲食料品製造業の工場が相次いで進出している。 

第１次産業は、平野部が少なく、地場産業を中心とした産業構造が成立していたため、盛ん

ではないが、特徴的な農産物として著名な日本酒の蔵元の原料米にもなっている山田錦、神戸

ビーフの素牛として出荷される黒田庄和牛があり、近年は金ゴマやイチゴなどの栽培も行われ

るようになっている。 

第３次産業では、経済のサービス化の進展に伴い、主要道路沿いへの店舗の進出が進んでい

るほか、飲食業・宿泊業やサービス業の振興に向け、市や観光協会との連携により、地域資源

を活用した誘客活動を展開するなど観光交流活動の促進に向けた取組を進めている。平成27

（2015）年度には、地域の食資源を活用

した取組を進めることを目的とした「日本

のへそ西脇地域食材でおもてなし条例」と

観光交流の振興に向けた指針となる「西脇

市観光交流推進ビジョン」を制定し、これ

らに基づく施策の推進などにより、平成28

（2016）年度の観光入込客数は約1,277千

人に達している。道の駅・北はりまエコミ

ュージアム、日本へそ公園、ゴルフ場など

への来訪が多く、日帰り客が約92％を占め

ている。 

商工業者数は2,029社（平成28（2016）年経済センサス）で、そのうち小規模事業者数は

1,690社となっており、全体の８０％以上を占めている。平成21（2009）年との比較では、

商工業者数で407（20％）、小規模事業者数で325（19.2％）が減少しており、地域経済を取

り巻く環境において厳しい状況が続いている。 
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西脇市では、進学に加え、就業機会や娯楽・利便性を求めて、若年層の都市部への流出傾向

が続いており、雇用の充実やにぎわいづくりを求める声が強まっている。しかし、近隣都市と

比較して、開発可能な土地が少ないことから大規模な企業誘致や工場適地の確保が難しい状況

である。このため、地場産業や特色ある農産物、豊かな自然などの地域資源に着目する「内発

的発展」に加え、地理的条件や社会潮流、外部の資源（人材、モノ、資金、情報等）を効果的

に活用する「共発的発展」により特色ある地域経済の活性化の仕組みを構築し、多様なライフ

スタイルが実現可能な働く場づくりやにぎわいの創出を図っていくことで地域経済の活性化を

目指している。 

② 課題 

西脇市は、播州織の興隆を背景に都市機能の集積が進み、北播磨地域の拠点都市として発展

してきたが、織物産業の構造不況に伴う地域経済の低迷により、その優位性は失われつつあ

る。 

西脇市の事業所数・従業者数の推移をみると、平成21（2009）年から平成28（2016）年ま

でにかけて減少傾向にあり、事業所数においては484事業所（2,729事業所→2,245事業

所）、従業者数においては5,086人（20,724人→15,638人）にそれぞれ減少している。 

産業別にみると、全国的な傾向と同様、第２次産業の比率が低下し、第３次産業の比率が拡

大する傾向が継続しており、特に従業者数でこの傾向が顕著である。従業者数の変化を産業大

分類別にみると、７年間で多くの産業分野において従業者数の減少が進んでいるが、医療・福

祉などの分野では増加している。 

また、近隣都市と比較して小規模な事業者が多いことが特徴となっているが、こうした地域

に密着した事業者の持続的な成⾧に向けては、事業者の主体的・意欲的な取組を促進するとと

もに、経営基盤の強化や事業承継などの活動を支援していくことが求められることから、従来

の経営改善だけでなく、事業者の強みや特性を生かした付加価値が高い事業の創出を図り、強

固な産業基盤を形成していくことが必要である。さらに定住人口の減少に伴う個人消費の減退

も見込まれることから、新たなにぎわいの創出や市外からの需要獲得などにより市内消費の促

進につながる取組を進めていく必要がある。同時に定住人口の減少は、労働力の不足にもつな

がっていることから、労働生産性の向上を図るとともに、誰もが安心して働くことができる多

様な就業形態と就業環境の整備に向けた支援にも努め、未来の担い手を確保していくことが課

題となっている。 

 

【商業】 

商業統計、経済センサスでは、平成19（2007）年には小売業年間商品販売額は約500億

円、小売業売場面積は約76,000㎡であったが、平成25（2013）年に約20,000㎡を擁した大

型商業施設が撤退し、平成28（2016）年にはそれぞれ約400億円、約52,000㎡に減少した。
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人口当たりの売り場面積はかつて北

播磨地域で最大を誇ったが、現在は

商業集積地としての優位性が低下し

ている。また、事業者数と販売額の

減少も顕著になっており、古くから

にぎわいのあった中心市街地の商店

街はシャッター通りとなっている。

人口減少や個人消費の低迷に加え、

同業者間の価格競争、ネット販売の

需要拡大、地域内への量販店・フラ

ンチャイズの進出、近隣都市への顧

客の流出等により、販売額の減少に歯止めがかからず、小規模事業者においては経営者の高齢

化や後継者不足などにより廃業する事業者が増加傾向にある。市内には3商店街があるが、空

き店舗対策として新規出店者を増やす取組を進めるほか販売促進事業の実施により、地域商業

の衰退と消費の市外流出を食い止めることが課題となっている。 

 

【播州織】 

播州織を中心とする繊維産業は、県内市町で第２位となる161億円の製造品出荷額を誇り、

西脇市における全産業の付加価値額の13.6％、製造業の36.7％（平成24（2012）年経済セン

サス）を占めている。事業所数・従業者数についても製造業全事業所の37.9％、製造業全従業

者数の34.3％を占めており、依然として地域の経済を支える基幹産業である。輸出型産業とし

て成⾧してきたが、⾧期的な円高の進行、新興国との厳しい価格競争などから近年、生産量が

落ち込み、現在は国内向けが中心となっている。生産数量は昭和62（1987）年をピークと

し、直近の平成29（2017）年には約14分の１となる27,508千㎡まで減少している。また、生

産金額は昭和59（1984）年をピークとし、直近では約５分の１となる18,007百万円にまで減

少している。こうした中、産地での付加価値を高めていくため、平成20（2008）年には地域

団体商標「播州織」を取得し、強みである素材生産を中心とした製品づくりを強化しており、

平成27（2015）年からは織物を用いた最終製品を産地でデザイン・製造することを企図した

「西脇ファッション都市構想」を地方創生事業として推進しているが、こうした取組をさらに

進化させていくことが必要である。 

 

【播州釣針】 

播州釣針は、160年以上前（江戸時代末期）から北播磨地域一帯で製造されている。明治末

期から昭和初期にかけて手工業から機械製の釣針になり、最近では、一段と進歩した成形機械
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の開発や熱処理技術の向上等、伝統の技と最新の技術の相乗効果により、精密で高付加価値の

釣針が製造されている。現在、国内の釣針製造の90％のシェア（近隣市町を含む。）を誇り、

世界的に有名なメーカーも当地域に立地している。有名ブランドメーカーは、売上が安定する

中、従業員を増やし、工場を拡充するなど経営規模を拡大している一方で、小規模な個人事業

者との格差が広がっており、二極化が進んでいることが問題となっている。 

「播州毛鉤」は、水生昆虫のイメージを日本的美意識によって様式化した擬餌針で美しい色

をあしらった幻想的な工芸品である。毛鉤づくりは機械万能の現在も昔ながらの手細工一本槍

の技法によって作り上げ、100年以上の伝統と歴史を誇っており、経済産業省の伝統工芸品に

認定されている。現在５人が伝統工芸士として活動しているが、高齢化が進んでおり、後継者

不足が課題となっている。また、渓流釣り、ルアー、フライなど、釣りのスタイルも多様化し

たことで、毛鉤を利用する釣り人は減少傾向にある。なお、「播州釣針」と「播州毛鉤」は、

ともに地域団体商標（地域ブランド）として認定され、技術を生かした製品づくりが行われて

いるが、レジャーの多様化による釣り需要の低下に伴う市場の縮小への対応が急務である。 

 

【その他の製造業】 

産業大分類別の就業者割合（平成27（2015）年国勢調査）では、第１次産業が1.8％、第２次

産業が38.9％、第３次産業が59.3％となっており、播州織などの地場産業に従事する人が多い

ことから、兵庫県平均の26.0％と比較して第２次産業の就業者割合が高い産業構造となってい

る。地場産業への依存度が強い産業構造であるが、産業構造の多重化に向け、市独自で産業団地

の造成を行うなど積極的に企業誘致を進めてきた結果、機械器具関連製造業や金属関連製造業

等の集積に加え、近年は飲食料品製造業の工場進出が進んでいる。 その一方で、西脇市内の企

業の98.1％（平成26（2014）年経済センサス基礎調査）が従業員数50人未満となっており、地

域経済は中小企業・小規模事業者によって支えられているが、下請け製造が多いことから経済情

勢等の影響を受けやすい状況になっている。また、西脇公共職業安定所管内の有効求人倍率は、

近年全国平均を上回る高い水準にあり、市内の中小企業等では人材不足や後継者不足とともに、

平均年齢の高齢化等の課題に直面している。このような中、地域経済を支える中小企業等が人材

不足等の課題の解消に向け、競争力ある企業へと成⾧していくため、老朽化が進む設備を生産性

の高い設備へと移行させる先端設備等の導入を支援し、企業基盤の強化を図ることが喫緊の課

題である。あわせて、特殊用途や市場拡大が見込まれる分野に向けた製品づくりなど、新たな付

加価値の獲得につながる企業を創出していくことが必要である。  
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商工業者数及び小規模事業者数の推移                   （単位:件） 
年度 商工業者数

（小規模事業者数） 
建設業 製造業 卸・小売業 飲食-宿泊業 サービス業 

(医療・福祉含) 
その他 

平成21年度 2,436 
(2,015) 

227 
(187) 

507 
(419) 

636 
(525) 

248 
(205) 

560 
(463) 

258 
(213) 

平成28年度 2029 
(1,690) 

183 
(152) 

398 
(331) 

517 
(430) 

207 
(172) 

505 
(420) 

219 
(182) 

増減 △407 
(△325) 

△44 
(△35) 

△109 
（△88） 

△119 
(△95) 

△41 
(△33) 

△55 
(△43) 

△39 
（△31）

 

⑵ 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 

西脇市の推計人口は、平成27（2015）年と令和12（2030）年を比較すると40,866人から

34,341人と16％（約6,500人）の減少が予想されており、一層の定住人口の減少が見込まれ

る。また、事業所数・従業者数についても前述のとおり減少傾向にある。地域経済の縮小が懸

念される中、西脇市では、平成31年4月に「西脇市中小企業・小規模企業振興条例」を施行

し、市・商工業者・商工団体・金融機関・市民の役割を明らかにするとともに、各主体が連携

し、地域経済を下支えする中小企業と小規模企業の持続的な成⾧発展を推進することとしてい

る。 

こうした状況を踏まえ、西脇商工会議所では、小規模事業者の振興に向け、事業活動の持続

的発展や円滑な事業承継の推進を図るとともに、創業者の支援や事業者誘致への協力により、

事業者数と従業者数を維持していく。また、事業者の経営力の向上を図るため、従来の事業活

動における経営改善などの指導に加え、事業者の持つ技術やノウハウ、商品力といった強みを

引き出し、産業集積を生かした事業者間連携や外部機関との橋渡しなどにより、消費者ニーズ

に対応した新商品・新サービスの開発や販路開拓を行い、「守り」と「攻め」の両方から伴走型

支援に取り組む。地場産業においては、織物産地での最終製品化を目指す「西脇ファッション

都市構想」の推進に向け、デザイナーを育成するコワーキング施設の運営を通じ、付加価値の

高い製品づくりに結びつく支援を行うとともに、産地課題である生産コストの削減と環境負荷

の軽減に向けたシステム構築の支援の検討を進める。 

さらに、令和３（2021）年に予定されている市庁舎・市民交流施設の移転整備に伴う中心市

街地の再興にあわせ、既存の商店街とも協力しながら、個店の活性化と地元食材や播州織など

の豊富な地域資源を活用した店舗の開業を支援し、商業と観光のにぎわいづくりによる地域活

性化を目指す。 
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②西脇市総合計画との連動性・整合性  

西脇市が平成31（2019）3月に策定した第2次西脇市総合計画（平成31（2019）年度から令

和11（2030）年度）では、将来像を「つながり はぐくみ 未来織りなす 彩り豊かなまち に

しわき」と定め、その実現に向けた４つの基本政策と3つの推進方策を示している。 

経済産業分野における基本政策は「地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち」を

実現することとしており、既存産業の振興や基盤強化、新産業の創出、観光交流の振興、就労

環境の整備などに取り組んでいくこととしている。また、未来へのリーディングプロジェクト

として、人口減少が避けられない中、令和元（2019）年に「第１回コンパクトなまちづくり大

賞」を受賞した先進的な立地適正計画に基づき、東西２つの都市機能誘導区域の形成を主眼と

したまちづくりを進めていくこととしており、西の拠点となる子育て支援・地域交流施設「茜

が丘複合施設みらいえ」周辺の文教地区と東の拠点として移転整備が計画されている新庁舎・

市民交流施設周辺の中心市街地のにぎわいの創出と豊かな地域づくりに取り組んでいくことと

している。 

西脇市の総合計画は、行政経営の基本的な指針としてだけでなく、地域社会の経営計画とし

ても位置付けられていることから、地域社会の一員であり、地域の総合経済団体である西脇商

工会議所においても中⾧期的な振興策としては、総合計画に沿った施策展開を行い、小規模事

業者を含めた既存事業者の持続的な成⾧と地域特性を生かした幅広い産業を創出し、地域経済

と地域社会の活性化を目指す。 

 

③西脇商工会議所の役割 

西脇商工会議所は、昭和21（1946）年10月に設立以降、地域の商工業の発展に向け、行政

に対する意見の具申や事業者の経営改善にかかる巡回・窓口相談や指導を行い、地域の総合経

済団体としての役割を担ってきた。小規模事業者に対しては、記帳を通じた決算、申告、所得

税納期特例、年末調整の税務支援、労働保険、社会保険の手続きをはじめとする労務支援、マ

ル経融資の利用を通じた金融支援など事業者の求めに応じた受動的な支援を中心に行ってき

た。一方で、経営課題の発掘や経営状況の分析、事業者の持つ技術やノウハウ、商品力といっ

た強みを生かした新商品・新サービスの開発や販路開拓など事業者の持続的な成⾧を目指すた

めの経営発展につながる幅広い支援は実施できていない状況である。 

こうした支援を実施するためには、時代の要請に対応できる真の地域の総合経済団体とし

て、地域経済の動向に関する幅広い情報の収集・分析・活用を行うとともに、個々の事業者の

経営課題の解決に向け、事業実施の熟度に応じ、専門家や他の支援機関と連携した伴走型の経

営支援に取り組んでいく。併せて、経済事情や経営改善に関する豊富な知識と社会変化に敏感

で柔軟な発想を持つ職員を育成する。 
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西脇市の経済基盤の維持・強化に向けては、地域経済の中心的な存在である小規模事業者の

果たす役割が大きいことから、個々の小規模事業者に対する伴走型支援に取り組んでいくが、

特に近年減少数が大きくなっている製造業や小売業の事業者に対しては、より積極的な姿勢で

アプローチを行い、地域産業の発展に向けた牽引機関としての役割を果たしていく。具体的に

は、価格競争によって収益確保が困難な事業者に対しては、個客の需要（ニーズ）等の市場環

境に対応した商品・サービスの高付加価値化を実現し、小規模事業者の「収益の拡大」を図

る。 

また、後継者難、人手不足など人材面に課題のある事業者に対しては、事業承継支援やマッチ

ング、労務環境の改善などを支援することで、経営基盤の強化を図る。 

さらに、平成28（2016）年経済センサスの結果にもあるとおり、過去７年間において約480

社の小規模事業者数が減少していることを踏まえ、行政や日本政策金融公庫、金融機関、兵庫

県よろず支援拠点などの支援機関との連携や情報交換を密にして、小規模事業者の持続的発展

に向けたコーディネートを行う役割を担う。 

 

⑶ 経営発達支援事業の目標（Ｒ２．４．１～Ｒ７．３．３１） 

西脇市の小規模事業者の現状と振興のあり方を踏まえ、今後５年間における小規模事業者振

興の目標を次のとおり設定する。なお、西脇市の商工業者数は、現状の2,000社を維持するも

のとする。 

西脇商工会議所は、地域経済を支える小規模事業者の支援機関としての役割を着実に果た

し、行政や他の支援機関との連携強化を図り、西脇市の総合計画に示す「地域特性を生かした

活力とにぎわいあふれるまち」を目指す。 

①小規模事業者施策の啓発と地域の経済情報等の情報提供による「地域のシンクタンク機能」

の発揮 

②「ビジネスプランを基にした経営」による経営力強化 

③地場産業の進化に向けた支援（ブランド化等）と地域資源の活用による地域活性化 

④創業・事業承継による新陳代謝の促進 

⑤後継者・人手不足対策による労働人材の強化 

⑥職員の資質向上による支援体制の強化 

 

⑷ 目標の達成に向けた方針 

①小規模事業者施策の啓発と地域の経済情報等の情報提供による「地域のシンクタンク機能の

発揮 

小規模事業者に役立つ経営情報の周知徹底 

小規模事業者にミラサポ登録と活用を勧め、公的機関の補助金等支援施策の周知・利用や経営
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課題に関する情報交換を促進することで、経営基盤の強化を支援する。 

また、商工会議所ホームページや年間６回発行の会報「商工にしわき」を活用して、公的機関

の支援情報の周知を図るとともに、会報の内容を刷新し、中小企業診断士などの専門家による経

営課題に関する情報や施策の活用事例を紹介する。さらに、地域経済の情報を収集・分析し、支

援先事業者に提供するとともに、地域戦略の立案や地域社会の活性化に向けた政策提言を行う

調査研究機関としての機能を強化する。 

 

②「ビジネスプランを基にした経営」による経営力強化 

やる気があり元気な特徴のある小規模事業者への支援 

事業活動や経営革新に意欲的な小規模事業者を発掘し、持続的な成⾧発展を実現させるため、

兵庫県よろず支援拠点やミラサポをはじめとする専門家派遣システムを利用し、新商品・新サー

ビスの開発の取組に必要な経営革新計画や金融支援に不可欠な経営計画などのビジネスプラン

の策定を支援し、計画に基づく取組を行う際には、経営指導員による伴走型の経営支援を行う。

具体的には、国・県の小規模事業者向けの助成制度や西脇市が実施する「ものづくり・あきない

経営革新支援事業」等の利用に向け、事業企画書の作成や申請手続を支援し、事業の実施段階に

は進捗管理や助言を行い、事業者の強みを生かした商品の開発や展示会の出展を通じた販路開

拓につなげ、活力ある小規模事業者を育成する。 

 

③地場産業に特化した支援（ブランド化）・地域資源の活用による地域活性化 

播州織・播州釣針の地場産業については、市や公益財団法人北播磨地場産業開発機構等の関

係機関とも連携し、高品位・高付加価値な商品開発やこれまで培ってきた技術力を生かした関

連商品の製造に領域を拡充する個別事業者を支援する。また、国内有数の産業集積を生かし、

西脇・多可播州織連携会議などを通じて事業者間連携による商品開発や産地課題の改善等に向

けた先行的な取組についても支援を行うとともに、ゼロエミッションの産地を目指し、繊維く

ず等の未利用資源の有効活用による環境負荷の軽減につながる取組の支援やプロモーション活

動等を通じて産地全体でのブランド力の普及向上を図る。 

さらに、地理的特性である「日本のへそ」をはじめ、黒田庄和牛や酒造好適米の山田錦、金

ゴマやイチゴなど豊富な地域資源が存在することから、これらを活用した商品開発や観光素材

の発掘・磨き上げを行い、多様なビジネスチャンスを創出することで地域経済の活性化を実現

する。 

 

④創業・事業承継による新陳代謝の促進 

小規模事業者の減少を抑えるため、「にしわき創業塾」などのセミナーや相談窓口の開設によ

り、創業希望者の掘り起こしや創業準備から操業後の経営安定までのフォローアップを行い、地
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域に根ざした事業活動ができる事業者を育成する。また、既存事業者の事業継続や事業承継につ

いては、相談や巡回により早い段階から的確にニーズを把握し、講習会の開催や各種専門家の派

遣制度を活用することで、第二創業や第三者への承継を含む経営持続化に向けた支援を行い、円

滑な新陳代謝を図ることで、地域経済の活性化を先導する事業者を育成する。 

 

⑤後継者・人手不足対策による労働人材の強化 

後継者難や人手不足など人材面に課題のある事業者に対しては、求める人材像を労働者の保有

するスキルや業務特性に応じて分析し、調査することで事業承継支援やマッチング、労務環境の

改善などを支援することで、経営基盤の強化を図る。 

 

⑥職員の資質向上による支援体制の強化 

これまでは記帳や税務指導等を中心に小規模事業者の経営改善を行ってきたが、今後は事業

者の強みや需要等の分析に基づくビジネスモデルを構築し、コンサルティング支援ができるよ

う経営指導員の能力向上を図るため、各種研修等の履修、OJTによる支援スキル習得、さらに

は情報交換・情報共有による指導支援の平準化を進め、専門指導員や各種専門家の指導技術の

習得により、支援力を向上する。加えて、支援対象の小規模事業者を硬直化させることなく範

囲拡大に努め、事後指導や定期接触といったフォローアップに注力する。 

地域の総合経済団体として、他の支援機関、行政、大学等の学術機関、専門家等との連携を

強化し、総力を挙げて多くの小規模事業者との信頼関係を築き、意欲ある小規模事業者が積極

的に事業活動に取り組める環境を整備し、事業を取り巻く経済動向調査から、企業経営資源を

踏まえた事業計画の策定、事業の成⾧・拡大に至るまで、伴走型の一貫支援体制を構築し、小

規模事業者を残す（経営力向上支援）、増やす（創業支援）、減らさない（事業承継支援）を

重視し、小規模事業者の持続的発展に資する支援機関として全体的な底上げを目指す。 
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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 

⑴現状と課題 

西脇商工会議所では、これまで製造業１社、建設業１社、小売業１社、サービス業１

社、運送業１社の５社に対し、日本商工会議所が行う「LOBO調査（早期景気観測調査）」

を実施しているが、小規模事業者に対する的確な指導を行うための活用については意識し

てこなかった。また、行政や金融機関が公表する調査結果についても、金融機関等から情

報提供はあるものの、これまで小規模事業者への支援に対して活用できていなかった。 

経営発達支援計画を実施していく上で、調査結果を取りまとめ、組織的に職員間で共有

する仕組みを構築して、小規模事業者の個社支援に有効活用していくことが必要である。 

 

⑵事業内容 

①国が提供するビッグデータの活用 

西脇市において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中

投下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「RESAS」（地域経済分析シス

テム）を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回公表する。 

【分析手法】 

・「地域経済循環マップ」により、何で稼いでいるか等を分析する。 

・「まちづくりマップ・From-to分析」により、人の動き等を分析する。 

・「産業構造マップ」により、産業の現状等を分析する。 

上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

②管内の景気動向等について、より詳細な実態を把握するため、日本商工会議所「LOBO

調査」にアンケートスタイルの調査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動向等につ

いて年4回調査・分析を行う。その内容を会員に限らず、小規模事業者へ対象を広げる

ことにより、支援ニーズなど、きめ細かい調査内容とする。 

【調査対象】 

管内小規模事業者100社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業から20社ずつ） 

【調査項目】 

売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 
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【調査手法】 

巡回による個別ヒアリング調査の実施と情報提供 

西脇商工会議所では、管内を７地区に分け、職員15人が担当して、会員が抱える課題

やニーズ等をヒアリングして、経営指導等に役立てる。具体的には、５年間で管内小規

模事業者500社を目標として訪問する。 

 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う 

⑶成果の活用 

情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知す

る。ホームページは、小規模事業者がより活用しやすいようリニューアルするととも

に、経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

⑷目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①公表回数 ― １回 １回 １回 １回 １回 

②公表回数 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

３．経営状況の分析に関すること 
⑴現状と課題 

これまで、西脇商工会議所では金融斡旋、経営革新、補助金や助成金の申請に対して経営分
析を必要に応じて実施してきたが、相談のない小規模事業者に対して積極的に経営分析を行っ
てこなかった。そのため、経営不振から立ち直れない小規模事業者は、自ら事業の実態を把握
できておらず、売上向上や経営に対する意識がない状態である。また、西脇商工会議所におい
ても小規模事業者の強みや経営課題を的確に把握できていないために、経営不振にあえぐ小規
模事業者に対して効果的なアドバイスや提案ができていない。 

高度・専門的な知識が不足しているため、今後は外部専門家等と連携し、経営状況の分析
の重要性を伝え、小規模事業者が自身の強みや経営課題を的確に把握して事業展開できるよ
う、また、商品、サービスを顧客のニーズに合わせて変えていけるよう効果的な支援を行
う。 

 

⑵事業内容 

①職員が、経営不振にあえぎ経営改善や経営革新が必要な小規模事業者へのヒアリングを

十分に行うことで経営状況を把握して成⾧発展もしくは持続的発展を阻害する課題を解

決するため経営状況の分析を行う。また、経営分析を行う事業者発掘のため、「経営分析

セミナー」を、参加者20名を目標に（年３回）開催する。募集方法は商工会議所ホームペ
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ージでの周知、新聞折り込み等を行い、新たに経営分析を行う事業所の発掘を行う。 

②経営分析の内容 

【対象者】 

経営分析セミナー参加者に加え、過去に経営相談が行われた小規模事業者のうち課題が

解決できていない小規模事業者、金融・税務相談を普段より受けている小規模事業者、事

業承継が課題となっている小規模事業者、重要な経営課題を有する小規模事業者を中心に

20社を選定する。 

 

【分析項目】 

定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「SWOT分析」の双方を行う。 

・財務分析:決算書に基づき、売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率等 

・SWOT分析:事業所がもつ商品やサービス、技術やノウハウ、従業員の資質などの経

営資源より、強み、弱み、脅威、機会など経営環境の把握や課題抽出する 

 

【分析手法】 

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」やＢＩＺ

ミル等を活用し、経営指導員が分析を行う。経営指導員（４人）・経営支援員（２人）の

計６人の職員が経営分析目標を意識して、窓口相談や巡回等によるヒアリングにより経営

実態の把握を行い課題の解決方法を導く形で行う。支援経験の少ない職員については、ベ

テラン職員の同行、また、兵庫県よろず支援拠点等の支援機関や外部専門家と連携して効

率的に実施する。経営分析結果及び指導内容は、経営カルテ（データベース）を活用して、

職員同士がいつでも閲覧できる記録・保管方法をとり情報の共有化を図る。 

 

⑶成果の活用 

 分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定時に活用する。 

 また、データベース化し内部共有することで経営指導員のスキルアップに活用する。 

 

⑷目 標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①開催件数 ― ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

②分析件数 ６０件 ８０件 ８０件 ８０件 ８０件 ８０件 
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４．事業計画策定支援に関すること 

⑴現状と課題 

小規模事業者は事業計画を策定した経験が乏しく、その必要性に気付いていない。また、

必要性を感じていても、日々の経営に追われて取り組むきっかけを失うなど、計画策定に至

っていない。 

西脇商工会議所においても、これまで経営相談のない小規模事業者の事業計画策定の支援

に前向きに取り組んでおらず、かつ職員の計画策定支援に関する能力にも偏りがあり積極的

に行ってこなかった。ここ数年は、持続化補助金などの相談により、小規模事業者において

も事業計画策定の必要性を認識するようになってきている。 

令和元（2019）年度においては、外部専門家と連携を図りながら、持続化補助金への申

請時に18件（内採択18件）、ものづくり補助金３件（内採択１件）、創業塾で１件の計20件

の事業計画策定支援を行っている。 

 

⑵支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性などを漠然と述べても、実質的な行動

や意識変化を促せるわけではないため、「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫す

るなどして、経営分析を行った事業者の７割程度／年の事業計画策定を目指す。 

併せて、持続化補助金の申請を契機として経営計画の策定を目指す事業者の中から、実現

可能性の高いものを選定し、事業計画の策定につなげていく。 

 

⑶事業内容 

① 経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」（全３回程度）を開催

するとともに、経営指導員による巡回指導や専門家による窓口相談により事業計画策定

希望者の掘り起こしを行う。 

【支 援 対 象】 

経営分析を行った事業者を対象とする 

【手段・手法】 

経営分析を行った事業者に対し、広報やHPを通じてセミナーを周知する。事業環境の

把握・販売促進・新商品・新サービスの開発・生産性向上について講義を受け、事業計

画の策定につなげていく。 

 

② 事業計画の策定 

【支 援 対 象】 

経営分析を行った事業者を対象とする。 
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【手段・手法】 

事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員が担当制で張り付き、外部専門家

も交えて確実に事業計画の策定につなげていく。 

 

⑷目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 
事業計画 
策定件数 

― ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

⑴現状と課題 
小規模事業者は経営資源が限られており、これまで補助金等申請時に策定した事業計画に

ついても西脇商工会議所がフォローしなければ実践できない事業者が多くある。また、職員
も補助金等申請事務の支援だけに注力しがちであり、支援した小規模事業者に対し、立案し
た事業計画の進捗状況について計画的な巡回によるモニタリングを行い、事業の進捗管理及
びフォローアップができていないのが現状である。 

今後は、職員が支援計画を事業所ごとに策定し、定期的な巡回指導や窓口相談によりフォ
ローアップを実施し、ＰＤＣＡサイクルによる支援を効率的に実施することが課題である。 

 
⑵事業内容 
事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪問

回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らして
も支障がない事業者とを見極めたうえでフォローアップ頻度を設定する。 

具体的には、事業計画策定６０社のうち、２０社は毎月１回、２０社は四半期に一回、
他の２０社については年２回とする。ただし、事業者からの申出等により臨機応変に対応
する。 

なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合に
は、他地区等の経営支援員や外部専門家など第三者の視点を必ず導入し、当該ズレの発生
要因及び今後の対応方策を検討の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

⑶目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

フォローアップ対象事業者数 ― ６０社 ６０社 ６０社 ６０社 ６０社 

頻度（延数） ― ３６０回 ３６０回 ３６０回 ３６０回 ３６０回 

売上増加事業者数 ― ２０社 ２０社 ３０社 ３０社 ３０社 

利益率増加事業者数 ― ２０社 ２０社 ３０社 ３０社 ３０社 
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６．需要動向調査に関すること 

⑴現状と課題 

小規模事業者の中には、持続的発展のため前向きに取り組んでいる事業所がある一方、

現状を打破するため経営改善が必要であると感じているが、商品需要等の情報が乏しく経

験と勘に頼ったこれまで通りの経営をする事業所も多くある。西脇商工会議所としても小

規模事業者にとって市場や需要動向の重要性を認識していながら、需要動向に関する情報

の収集や分析をこれまで実施できていなかった。また、フランチャイズ店、ドラッグスト

ア、コンビニが西脇市内に多く出店してきており、地元の小規模な小売店や飲食店は大き

な打撃を受けている。 

 

⑵事業内容 

実施する需要動向調査により、小規模事業者の商品をマーケットインの発想に切り替え

て、消費者ニーズに応じた商品構成及び販売方法を確立する。また、展示会や商談会等での

販路開拓に役立てる。 

 

①商談会やビジネスマッチング等でのアンケート調査 

これまで経営分析、事業計画策定支援等を行った事業所を中心として、やる気があり

元気な特徴のある製造業２社（繊維業を想定）を対象として、金融機関や支援機関が行

う商談会やビジネスマッチング等に出展し、既存商品及び新商品の販売、来場者のアン

ケート調査を行う。 

西脇市の地域ブランドである「播州織」のハンカチ進呈や来場者アンケートを実施する。 

【サンプル数】 

来場者300人  

【調査手段・手法】 

キャンペーン会場にて、来場者を対象にアンケートへの記入を依頼する。その後、商

品の粗品提供を行う。 

【分析手段】 

経営指導員が分析を行う。  

【調査項目】 

ＰＲ商品の色、サイズ、価格、パッケージ、用途、使い勝手等、ＰＲ商品の印象につ

いて、ＰＲ商品で印象に残ったもの  

【分析結果の活用】 

分析結果は、事業者にフィードバックする。これにより、販路拡大を促進させるとと

もに、売上向上につなげる。  
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②西脇ブランドＰＲによるアンケート調査事業 

展示・販売会場にて西脇のブランドＰＲキャンペーンを実施し、地場産品や名産等の

知名度向上のための調査を行う。西脇市の特産である「黒田庄和牛ローストビーフ」、

「播州ラーメン」等の試食及び来場者アンケートを実施する。 

【サンプル数】 

来場者300人  

【調査手段・手法】 

キャンペーン会場にて、来場者を対象に試食を行う。その後、アンケートへの記入を

依頼する。  

【分析手段】経営指導員が分析を行う。  

【調査項目】 

ＰＲ商品の味、量、価格、デザインについて、ＰＲ商品で印象に残ったもの  

【分析結果の活用】 

分析結果は、事業者にフィードバックする。これにより、販路拡大を促進させるとと

もに、売上向上につなげる。  

 

⑶目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①調査対象事業者数 ― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

②調査対象事業者数 ― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

⑴現状と課題 

これまで西脇商工会議所では、各地で開催されている商談会や展示会については、会員

へのDM発送の中に案内を同封する程度で積極的に活用してこなかったが、数年前から近隣

の商工会議所（兵庫県商工会議所連合会）と合同で東京インターナショナル・ギフトショ

ー等への出展支援を行うようになり、商談会や展示会への出展が販路拡大につながるチャ

ンスであると認識するようになってきた。しかし、出展者への事前・事後のフォローが不

十分であったため、出展するだけにとどまり、新たな需要の開拓にまで至っていない。小

規模事業者が、単独で自社のターゲットに見合う展示会や商談会に出展し、新たな販路の

開拓につなげていくことは困難なため、今後は、需要動向調査を行った小規模事業者を対

象として商談会や展示会への出展サポートや情報発信の支援を行うなど改善し実施する。 
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⑵事業内容 

①展示会・即売会への出展支援（B to C） 

需要動向調査で消費者アンケートを実施した小規模事業者を対象として、展示会・即売

会への出展支援を行う。消費者等への陳列や展示方法などを売上げにつなげるため事前に

外部専門家と連携して個別相談を行い、展示会・即売会では職員が同行して販売・ＰＲの

支援を行う。 

また、事後に職員が事業所に巡回訪問を行い、売上増加等の出展による効果の確認を行

い、期待した効果が見られない場合は、外部専門家と連携して、商品の改良や見せ方、販

売方法等の改善支援を行う。小規模な小売店・飲食店は、地域密着型の店舗が多いため、

西脇市周辺及び播磨地域を中心とした商圏をターゲットとし、出展を想定する展示会は次

のとおり。 

・「にしわき産業フェスタ」は11月に2日間にかけて開催される展示・即売会で市内外から

約15,000人が来場する恒例イベント。約100程度のブースがある。 

 

②商談会への出展支援（B to B） 

需要動向調査で②のアンケート調査を実施した小規模事業者を対象として、商談会等への

出展支援を行う。出展して成約率を高められるようバイヤー等へのプレゼン方法や資料作

成、商談方法など外部専門家と連携して個別支援を行い、商談会では職員が同行し商談のア

ドバイスを行う。事後支援として、外部専門家と連携して、名刺交換した相手へのアプロー

チ方法や成約後のフォロー、契約手続きのアドバイス、成約できなかった商品などの改良な

ど実効性のある支援を行う。出展を想定する商談会は次のとおり。 

 ・「東京インターナショナル・ギフトショー」は日本で最大級の雑貨と販促品の総合見本市。 

9月に開催され約16万人が来場する恒例イベント。約2300社程度の出展がある。 

 ・「北播磨ビジネスフェア」は北播磨地域の唯一の商談会。10月に開催され約2,300人の来

場がある。（出展数約100社） 

 

③ソーシャルメディアやプレスリリース等の活用支援 

Facebookをはじめとしたソーシャルメディアが企業ＰＲや求人活動の一つの手段として

活用される機会が増加している。ソーシャルメディアを活用して消費者とコミュニケーショ

ンを図り、広報やマーケティングに役立てられるようにセミナーの開催等を通じた支援を行

う。また、ＳＮＳ等を利用してＰＲすることのメリットや開設方法などの支援も行う。 
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⑶目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①展示会出展事業者数 ― ２社 ２社 ２社 ３社 ３社 

売上額／社 ― １０万 １０万 １０万 １０万 １０万 

②商談会参加事業者数 ― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数／社 ― １件 １件 ２件 ２件 ３件 
③ソーシャル・プレス 

支援事業者数 ― 10社 10社 10社 10社 10社 

活用事業者数／社 ― 2件 ２件 ２件 ２件 ２件 

活用による目標売上増加率 ― 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

   

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 

⑴現状と課題 

西脇商工会議所は市内の小規模事業者、西脇市、西脇市観光協会、各団体等と連携し

て、地域資源（特産品・観光地等）の棚卸しや新商品開発等を支援し、地域経済の活性化

に資する事業に取り組んできました。 

地域経済活性化という同様の目的を持ちながらもリーダーシップをとる人材がおらず、

各組織で個別の取組を行い、足並みを揃えることができませんでした。そのよう状況下の

中、西脇商工会議所が中心となり、次の取組を実施することで、地域経済の活性化に貢献

します。 

 

⑵事業内容 

①地場産業「播州織」・「播州釣針」の振興事業（年３回） 

（ア）地場産業「播州織」の振興のため、昨年西脇商工会議所と多可町商工会の協力で設立

した「西脇・多可播州織連携会議」を開催し、人材育成、産地の事業連携（HPの開

設、マルシェの開催等）、意見交換等に取り組み、ブランド化推進を支援していく。 

 

（イ）西脇市では、10歳代後半から20歳代の若年層が進学や就職に伴い、都市部へ大量流

出するという構造的な問題を抱えており、播州織を支える若手人材が不足している

状況が見受けられる。そのため、若手人材を西脇市に呼び込み、確保するため、西

脇市商工観光課と連携し、コワーキングスペースを運営することで、デザイナー育

成を支援する。運営を通じて、将来的に播州織関連の雇用を生み出すとともに、播

州織が若者にとって魅力的な産業になる仕組みを構築していく。強みである素材生

産を中心とした製品づくりを強化することに加えて、素材を生かし織物を使った最
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終製品までデザイン・製造することによって、ファション分野の産業を伸ばす構造

を確立する。 

(ウ) 「播州釣針」においては、世界的に有名なメーカーが当地域に立地しており、従業

員数は播州釣針協同組合調べによる統計上確保されているように思える。しかしな

がら小規模事業社における人材・後継者不足は確実に根付いている。中でも「播州

毛鉤」においては、伝統工芸士の後継者不在への対応が急務である。そのために、

公益財団法人北播磨地場産業開発や播州釣針協同組合と連携し、業界の展示会への

出展や伝統工芸展での工芸士による製作実演を行い、「播州毛鉤」のＰＲを行い、

需要拡大につなげることにより若手人材の獲得を目指す。 

 

西脇商工会議所としても、播州織のデザイナー育成や播州毛鉤の工芸士候補生の需要を

見越した上で、デザイン関連の様々なサービスを提供する小規模事業者を中心としたベン

チャー企業を経営計画策定や広報活動等により支援していく。具体的な事業は次のとお

り。 

 

（ア）西脇市・多可町をはじめとした播州織産地の連携事業の実施に関すること 

・中心市街地での播州織の生地・商品の販売催事「播州織産地博覧会」の開催・充実 

（マルシェ方式）（年１回） 

・開催に向け「播州織産地博覧会実行委員会」を組織し、協議を行う。（年５回） 

・オフィシャルＨＰの作成 

・播州織産地内の諸課題の整理及び課題解決に向けた意見交換に関すること（年３

回） 

・ものづくりフォーラムの開催 

ものづくり促進のため、先進的に取り組んでいる事業者がパネラーで意見交換 

（イ）播州織・播州釣針関係事業者の人材育成・交流に関すること 

・若手を中心に進める。 

・「ビジネスデザイン（アイデンティティデザイン）」も学ぶ。 

・展示会出展に関する基礎知識、ブースデザインを学んで成果を高める。 

 

②西脇ブランド魅力発信支援事業（年１回） 

西脇商工会議所では、｢播州ラーメン｣や黒田庄和牛を使用した｢西脇ローストビーフ｣な

どの地域資源を活用し、様々な商品を積極的に開発支援してきたものの、それぞれの個店

が、個別に販売促進したため、その販路については限界があった。 
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このような中、西脇市内でホテルを経営している西脇ロイヤルホテル（大和ハウスグル

ープ）と連携し、市外からの集客が多い西脇ロイヤルホテルや大阪のダイワハウス本社な

どで展示・販売イベントに参加し、全国の大和ハウスグループ関連企業へ向け｢西脇ブラン

ド｣の魅力発信を行う。西脇市に関わる全ての加工品や観光資源をひとつの集合体｢西脇ブ

ランド｣として情報発信することにより、新たな販路開拓及び観光集客を行い、地域個店の

売上アップを図り地域経済発展ひいては雇用の創出、また、観光資源も併せて情報発信す

ることにより、西脇市への観光集客の一助となるように事業を推進していく。 

 

③産業振興に向けた地域活性化イベントの開催 

(ア) 地域活性化イベント「にしわき産業フェスタ」の充実（年１回） 

西脇商工会議所では、西脇市商工観光課及び農林振興課と協力し地域の商工業者をPRす

る展示・即売、にぎわいの創出を目的としたイベント事業を行う「にしわき産業フェス

タ・西脇市農業祭」を毎年11月に開催している。開催に当たっては西脇市と協力し「にし

わき産業フェスタ実行委員会」（年6回程度）を組織している。実行委員会には西脇市商

工観光課や西脇多可料飲組合、西脇小売酒販組合、播州織関連団体などが参画し、連携し

て特産品や地場産品など地域資源を活用したイベントを実施し、市内外からの集客を図り

出展した企業の売上拡大を図っている。 

 

(イ) 西脇市商業連合会と連携した地域商業活性化事業（年１回） 

かつては「商都西脇」と呼ばれ隆盛を極めていたが、20年前と比べて商店数、売場面

積、小売業年間販売額の全てが半減、大型ショッピングセンターの撤退、空き店舗の増加

など中心商業の活力や西脇市への求心力が失われている。市内の各商店街等は、賑わいの

創出を目的に自らの商業振興にとどまらず、地域住民と協働で地域全体の活性化に向け

様々なイベントを企画・実行し頑張っている。 

そのような中、西脇市商業連合会・西脇市商工観光課と連携し、西脇市内で同時期に開

催している地域活性化を目的としたイベント及び公共施設の周年イベントを一体化して行

う。「ハロウィーン」を共通テーマに連携・開催することで、単独実施よりもイベント規

模とプログラムの魅力の向上を図り、集客性を高める取組により、地域の賑わいを創出さ

せ、交流の輪を拡げる。従来単独で開催していた「しばざくら100円商店街」（西脇しば

ざくら通り商店会（協）主催）、「きららハッピーハロウィーン」（自遊空間きらら主

催）、「セントラルカーニバル」（（協）西脇商連及び西脇区主催）「みらフェス」（西

脇市主催）の４つのイベントについて、ハロウィーンを共通テーマに、「日本のへそハロ

ウィーン」イベントとして開催する。各イベントについては、各主催者が実施するが、イ
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ベントの周知については共同で行う。また会場相互訪問の促進を図るため、スタンプラリ

ー等のイベントを実施する。 

また、新たな需要に寄与する事業として小規模事業者が売上拡大は販路拡大につなげら

れる場として一般消費者への呼び掛けや周知方法などの活用を考える。 

④企業の雇用確保推進事業（年１回） 

少子高齢化が進み労働人口が減っており、全国的に求人難が深刻化している。とりわ

け、若い労働力の確保が難しく、特に地方の企業にとっては死活問題にも発展しそうな勢

いである。完全雇用の状態が続き、新規の労働力確保がネックとなり、それが経済の成⾧

を阻害するといった懸念も高まっている。 

北播磨雇用開発協会等による合同就職面接会等も毎年１回開催されてはいるが、予算の

関係上、開催回数を増やすことが難しいのが現状である。また会場の収容数にも限りがあ

り、希望しても参加できない状況である。こうした状況の下、西脇商工会議所へ面接会の

有無など確認の問合せも数多く寄せられるようになっている。 

そのため、企業向けの合同就職面接会をハローワーク西脇及び西脇市商工観光課と協力

して開催し、新たな人材確保の促進を図り、企業体質の健全化につなげられるよう支援す

る。 

 

⑤空き店舗対策と中心市街地の活性化事業（年１回） 

西脇商工会議所では、平成15（2003）年から「西脇ＴＭＯ運営協議会・推進委員会」

を組織し、中心市街地の活性化に取り組んでいる。空き店舗への出店や活用などこれまで

取り組んできた事業の成果・効果を検証した上で、令和２（2020）年度からの新たな５年

間については、西脇市役所及び市民交流施設の中心市街地への移転整備が予定されている

ことから、これまで以上に積極的に西脇市まちづくり課・商工観光課などの市役所関係部

門と連携し、コンパクトシティを目標とする西脇市立地適正化計画に基づく施策を展開

し、播州織製品を販売する店舗誘致などによるまちなかの一層のにぎわい創出を目指し

て、人が住む・来る・生きる魅力的なまちづくりに努める。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
９．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

⑴現状と課題 

他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウの情報交換については、必要に応じて実施して

いるものの、小規模事業者の個社支援を意識して計画的・組織的には実施しておらず、個別の

案件について個々に対応しており、蓄積される支援ノウハウ等の情報交換は担当者レベルで把

握している程度で極めて限定的である。 
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小規模事業者の個社支援につなげていくために必要な需要の動向、支援に係るノウハウ等に

関して恒常的に情報交換を行い、情報の共有を強化して、相互の課題を掘り下げながらより有

効な情報収集及び情報交換に努める。そして、それらの情報を他の職員とも共有するため、月

１回の職員支援者会議を開催し、小規模事業者の個社支援の充実を図る。 

 

⑵事業内容 

①商工会議所間等での支援ノウハウ・情報共有（年１回） 

日本商工会議所が主催する中小企業相談所⾧会議をはじめ、経営指導員が参加する各種

会議、研修会、近隣市町の商工会議所や商工会との連携会議において、全国商工会議所等

の経営指導員と小規模事業者の経営環境や需要動向、また、支援体制やノウハウ等の情報

交換を行う。また、その内容を西脇商工会議所の職員間で共有し、実際の支援にフィード

バックする。 

 

②支援機関との連携及び情報共有と支援体制の構築（年１回） 

行政（兵庫県・西脇市・ハローワーク・監督署）、西脇金融会（三井住友銀行・みなと

銀行・但馬銀行・兵庫県信用組合・中兵庫信用金庫）等が参画する「西脇市経済雇用対策

会議」のほか、ひょうご産業活性化センター、中小企業基盤整備機構、各種専門家と連携

を強化し、小規模事業者への支援事例や現況を踏まえた支援方策、活用ツール、支援ノウ

ハウについての情報を得ることで、小規模事業者への各方面からの支援に役立てる。 

 

③株式会社日本政策金融公庫明石支店との連携 

株式会社日本政策金融公庫明石支店管内の商工会・商工会議所による連絡会議（年１

回）において、金融支援のほか、各地域の資金需要動向や地域経済動向についての情報交

換を行っている。また、小規模事業者等から金融相談を受けたときは、迅速に対応するた

め、普段から公庫職員と西脇商工会議所職員の情報交換を図り、両者が同行して小規模事

業者を訪問するなど、よりきめ細かな支援を目指す。 

 

④地域活性化を担う機関との連携及び情報共有と事業展開（年１回） 

販路拡大や地域の活性化に関しては、西脇市はもとより、神戸芸術工科大学などの学術

機関、西脇経営者協会等の経済団体、西脇市商業連合会などと定期的な情報交換や実行組

織の構築を行い、それぞれの機関の資源を共有・活用した事業展開を図る。 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

⑴現状と課題 

従来、経営指導員は中小企業大学校の基礎Ⅰ、基礎Ⅱ研修や兵庫県商工会議所連合会の主

催する経営指導員研修（一般コース、専門コース）を受講しているものの、それらで得た知

識が支援現場で十分に活かされていなかった。また、担当者別に経営支援を行なっていたた

め、経営状況を共有する仕組みが存在せず、支援ノウハウも共有されていなかった。さらに

経営支援は経営指導員が担当するものが当然と捉え、一般職員は経営支援に関心を持ってい

ないのが現状であった。 

経営発達支援計画の実施に当たり、職員が積極的に小規模事業者に対しての伴走型支援を展

開し、収益の確保や経営状況の把握等に努めるため、支援能力向上に向けた研修会等に参加す

る。また、若い職員が巡回する際は、ベテラン職員が同行してＯＪＴを行う等、支援経験の少

ない職員の支援力向上を図る。また、支援事例などを職員間で共有するため支援会議を月１回

実施し、参加した研修会で役立つ情報や支援した内容などの共有化を図る。これらの取組は経

営指導員だけでなく全職員を対象とする。 

 

⑵事業内容 

①各種関係セミナーへの積極的な参加 

兵庫県商工会議所連合会及び東播淡地区商工会議所経営指導員研究協議会が主催する研

修会への参加に加え、経済産業局や中小機構が開催するセミナー等に経営指導員だけでな

く、職種ごとに関係する内容を精査し、全職員が年１回以上参加することで、支援能力の

向上を図る。 

また、西脇商工会議所の開催する独自セミナー（経営・労務・財務・税務等）において

も、担当職員だけでなく他の職員は支援を行う上で自分が不得手とする分野があれば積極

的に参加し、知識の習得を促進するとともに、各職員が参加した研修資料を回覧し、研修

内容の共有化を図る。 

地域商品のブランド化に向けた分析力など経営指導員に不足している能力を特定した上

で、それを補うため経営指導員等Ｗｅｂ研修を、西脇商工会議所の全職員が受講し、基礎

知識等の向上を図る。 

 

②OJT制度の導入 

支援経験が豊富な経営指導員と一般職員とがチームを組織し、巡回指導や窓口相談の機

会を活用したOJTを積極的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 
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③職員ミーティングによる職員同士の情報共有 

経営指導員研修会等へ出席した経営指導員が順番で講師を務め、経営支援の基礎から話

の引き出し術に至るまで、定期的なミーティングを月２回（年24回）開催し、意見交換を

行うことで職員の支援能力の向上を図る。 

支援会議を月１回の頻度で開催し、実際に関わった支援の進捗状況、専門家派遣の内容報

告を共有し、支援先の優先順位などを含め全員で意見交換し、支援ノウハウと意識の共有化

を図る。 

 

④支援データの記録・保存 

経営指導員が支援に関する巡回時の記録、事業者の経営状況分析結果等を経営カルテと

して基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者の状況等を職

員全員が共有できるようにすることで、担当以外の職員でも一定レベル以上の対応ができ

るような体制を構築する。 

 

１１．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

⑴現状と課題 

西脇商工会議所が実施する事業は、これまで事業計画を立案し、予算総会により承認を得

て、実施後に事業報告を行うという基本的な仕組みであり、事業見直しのための事業成果・

進捗状況等の評価が十分に設定されておらず、評価結果に基づく明確な改善策が、事業計画

の見直しに反映されにくいことが課題である。 

経営発達支援計画を円滑かつ効果的に進めるために、既存の協議組織を活用した意見聴取

を行うとともに、行政や支援機関等の外部有識者による事業評価委員会を設置し、年１回事

業の成果の報告、評価及び見直しを行う。その結果については、西脇商工会議所及び西脇市

のホームページにより公表し、経営発達支援事業の実施について効果的なＰＤＣＡサイクルを

構築する。 

 

⑵事業内容 

①事業評価委員会での評価・検証 

年１回、西脇市商工観光課⾧、法定経営指導員、外部有識者（中小企業診断士、日本政

策金融公庫明石支店⾧）、西脇商工会議所会頭・副会頭４人による委員会を構成し、経営

発達支援事業の進捗状況等について評価・検証を行う。 
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②意見聴取

西脇商工会議所、西脇市をはじめ、市内の行政、経済関係団体、兵庫県の担当者で構成

する西脇市経済雇用対策協議会を年１回開催しているが、この場において経営発達支援計

画に関するレビューを行う。 

③経営発達支援計画の事業評価及び見直しの公表

当該評議会の評価結果は、役員会にフィードバックしたうえで、事業実施方針に反映さ

せるとともに、西脇商工会議所及び西脇市のホームページ（毎年）及び広報誌（年２回）

へ掲載することで、地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態とする。 



（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

当事業を実施するに当たり実施体制は次のとおりとし、西脇市と連携し職員が一丸となって事
業実施に努める。 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営
指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制
①当該経営指導員（予定者）の氏名、連絡先

■氏名:松場真吾
■連絡先:西脇商工会議所 ℡0795-22-3901

②当該経営指導員による情報の提供及び助言
月 2 回開催する職員ミーティングにおいて、経営発達支援事業の進捗状況の報告及び情報の
提供を受け、経営指導員間の情報共有を促すととともに事業の実施・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／商工会議所、関係市町村連絡先
①商工会／商工会議所
〒677-0015 兵庫県西脇市西脇 990
西脇商工会議所 中小企業相談所  TEL 0795-22-3901／FAX 0795-22-8739
E-mail info@hesocci.or.jp
②関係市町村
〒677-8511 兵庫県西脇市郷瀬町 605
西脇市 産業活力再生部商工観光課  TEL 0795-22-3111／FAX 0795-22-6987

E-mail shoukou@city.nishiwaki.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 60,600 61,000 61,500 62,000 62,500 

中小企業相談所 60,600 61,000 61,500 62,000 62,500 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国・県・市補助金 

日本商工会議所委託金 

兵庫県商工会議所連合会補助金 

西脇商工会議所一般会計 

事業収入（受講料収入等）

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表4)
経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項

名称

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

住所
西 脇 市 観 光 協 会 会長 北川 功 西脇市郷瀬町605
西脇・多可播州織連携会議 会長 敷原宏幸 西脇市西脇990
西 脇 市商業 連 合 会 会長 中原克己 西脇市西脇990
西 脇 経 営者協 会 会長 膝阪光 一 西脇市西脇990
北 播 磨雇用 開 発 協 会 会長 齋腺太紀雄 西脇市西脇990

連携して実施する事業の内容
①地域経済動向調査に関する連携
②経営発達支援事業の実施に関する連携
③経営状況の分析事業に関する連携
④事業計画作成及び実施支援事業に関する連携
⑤地場産業の事業拡大・ブランド化に向けた支援事業に関する連携
⑥後継者・人手不足対策に関する支援
⑦支援先事業所の情報発信力強化及び販路開拓支援事業に関する連携
⑧支援策等の情報交換に関する運携

連携して事業を実施する者の役割

名称 役割
西脇市観光協会 地域経済活性化事業の共同開催
西脇・多可「播州織」連携会議 地域経済活性化事業の共同開催
西脇市商業連合会 地域経済活性化事業の共同開催
西脇経営者協会 労働人材強化支援
北播磨雇用開発協会 労働人材強化支援

連携体制図等

［小規模事業者・創業者及び創業予定者］

西脇市観光協会

西脇・多可
播州醐連撰会咽

支 援

西脇市
商業連合会
-�,,,,...

ヽ

［地域経済の活性化

相 談

北播磨
雇用開発協会

西脇経営者協会
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