平成 30 年度
商工会・商工会議所の小規模事業者
支援力向上要因検証調査
調査報告書＜概要版＞

平成３０年９月

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

当概要版の位置付け
独立行政法人中小企業基盤整備機構では平成 30 年度に、優れた成果を挙げている商工会・
商工会議所の小規模事業者支援力向上要因を明らかにし、より多くの商工会、商工会議所の支
援能力・機能の向上、強化に貢献することを目的として、「商工会・商工会議所の小規模事業
者支援力向上要因検証調査」（以下、本調査）を実施した。なお、本調査は、中小企業庁及び
全国商工会連合会、日本商工会議所の協力を得ながら実施した。当概要版は、本調査結果のポ
イントを整理したものである。

本調査報告書では、商工会、商工会議所の小規模事業者支援力向上要因を一緒に説明してい
る。これは、優れた成果を挙げている商工会、商工会議所の支援現場で、小規模事業者支援力
向上要因についてヒアリングしたところ、両者で共通したものが多かったからである。従っ
て、当概要版も同様の記載になっている。

また、当概要版に掲載した商工会、商工会議所に関するヒアリング調査記録を閲覧できるよ
うに、当概要版の事例掲載欄に、本調査報告書資料編の商工会、商工会議所のヒアリング調査
記録掲載ページを記載した。
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第1章

調査の概要

Ⅰ．平成 29 年度先行調査の概要
「平成 30 年度商工会・商工会議所の小規模事業者支援力向上要因検証調査」は、経営発達
支援事業の取組みを通じて小規模事業者の経営支援を行っている各地の商工会、商工会議所の
活動、体制、手法等から支援力向上要因を見出すことにより、より多くの商工会、商工会議所
の支援能力・機能の向上・強化に貢献していくことを目的としている。
平成 30 年度の調査は、先行調査として実施した「平成 29 年度商工会・商工会議所の小規
模事業者支援力向上要因分析調査」（以下、先行調査と表記）の結果を踏まえて行うものであ
る。本章では、先行調査の概要を紹介する。

(１)調査目的
平成 26 年 6 月に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の一部が改
正され、小規模事業者の持続的発展を計画的に支援するため、商工会、商工会議所が経営発達
支援事業に取り組んでいる。
こうした背景の下、平成 29 年度は中小企業庁が実施した「平成 28 年度経営発達支援事業
実施状況調査」の成果を活用して、優れた成果をあげる商工会、商工会議所を選定し、それら
の策定した経営発達支援計画、第三者評価委員会の評価結果と商工会、商工会議所計 6 箇所
へのヒアリング調査結果を基に支援者の小規模事業者支援力向上要因の仮説を取りまとめた。

(２)調査期間
平成 29 年 12 月～平成 30 年 3 月

(３)調査スキーム
■平成 29 年度調査スキーム
①調査対象の抽出
中小企業庁が実施した「平成 28 年度経営発達支援実施状況調査」結果を活用
し、「優れた成果をあげる商工会・商工会議所」（High-Performance”HP
群”）及び「成果が十分に見られない商工会・商工会議所」（LowPerformance”LP 群”）を抽出（※抽出方法は調査報告書の P2～3 を参照）
②データ分析
「平成 28 年度経営発達
支援計画実施状況調査」
のデータ分析

③経営発達支援計画のレ
ビュー

④第三者評価のレビュー

⑤ ②～④の結果を踏まえた高業績を生み出す要因の仮説設定
⑥ ⑤を検証するためのヒアリング調査を実施（6 団体）

⑦ ⑤～⑥の結果を踏まえた支援力向上要因の仮説設定
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Ⅱ．平成 30 年度調査の概要
(１)調査の目的
先行調査（平成 29 年度調査）で取りまとめた、支援者の小規模事業者支援力向上要因の仮
説を検証するためには、多数のヒアリング調査を実施する必要があることが明らかになった。
そのため、本調査（平成 30 年度調査）は、中小企業庁及び全国商工会連合会、日本商工会議
所の協力を得ながら、先行調査集計結果等から選定した商工会、商工会議所へのヒアリング調
査を実施し、支援者の小規模事業者支援力向上要因を取りまとめることを目的とする。

(２)調査期間
平成 30 年 6 月～平成 30 年 9 月

(３)調査内容
本調査の構成は下記のとおりである。
■平成 30 年度調査スキーム
①現地ヒアリング調査先の抽出
先行調査結果等から現地ヒアリング調査先の抽出

②現地ヒアリング調査の実施
商工会・商工会議所 44 団体への訪問ヒアリング調査の実施

③調査結果の取りまとめ
現地ヒアリング調査結果により、先行調査結果をもとに本調査で立案した仮説を
検証して、商工会、商工会議所の小規模事業者支援力向上要因を分析・とりまとめ
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(４)本調査における仮説の設定
本調査においては、前年度の先行調査で立てた仮説 1～20 を、改めて以下の 7 つのカテゴリ
に分類・整理した。本調査においてはこれらの仮説を基にヒアリング調査を行うこととする。

１)支援活動に対する基本的な考え方や方向性
仮説 １ 支援活動に対する基本的な考え方や方向性、支援者としての役割を明確にし、共有
しながら支援活動を実施している。

２)組織マネジメントの卓越性
仮説 2 組織が一体となった事業推進 （効果的な体制の構築、組織内情報共有の仕組み
等） を図っている。
仮説 3 必要時に、迅速に動ける個人、組織全体の力を結集できる組織となっている。
仮説 4 目標達成を促す組織的・計画的仕掛けがある （目標ごとに担当者を設定し責任を明
確にしている等）。
仮説 5 普段から職員間の議論が活発に交わされており、曖昧なものを曖昧なままとせず、主
体的に意味を明確化する努力が職場で行われている可能性がある。
仮説 6 組織内改革や支援者自身の意識改革・自己変革を実践している。
仮説 7 組織規模が大きい、または経営資源が多い団体の方が業績や成果に結びつきやす
い傾向がある。

３)支援人材の能力向上・育成に向けた取組み
仮説 8

経営指導員として主体的な能力開発が実践されている。

４)伴走型支援でより支援成果を上げるための工夫
仮説 ９ 「事業計画策定」「策定後のフォローアップ実施」 が売上・利益の向上に寄与してい
る可能性がある。
仮説 10 「需要開拓支援」 が事業者の売上・利益向上にとって重要な支援となっている可能
性がある。
仮説 11 効果的な巡回訪問の機会づくりに努めている。
仮説 12 基礎データを把握、会員カルテなどの記録データを作成するなど、データを有効に
活用している。
仮説 13 目に見えるもの （商品、数字等） 以外の成果 （協働のマインド等） が創出されるこ
とを意識しながら支援を行っている。
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５)地域の関係者と連携した「面的支援」
仮説 14 地域産業の振興に向けて、主体的に地域の関係者と連携しながら 「面的支援」 を
行っている。
仮説 15 「面的支援」 を効果的に進めるには中長期の展望をもって、連続的に取組みを進め
ていくことが重要である。
仮説 16 「面的支援」 には現場の支援体制だけでなく、地域の関係機関のトップどうしの密な
る連携が不可欠である。
仮説 17 個社支援と面的支援を （対立するものとしてではなく） 統合的に捉えている。

６)主な関連施策の活用
仮説 18 「持続化補助金の利用支援」 が高業績に結び付いている可能性がある。
仮説 19 「経営発達支援資金」 等の新しい制度を積極的に活用する姿勢が高業績に寄与し
ている可能性がある。

７)積極的な情報発信・広報
仮説 20 地域の事業者へ施策情報やそれらを活用した成功事例を積極的に情報発信してい
くことが新規加入者の増加につながっている可能性がある。
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(５)ヒアリング調査の進め方
１)調査対象の抽出
下記の抽出条件と調査協力への承諾を得られた商工会・商工会議所から調査対象を抽出し
た。
【商工会 22 件】
№

抽出条件

件数

１

平成 29 年度調査での HP 群
平成 29 年度調査で、自己評価項目がオール A ではなかったが、
評価項目の成果評価が高い団体、もしくは全国商工会連合会から
推薦があった団体
参考団体

15 団体

２
３

5 団体
2 団体
22 団体

計
【商工会議所 22 件】
№

抽出条件

件数

１

11 団体

３

平成 29 年度調査での HP 群
平成 29 年度調査で、自己評価項目がオール A ではなかったが、
評価項目の成果評価が高い団体もしくは、日本商工会議所から推
薦があった団体
中核都市規模に所在する団体

４

参考団体

２

6 団体
3 団体
2 団体
22 団体

計

２)調査対象団体の特性
①小規模事業者数
本調査でヒアリング調査を行った商工会（22 団体）における管内の小規模事業者数は、
「1,000～1,499 事業者」が 7 団体と最も多く、次いで「500～999 事業者」が 5 団体と続いて
おり、双方を合わせた「500～1,499 事業者」が半数強の 12 団体を占める。商工会議所（22
団体）の小規模事業者数は、「1,500～1,999 事業者」及び「3,000～4,999 事業者」「1 万事
業者～」がそれぞれ 4 団体で最も多い。また、3,000 事業者以上が半数の 11 団体を占め、商
工会と比べて小規模事業者数が多い。
管内小規模事業者数別団体数
■商工会 22 団体
3,000～4,999事業者
1団体
2,500～2,999事業者
0団体
2,000～2,499事業者
4団体

■商工会議所 22 団体
～499事業者
0団体

～499事業者
3団体

1万事業者～
4団体

500～999事業者
5団体

1,000～1,499事業者
7団体

1,000～1,499事業者
2団体
1,500～1,999事業者
4団体

5,000～9,999事業者
3団体

1,500～1,999事業者
2団体

500～999事業者
1団体

3,000～4,999事業者
4団体
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2,000～2,499事業者
3団体
2,500～2,999事業者
1団体

②経営発達支援事業に係る支援人材数
ヒアリング調査を行った商工会における経営発達支援事業の実施に関わる支援人材1数は、
「5～9 名」が 6 団体と最も多く、9 名以下が 9 団体と約 4 割を占める。商工会議所では、
「10～14 名」が 10 団体で最も多い。
経営発達支援事業の実施体制に係る支援人材数別団体数
■商工会 22 団体
30名～
0団体

■商工会議所 22 団体
30名～
1団体
25～29名
1団体

～4名
3団体

25～29名
3団体
20～24名
2団体

15～19名
4団体

20～24名
3団体

5～9名
6団体

15～19名
2団体

10～14名
4団体

～4名
0団体
5～9名
5団体

10～14名
10団体

３)実施方法
①実施期間
平成 30 年 6 月 26 日（火）～平成 30 年 9 月 5 日（水）
②実施方法
訪問聞き取り調査

４)ヒアリング項目
本調査の仮説を検証し、小規模事業者支援力向上要因を分析するため、次頁のとおりヒアリ
ング項目を設定し、ヒアリング調査を実施した。
各団体の「組織概要」を踏まえて、「支援活動の方針・方向性」→方針・方向性の下に、実
施している「経営発達支援事業の取組み」→これらの取組みを実施・推進するための「実施体
制や体制強化に向けた取組み」→関連施策との関係を把握するための「主な関連施策の活用」
→さらなる小規模事業者支援力の向上に向けた「今後の取組み」といった順序でヒアリングを
行った。
また、小規模事業者への伴走型支援の実施には人手や時間がかかることから、時短や生産性
向上をテーマとした「支援成果の向上や貴組織の時短・生産性向上に向けた取組み・工夫して
いる点」を、「実施体制や体制強化に向けた取組み」では、限られた人員でも支援力を高めら
れる「連携・ネットワーク」をテーマに、「他部署や関係機関との連携・ネットワークづく
り」をヒアリング項目に加えた。

1 経営発達支援事業の実施に関わる支援人材は、経営指導員に限らず、理事や事務局長、専任職員、補助員、
一般職員等の経営発達支援事業に関わる人材を含む。
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【ヒアリング項目】
１．組織概要
（１）基礎データ （設立年、組織構成、活動圏域、会員事業者数 等）
（２）会員事業者の動向・変化
（３）経営発達支援事業の実施体制 （人員数 等）
２．支援活動の方針・方向性
３．経営発達支援事業の取組み
（１）高い成果に結びついている独自の特徴ある取組み
（２）「面的支援」 への取組み状況
４．支援成果の向上や貴組織の時短・生産性向上に向けた取組み・工夫している点
５．実施体制や体制強化に向けた取組み
（１）支援体制の構築で工夫している点
（２）他部署や関係機関との連携・ネットワークづくり
（３）支援人材の能力向上・育成に向けた取組み
（４）支援活動の目標・業務管理、支援活動の評価・見直し
６．主な関連施策の活用 （持続化補助金の活用 等）
７．今後の取組み

本調査で設定した仮説項目の検証は、図表９のとおり、それぞれ対応するヒアリング項目に
おいて把握できた内容を基に行った。
■仮説項目とヒアリング項目との関係性

仮説項目（P5~6）
１）支援活動に対する基本的な考え方
や方向性

ヒアリング項目

その他

２．支援活動の方針・方向性

２）組織マネジメントの卓越性
３）支援人材の能力向上・育成に向け

５．実施体制や体制強化に向けた取組み

た取組み
１．組織概要

４）伴走型支援活動でより支援成果を
上げるための工夫
５）地域の関係者と連携した「面的支
援」

３．経営発達支援事業の取組み
４．支援成果の向上や貴組織の時短・生産
性向上に向けた取組み・工夫している点

７）積極的な情報発信・広報
６）主な関連施策の活用

６．主な関連施策の活用 （持続化補助金の
活用等）
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７．今後の取
組み

第２章

調査の結果

Ⅰ．仮説項目の定量的な検証結果
ヒアリング調査結果を踏まえて、ヒアリング調査 40 団体2（商工会 20 団体・商工会議所 20
団体）を通じて、仮説項目と合致している支援活動や組織のあり方等が聞き取れた団体を定量
的に把握した。総数の多い仮説項目は、成果をあげている商工会、商工会議所で共通性の高い
項目なので、小規模事業者への支援力が不足していると考える団体にとっては、自団体と比較
して強化すべき項目として参考になると思われる。
■仮説検証表
内訳

仮説

総数

支援活動に対する基本的な考え方や方向性
支援活動に対する基本的な考え方や方向性、支援者として
仮説１
の役割を明確にし、共有しながら支援活動を実施している。
組織マネジメントの卓越性
組織が一丸となった事業推進（効果的な体制の構築、組織
仮説２
内情報共有の仕組み等）を図っている。
必要時に、迅速に動ける個人、組織全体の力を結集できる
仮説３
組織となっている。
目標達成を促す組織的・計画的仕掛けがある。（目標ごと
仮説４
に担当者を設定し責任を明確にしている等）
普段から職員間の議論が活発に交わされており、曖昧なも
仮説５ のを曖昧なままとせず、主体的に意味を明確化する努力が職
場で行われている可能性がある。
組織内改革や支援者自身の意識改革・自己変革を実践して
仮説６
いる。
組織規模が大きい、または経営資源が多い団体の方が業績
仮説７
や成果に結びつきやすい傾向がある。
支援人材の能力向上・育成に向けた取組み
仮説８

経営指導員として主体的な能力開発が実践されている。

伴走型支援活動でより支援成果を上げるための工夫
「事業計画策定」「策定後のフォローアップ実施」が売
仮説９
上・利益の向上に寄与している可能性がある。
「需要開拓支援」が事業者の売上・利益向上にとって重要
仮説 10
な支援となっている可能性がある。
仮説 11
仮説 12
仮説 13

2

効果的な巡回訪問の機会づくりに努めている。
基礎データを把握、会員カルテなどの記録データを作成す
るなど、データを有効に活用している。
目に見えるもの（商品、数字等）以外の成果（協働のマイ
ンド等）が創出されることを意識しながら支援を行っている。
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10

23

12

11

17

6

11

29

13

16

10

7
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7 頁に記載した調査対象商工会 22 団体、商工会議所 22 団体のうち各参考団体 2 団体件を除いた 40 団体。40 団
体の具体的な内容は別冊の商工会ヒアリング記録、商工会議所ヒアリング記録を参照のこと。
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地域の関係者と連携した「面的支援」
地域産業の振興に向けて、主体的に地域の関係者と連携しな
仮説 14
がら「面的支援」を行っている。
「面的支援」を効果的に進めるには中長期の展望をもって、
仮説 15
連続的に取組みを進めていくことが重要である。
「面的支援」には現場の支援体制だけでなく、地域の関係機
仮説 16
関のトップどうしの密なる連携が不可欠である。
個社支援と面的支援を（対立するものとしてではなく）統合
仮説 17
的に捉えている。
主な関連施策の活用
「持続化補助金の利用支援」が高業績に結び付いている可能
仮説 18
性がある。
「経営発達支援資金」等の新しい制度を積極的に活用する姿
仮説 19 勢が高業績に寄与している可能性がある。

仮説 20

積極的な情報発信・広報
地域の事業者へ施策情報やそれを活用した成功事例を積極的
に情報発信していくことが、新規加入者の増加につながってい
る可能性がある。
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Ⅱ．調査結果から考えられる小規模事業者支援力向上要因
商工会・商工会議所へのヒアリング調査を通じ、先行調査を基に設定した仮説項目と合致し
ている支援活動や組織のあり方等について、複数の事例で聞き取ることができた。それらのこ
とから、先行調査をもとに設定した仮説項目は、項目によって程度の違いはあるものの、商工
会・商工会議所の小規模事業者支援力向上要因であることが確認されたと言える。
また、ヒアリング調査を通じて、先行調査で設定した仮説項目に加えて、新たに 3 つの小規
模事業者支援力向上要因が明らかとなった。一つは、商工会・商工会議所の限られた支援資源
で、一連の支援を行うためには不可欠な「自治体や関係機関等との連携」である。次に、「小
規模事業者を取り巻く社会環境や地域産業の課題を踏まえた支援展開」であり、特に、小規模
事業者の維持・発展に関わる創業支援と事業承継支援の充実が挙げられる。最後に、商工会・
商工会議所の支援者からの関心も高い、効率的かつ効果的な支援活動に向けた工夫として、
「支援方法等の見える化」の促進が挙げられる。
先行調査で設定した仮説項目と新たに明らかとなった支援力向上要因を整理し直したのが、
P13 に掲載した「仮説項目と小規模支援事業者支援力向上要因の関係性」である。小規模事業
者支援力向上要因としては、「仮説項目と小規模支援事業者支援力向上要因の関係性」のとお
り、大きく 3 点に分類することができる。一つ目は、「組織の運営・体制に関する支援力向上
要因」であり、二つ目は「小規模事業者への支援内容の充実や効果的な支援方法等の直接支援
に関する支援力向上要因」、三つ目は「情報発信や広報活動等の間接的支援に関する支援力向
上要因」である。三つの支援力向上要因の特徴と商工会・商工会議所の取組み事例について
は、P14 以降に記載した。
なお調査報告書には、仮説項目別の検証結果に関する詳細な内容を記載している。
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■仮説項目と小規模事業者支援力向上要因の関係性
仮設項目

小規模事業者支援力向上要因

支援活動に対する基本的な考え方や方向性

(1)組織の運営・体制に関する支援力向上要因

支援活動に対する基本的な考え方や方向性、支援者とし
仮説1 ての役割を明確にし、共有しながら支援活動を実施して
いる。

１)支援活動に対する明確な方針・方向性の共有

組織マネジメントの卓越性
仮説2

２)組織マネジメントの卓越性
①トップの参画
②小規模事業者支援の推進体制の見直し
③職員間での密なる情報共有
④支援人材の能力向上・育成への取組み
⑤複数の団体をサポートする中間機能（組織・
人材）の整備・配置

組織が一丸となった事業推進（効果的な体制の構築、組
織内情報共有の仕組み等）を図っている。

必要時に、迅速に動ける個人、組織全体の力を結集でき
る組織となっている。
目標達成を促す組織的・計画的仕掛けがある。（目標ご
仮説4
とに担当者を設定し責任を明確にしている等）
普段から職員間の議論が活発に交わされており、曖昧な
仮説5 ものを曖昧なままとせず、主体的に意味を明確化する努
力が職場で行われている可能性がある。
仮説3

仮説6

組織内改革や支援者自身の意識改革・自己変革を実践し
ている。

３）自治体や関係機関等外部組織との連携
①カウンターパートとしての自治体との連携
②関係機関との情報共有・連携
③地域の民間事業者との連携
④専門家との連携

組織規模が大きい、または経営資源が多い団体の方が業
仮説7
績や成果に結びつきやすい傾向がある。

支援人材の能力向上・育成に向けた取組み
仮説8 経営指導員として主体的な能力開発が実践されている。

(2)小規模事業者への支援内容の充実や効果
的な支援方法等の直接支援に関する支援力
向上要因

伴走型支援活動でより支援成果を上げるための工夫
「 事業 計画 策定 」「 策定 後の フォ ロー アッ プ実 施」 が売
仮説9
上・利益の向上に寄与している可能性がある。
仮説10

「 需要 開拓 支援 」が 事業 者の 売上 ・利 益向 上に とっ て重
要な支援となっている可能性がある。

１) 伴走型支援でより支援成果を上げるための工夫
①支援のきっかけづくり
②事業計画策定支援
③需要開拓支援
④効果的な巡回訪問
⑤小規模事業者情報のデータ化

仮説11 効果的な巡回訪問の機会づくりに努めている。
基 礎デ ータ を把 握、 会員 カル テな どの 記録 デー タを 作成
するなど、データを有効に活用している。
目 に見 える もの （商 品、 数字 等） 以外 の成 果（ 協働 のマ
仮説13 イ ンド 等） が創 出さ れる こと を意 識し なが ら支 援を 行っ
ている。
仮説12

地域の関係者と連携した「面的支援」
仮説14

地 域産 業の 振興 に向 けて 、主 体的 に地 域の 関係 者と 連携
しながら「面的支援」を行っている。

仮説15

「 面的 支援 」を 効果 的に 進め るに は中 長期 の展 望を もっ
て、連続的に取組みを進めていくことが重要である。

仮説16

「 面的 支援 」に は現 場の 支援 体制 だけ でな く、 地域 の関
係機関のトップどうしの密なる連携が不可欠である。

仮説17

個 社支 援と 面的 支援 を（ 対立 する もの とし てで はな く）
統合的に捉えている。

⑥支援方法等の見える化

２) 小規模事業者を取り巻く社会環境や地域産業の
課題を踏まえた支援展開（創業支援・事業承継支
援）
３）「個社支援」につながる「面的支援」の推進
４）主な関連施策の活用

主な関連施策の活用
「 持続 化補 助金 の利 用支 援」 が高 業績 に結 び付 いて いる
仮説18
可能性がある。
「 経営 発達 支援 資金 」等 の新 しい 制度 を積 極的 に活 用す
仮説19
る姿勢が高業績に寄与している可能性がある。

①持続化補助金の活用支援

積極的な情報発信・広報

(3)情報発信や広報活動等の間接的支援に関
する支援力向上要因

地域の事業者へ施策情報やそれを活用した成功事例を積
仮説20 極的に情報発信していくことが、新規加入者の増加につ
ながっている可能性がある。

１）国や関連機関における政策情報を迅速に収集・
発信
２）地域の小規模事業者にとって有効な方法を見極
めた情報発信
３）支援策活用の成功事例の発信

新たに見出された支援力向上要因
(1)自治体や関係機関等との連携
(2) 支援方法等の見える化
(3)小規模事業者を取り巻く社会環境や地域産業の課題を
踏まえた支援展開（創業支援・事業承継支援）
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Ⅲ．小規模事業者支援力向上要因別分析及び商工会、商工会議所事例
(１)組織の運営・体制に関する支援力向上要因
１)支援活動に対する明確な方針・方向性の共有
支援活動の方向性を記した独自のビジョン・計画の策定、組織トップの運営方針、支援活動
に向けた行動目標、支援活動に当たる際の標語等の策定により、支援活動に対する基本的な考
え方や方向性、支援者としての役割を明確にして共有できている組織では、主に下記の a.～
ｆ.の 6 つの点が実現でき、支援力の向上につながることが明らかとなった。
a.小規模事業者の商工会・商工会議所に対する理解を高め、商工会・商工会議所の活用につ
ながる。
b.中長期の支援活動のあり方を踏まえて目先の成果に囚われない支援が実施できる。
c.組織内の一体感を高め、組織全体の推進力を生み出すことができる。
d.業務の重点や優先順位を踏まえ、業務を計画的に遂行できる。
e.支援活動の方向性に基づいた事業評価ができ、定量化できない支援効果についても一定の
判断が可能となる。
f.自治体や関係機関から商工会・商工会議所の方針・方向性への理解が深まり、自治体や関
係機関との連携を図りやすくなる。
～「三方よしプラン」の策定で組織の推進力が生まれる～
平成 27 年度、滋賀県商工会連合会の指導により策定した「三方よしプラン」が、明確な経営計画
の無かった高島市商工会にとって、向こう 5 年間に当商工会が取り組む重点的な施策の方向性を
示す経営計画となった。「三方よしプラン」で、職員全体で支援に取り組む大まかな方向性が共有
され、当商工会組織全体でも大いなる推進力を生み出している。平成 29 年度に見直した改訂版
（平成 30 年度～34 年度）で経営発達支援計画の内容を重点的な取組みとして記載した。
（高島市商工会は[資料 2－P29～32]に掲載）
～常に新しい挑戦を意識して中期計画を作成、民間の支援機関と差別化～
3 年ごとに中期ビジョンを作成し、仙台商工会議所の方針を明示している。中期ビジョンは当商
工会議所内での共有を図るとともに、連携先の宮城県・仙台市・経済団体等の関連機関や同県
内だけでなく東北 6 県の商工会議所へ発信し、当商工会議所との協力体制の強化につなげてい
る。民間の支援機関と差別化を図り、当商工会議所の存在意義を構築していくために、事業の見
直しと改善を行い、常に新しい取組みに積極的に挑戦するようにしている。
（仙台商工会議所は[資料 3－P10～13]に掲載）
～10 年後の企業や地域のあるべき姿を想定した支援活動のあり方を策定～
「経営発達支援計画」 の策定とともに、地域の現況と課題、能代商工会議所の役割を踏まえ
て、「地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 （10 年後の企業や地域のあるべき
姿）」 を策定し、小規模事業者支援の方向性を明確にした。この方針を職員間で共有するととも
に所外にも発信することで、目先の支援に囚われず、中長期的な視点に立った支援ができている。
（能代商工会議所は[資料 3－P1～4]に掲載）
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～方向性の共有により、事業活動が取り組みやすくなった～
蒲郡商工会議所では、平成 27 年の経営発達支援計画の策定後、今後 10 年先の目指す将
来像と取組み方針を示した「蒲郡商工会議所長期ビジョン～蒲郡 INNOVATION HUB を目
指して【2016～2025】~」を当商工会議所創立 70 周年の平成 28 年に策定した。所内では方向
性が共有でき、所外においても管内の事業者の課題を含めた現況、当商工会議所の方針や事
業内容への理解が深まり連携しやすくなったことで、事業活動に取り組みやすくなった。
（蒲郡商工会議所は[資料 3－P46～50]に掲載）

２)組織マネジメントの卓越性
上記の明確な方針・方向性のもとに、支援活動を推進していく上で組織のマネジメント面で
は、以下の点が支援力向上につながっている。
①トップの参画
トップのリーダーシップと支援活動への参画が、職員のやる気を醸成し、組織が一丸となっ
た支援活動につながっている。
～会頭の参画、迅速な新事業展開へ～
能代商工会議所の会頭は、経営発達支援計画及び事業実施報告の全てに目を通しており、
事業内容を把握した上で地域経済を俯瞰的に捉えた視点から支援活動に対してアドバイスをし
ている。また、職員を信頼し、女性創業支援室の立ち上げなど、新たな事業展開に対してもトップ
が後押ししてくれる組織となっている。実施事業については正副会頭会議にて報告し、トップを含
めた全員体制で取り組んでいることが各職員のやる気にもつながっている。
（能代商工会議所は[資料 3－P1～4]に掲載）
～会長、副会長のリーダーシップのもと経営支援に特化～
太宰府市商工会の会長、副会長の経営支援に特化するという意識が高く、それに引っ張られ
ている。ここまで経営支援に特化すると言っている会長はいない。「商工会は、小規模事業者の
利益になることをする」 という方針のもと、経営指導員、経営支援員は経営支援に特化する環境
をつくってもらっている。祭やイベントは事務局長が中心になって携わるようにするなど、経営指
導員、経営支援員が経営支援活動に特化できる環境を整備している。経営発達支援計画策定
以降、何をするにしても事業計画を策定する意識で取り組んでいる。
(太宰府市商工会は[資料 2－P72～76]に掲載)
②小規模事業者支援の推進体制の見直し
経営発達支援計画の認定を機に、地域の経済動向調査から新たな需要開拓事業まで一連の支
援を提供する体制づくりが改めて見直され、組織改革等により、適切な体制が構築されている。
職員数が多く、複数の部署がある商工会・商工会議所では、組織を横断した経営発達支援事業
を推進する班やチーム等の編成や、特命担当の配置等により体制を整備している。職員が少な
い商工会・商工会議所では、チームの再編や担当業務の見直し等により効率的な推進体制づく
りを図っている。小規模事業者支援を推進するためには、組織体制を改めて見直し、柔軟な体
制づくりに取り組むことが重要であり、支援力向上につながっている。
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～全課混成プロジェクトチームを組成し、組織全体での推進体制を構築～
桐生商工会議所では、総務課、商業課、工業課の全課混成プロジェクトチームを組成して支援
事業実施に向けた体制づくりをしている。各チームは三人ずつで、支援マニュアル検討班、情報
収集・入力班、広報班、支援実績評価班の 4 つの班に分かれている。情報収集・入力班は、経営
支援情報や企業の財務情報等の収集・取りまとめ、広報班は、ホームページの充実、フェイスブッ
クを通じた情報発信、プレス発表会等の実施、支援実績評価班は、外部評価委委員会の開催、
会員事業者アンケートの実施、支援実績の取りまとめ等を行う。
※支援マニュアル検討班の業務については、概要版 P31 に掲載
（桐生商工会議所は[資料 3－P26～31]に掲載）
～特命担当を任命し、事業マネジメントと組織マネジメントを結びつける～
京丹後市商工会では、経営発達支援事業について、特命担当 （専任） を 1 名指名している。
当商工会の組織は、ライン（局長－課長－課員）、本所・支所、税務・金融など機能別の担当、業
種別の部会担当など、いくつものファンクションが絡み合っているが、特命担当が核として機能す
るので、経営発達支援についての皆のベクトルを揃えることができている。
（京丹後市商工会は[資料 2－P38～41]に掲載）
～全職員で経営支援を推進～
志摩市商工会の職員は経営支援課 （創業・補助金担当）と経営向上課（販路拡大･地域振興
担当）の 2 つの課に分かれているが、経営発達支援事業に取り組むためにはマンパワーが足りな
いため、課の枠組みを超えて情報交換を行い、経営分析や経営計画の作成等を実施している。
ただし創業支援は、創業支援の知識・ノウハウを有する経営支援課の女性経営指導員が中心に
なっている。記帳職員や補助員も経営支援を担当し、商工会全体で実施する体制を構築してい
る。全ての業務で、複数職員体制を採っており、常に情報共有を行えるようにしている。
（志摩市商工会は[資料 2－P21～24]に掲載）
～理事の意識改革を促進するために経営発達支援計画の説明会を 2 年かけて開催～
意識改革という点では、古賀市商工会の理事にも意識を持ってもらうため、経営発達支援計画
が認定された初年度から 2 年間をかけて、当商工会の理事向けに経営発達支援計画の説明会
を開催した。少しずつ実を結んできている。商工会＝イベントが定着している中、当商工会の職
員としては経営支援にシフトしていかなければならない状況を理解してもらうことで、理事や会員
事業者がイベントを運営する状況が生まれ、負担軽減につながっている。
（古賀市商工会は[資料 2－P77～80]に掲載）
③職員間での密なる情報共有
定例の会議やミーティング、日頃のコミュニケーション、組織内の勉強会や研修会、多様な
情報交換の場を設け、職員間の情報共有を図っている。これらが支援者の情報力を高め、支援
ノウハウの向上を図ると同時に、職員間の協力を促し、連帯感を高めている。その結果、組織
内の雰囲気も良くなり、事業者にとっても相談しやすい環境づくりにつながっている。
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～風通しの良い職場づくりで、支援成果や時短・生産性の向上～
ルールやマニュアルづくりも大事ではあるが、職員間のコミュニケーションこそが仕事の能率に
大きく影響する。高島市商工会では、職場の風通しの良さが、支援成果や時短・生産性の向上に
つながっていると認識されている。若手職員も「上長に相談しやすい」環境は、働きやすく成果が
出やすく、職員同士が気軽に話ができる環境が生まれている。
(高島市商工会は[資料 2－P29～32]に掲載)
～職員間の情報共有を商工会文化として醸成、空間レイアウトにも工夫～
鶴来商工会では、聞きたいことや相談ごとはその場で報告、即相談の方針で、すぐに職員全
員で話ができるような机のレイアウトを行うなど、情報を共有しやすい環境を整えている。当商工
会には職場文化として非常に一体感があり、業務と直接関係がない出来事でも気軽に話ができ
る雰囲気がある。こうした環境づくりが結果として、事業者支援につながることを経験則として認識
している。会員事業者及び相談来訪者の課題や困りごとは、役職を問わず受け付け、当商工会
の職員全員で対応する。「事務所＝相談室」であり、全員攻撃・守備で取り組んでいる。
例えば記帳指導職員が、「なぜか借金が増えており、怖い」という事業者の話を受けた際には、
すぐに経営指導員に相談する関係性ができている。相談の窓口は経営指導員だけではない。
（鶴来商工会は[資料 2－P14～20]に掲載）
④支援人材の能力向上・育成への取組み
日常業務に追われる中でも、積極的かつ効果的な能力開発を行うため、管理職、職員ともに
能力開発の重要性と必要性を認識し、能力開発の時間が確保できるような環境づくりが重要で
ある。そのためには、組織として能力開発の方針を明確にし、各人の特性に合った人材開発に
取り組むことが重要であり、それが組織全体の支援力向上につながっていく。
支援人材のスキルマップは、支援スキルの客観的評価や人材育成計画の作成、人材の配置・
業務分担等の検討に活用できるといった効果が見出されていた。また、各商工会・商工会議所
で職員の研修計画の作成や研修費の補助、職員の能力開発へのモチベーションを高めるための
資格手当等のインセンティブの付与等が行われていた。
また、経営指導員が経験値の高いベテラン職員や専門家に同行し、支援現場で支援ノウハウ
を学ぶ等、支援能力の向上につなげる OJT によるものや内部の勉強会・研修会、外部の研修
会・視察等の OFF-JT を通じた多様な取組みが実施されていた。
～頻繁に行う所内情報交換とディスカッションで、勉強会を毎日開催～
釜石商工会議所の中小企業相談所員のデスク近くに常時ホワイト
ボードを置いて、いつでもすぐに情報交換や勉強会ができるようにして
いる。担当者間で、大・中・小の 3 枚のホワイトボードを囲んで、日常の
業務やニュースの中から自由に意見を交し合いながら、毎日勉強会の
ようなものを開催している。
（釜石商工会議所は[資料 3－P5～9]に掲載）
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～指導レベル表を作成し、個人の指導力アップを目指す～
高知商工会議所では数年前にベテラン職員が相次いで退職し、一気に若返った。今でも比較
的経験年数の浅い職員が多いため、人材育成は重要課題となっている。若手職員が独り立ちで
きるまでは中堅職員が OJT で指導につくが、自分の業務と若手の指導育成を両方行なうため、
中堅以上の職員にかかる負荷は大きい。このため、若手職員にはまず独り立ちを目指してもらう
が、目標となる支援レベル（例：◯◯ができる） を明確化する上で、当商工会議所の作成している
指導レベル表が役立っている。

（高知商工会議所は[資料 3－P76～80]に掲載）
～積極的な経営指導員のスキルアップで、商工会全体の支援力向上～
呉広域商工会として 「経営指導員のスキルアップ指針」を作成 （支援スキルの可視化）し、指
針に基づいた各経営指導員のスキルアップを図っている。経営指導員が支援している状況や支
援ノウハウを共有・学習するための月 1 回程度の「勉強会」の開催や、広島県商工会連合会の支
援事例発表大会にも積極的に参加しプレゼン能力の向上などスキルアップに務めている。
さらに、実践型 OJT としては、チーム型支援を実践することで、指導員の弱点が明確になり、
新たなノウハウを専門家等から吸収できることで、経営指導員のレベルアップにつながり、結果的
に当商工会全体の支援力向上にもつながっている。

（呉広域商工会は[資料 2－P61～67]に掲載）
〜内部・外部研修の充実と、職員のモチベーション向上の取組み〜
石央商工会では、事業者カルテや職員全員の日報を経営支援課長・課長補佐がチェックし、
問題がありそうなら各職員にフィードバックしている。当商工会では、経験の少ない若い経営指導
員が多く、上記対応で能力向上につなげている。研修参加に向けた職員のモチベーション向上
については、支援の背景を丁寧に説明する。「なぜ、私たちはこれをしなければならないのか」と
話している。背景を知らずに施策だけをやっていると、職員のモチベーションも上がらない。年齢
が離れているベテラン職員が若手職員に伝えるなど、話を聞いてもらえる工夫も行っている。
(石央商工会は[資料 2－P52～55]に掲載)

18

～3 人のスタッフで所内研修会を実施し、講師と膝詰めの意見交換も～
足尾町商工会では、個社支援の充実を図るため、平成 29 年からスキルアップ勉強会として、
当商工会に講師を招いて職員向け資質向上セミナーを年 2 回実施している。職員 3 名で受講し
ているので講師とも膝を詰めた意見交換ができる。具体的な内容は、財務分析と分析を活用した
施策の考案、SWOT 分析、売上計画、行動計画の立て方等で、これまでに「経営分析から事業
計画策定における考え方」や「マーケティングとブランド」 等のテーマを立てて実施している。
（足尾町商工会は[資料 2－P10～13]に掲載）
～明確な習得テーマを設定したチーム研修会を所内で実施～
能代商工会議所では、「職員一人一人が当商工会議所の商品である」との考えから、職員の教
育・研修は力を入れている。年 2 回開催する研修では、経験年数別に職員 2～3 名のチームを
編成して、チームごとに 1 名の講師を招聘し、それぞれ必要な研修を受けている。2～3 名だけで
研修を受けることは非効率的にも取れるが、ターゲットを絞った研修を行うことで本当に必要な研
修が実施できている。
（能代商工会議所は[資料 3－P1～4]に掲載）
～海外販路開拓支援力の強化に向けて経営指導員をシンガポールに派遣～
仙台商工会議所では、水産庁の補助金と JETRO の協力を得て、来場者やバイヤーが 5,600
名を数える東北最大級の商談会「東北復興水産加工品展示商談会」を仙台で開催しており、平
成 30 年で 4 年目を迎えた。海外の販売先と B to B で継続的に取引するためには、海外の販売
先にしっかりした受け皿がないと続かないこと明らかとなった。このような受け皿を幾つも作ってい
くためのノウハウを学ぶことを目的に、経営指導員 1 名を１ヵ月間、当商工会議所会頭の七十七
銀行のシンガポール事務所へ派遣している。
（仙台商工会議所は[資料 3－P10～13]に掲載）
⑤複数の団体をサポートする中間機能（組織・人材の整備・配置）
経営指導員等の支援人材が少ない商工会・商工会議所では、都道府県の商工会連合会や商工
会議所連合会が、複数の団体をサポートする中間機能（組織・人材）を整備・配置している。
中には、経営指導員の人数を増やすことなく、単会の経営指導員の人数を減らして中間機能に
対応する人材を確保している事例もある。
中間機能に、広域専門指導員が配置されているところでは、単会の支援人材は広域専門指導
員と連携して、専門的知見から事業者アドバイスができるなど、支援内容の質を高めている。
中間機能を担う組織・人材には、担当する商工会・商工会議所の事業者情報が収集できるこ
とや、単会の支援人材と情報交換等ができることにより、広域的な事業者支援が可能となる。
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〜鳥取県ならではの産業支援センター体制の整備〜
平成 19 年度から鳥取県では東部・中部・西部の 3 ブロックごとに産業支援センターを設置して
いる。経営指導員が 1 名または 2 名設置の小規模商工会では、高度多様化する小規模事業者
の経営課題に対応していくことが難しかった。そこで複数の商工会の経営指導員を産業支援セン
ターに配置して、小規模事業者の経営支援を専門的に行う体制を敷いた。これにより、それぞれ
経営指導員の知識と経験を統合した多人数によるチーム支援体制ができた。さらに平成 30 年 4
月より、総務などの業務を担当する間接部門をもう少しスリム化したほうが支援業務にもっと集中・
特化できるということで、管理職を削減し、その分、職員人数の配置枠を同県下の各商工会に割
り当て、現場の人員配置を充実させた。
経営分析やビジネスプランの作成、広域的な事業支援については、産業支援センター（西部）
がイニシアチブを取り、同県西部の７商工会が連携する体制としている。
（江府町商工会は[資料 2－P47～51]に掲載）
～地区担当の広域指導員との連携体制で、より専門的な支援を実現～
長野県商工会議所連合会が長野県の補助金を活用し、同県内 5 地区に広域専門指導員を 2
名ずつアドバイザーとして配置している。下諏訪商工会議所を担当する同県諏訪地区の広域専
門指導員は、諏訪市、岡谷市、茅野市の商工会議所も担当している。広域専門指導員は、中小
企業診断士等の有資格者で、専門的な相談への対応が可能で、経営課題を整理して、支援機
関等とのネットワークを活かして各機関とつなぐ役割を担っている。経営指導員にとっては、事業
承継の相談への対応や製造業の技術知識など、多様な専門的知識について相談できる。
（下諏訪商工会議所は[資料 3－P18～21]に掲載）

３)自治体や関係機関等外部組織との連携
商工会・商工会議所が保有する限られた経営資源で、一連の小規模事業者支援を行うために
は、自治体等の外部組織と積極的に連携を取り、支援体制及び支援内容の充実を図っていくこ
とが重要である。以下のような、支援力の向上につながる取組みが行われている。
①カウンターパートとしての自治体との連携
以前から自治体との関係が構築されている商工会・商工会議所がある一方、経営発達支援計
画に認定された事で、自治体との関係が深まった商工会・商工会議所も見られた。自治体と
は、地域の産業振興の方針・方向性を共有し、カウンターパートとして地域の産業振興を推進
していくことが重要である。自治体と産業振興施策の立案・検討を行い、商工会・商工会議所
における地域の事業者支援に関わる事業を予算化してもらうことで、商工会・商工会議所の事
業も推進しやすくなる。また、当概要版 P14～15 で説明したとおり、商工会・商工会議所の
ビジョンや計画等により支援活動の方向性を明確にすることで、連携しやすくなった商工会・
商工会議所もあった。
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～評価委員会からのアドバイスをもとに、市と実務担当者レベルの会議を設け、新たな支援制
度を構築～
古賀市商工会では、毎月 1 回、古賀市の担当課と実務担当者レベルで会議をしている。今後
の補助金や、同市の施策立案に関わる部分を一緒に検討している。平成 30 年度は、この会議で
作った事業案を盛り込んだ上で、同市の担当課が予算要望をしている。2019 年度以降、効果が
生まれてくると想定している。同市の施策であるので、当商工会はそれをサポートするという形で
ある。経営発達支援計画認定後の会議は 1、2 年目には着手できていなかった。これまで同市と
の接点はあったが、総花的で具体的な話が出来ていなかった。そのような中、専門家 2 人と同市
の担当課長からなる経営発達支援計画の評価委員会からアドバイスを受け、今の形が出来た。
（古賀市商工会は[資料 2－P77～80]に掲載）
～下諏訪町と商工会議所の支援機能を一元化した「ものづくり支援センターしもすわ」～
下諏訪町と下諏訪商工会議所が連携して、ものづくり支援を一元化したワンストップサービスを
行う「ものづくり支援センターしもすわ」を平成 23 年４月に設立した。同町全体の企業群を一つの
会社に見立て（株式会社下諏訪という会社が存在しているように）、各事業者の経営資源の強み
を活かした連携による地域製造業の集積と、維持発展及び工業振興に貢献するとともに、農商
工・異業種連携を推進する事を目的としている。事業費は同町と当商工会議所の双方が負担し
ている。当商工会議所の職員がセンター長を務めて、2 名の工業系コーディネーターを配置し、
年間 1,000 者ほど事業者を訪問し、情報を収集している。支援は、受注斡旋、提案営業を支援す
る同行営業、図面等引き合い紹介、販路開拓・マーケング強化、新分野・新製品開発、人材育
成、専門家派遣、セミナー開催等を行う。当センターの支援による受注斡旋金額は、平成 27 年
度が 6,192 万円、28 年度が 1 億 1,183 万円、29 年度が 1 億 5,804 万円である
（下諏訪商工会議所は[資料 3－P18～21]に掲載）
～補助制度の提案や勉強会の開催等、うきは市担当課と密な連携を図る～
創業者や空き店舗活用に対する助成、融資に対する利子補給など、うきは市商工会からの提
案に応じて、うきは市に補助制度を作ってもらったのは、経営発達支援計画を策定して以降から
である。それまでは、同市とは祭やイベントでの関係が多かった。当商工会のある建物は同市の
建物であり、隣に担当課がある。以前は違う所にあったが、同市の市長が「商工会と一緒になるよ
うに」ということで、今の建物に移転した。毎週木曜日にミーティングを開催している。また同市に
国からの出向者がいるので、勉強会を開いてもらっている。
（うきは市商工会は[資料 2－P68～71]に掲載）
②関係機関との情報共有
地域の他支援機関や金融機関と情報交換を行ったり、共同で勉強会を開催したりして、支援
力を高めている。また、それらの関係機関との連携のもと、商工会・商工会議所の限られた経
営資源で支援活動の充実を図っている。
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～金融機関や周辺商工会等との多様な情報交換の場を設定～
◯金融事務連絡会議
沖縄振興開発金融公庫の主催で、八重瀬町商工会を含む南部地区の商工会、那覇商工会議
所、浦添商工会議所が参加し、マル経融資の運用に関する情報交換会で年２回開催している。
◯金融情報交換会
経営発達支援事業に伴って新たに開催するようになった場で、当商工会のほか、八重瀬町の
担当課と八重瀬町内 3 行の金融機関が参加する情報交換会である。年 4 回開催している。
◯南部地区問題・課題発掘意見交換会
沖縄県商工会連合会主催の座談会である。各地域での課題を深掘りし、具体的な支援策につ
いて議論する場で年 3 回開催している。
◯南部 3 市町商工会による情報交換会
当商工会と南城市商工会、与那原町商工会の 3 者で実施しているもので、セミナー事業等を
連携して行っている。
（八重瀬町商工会は[資料 2－P88～91]に掲載）
～周辺の商工会議所や商工会との広域連携支援～
京都府南部に位置する城陽商工会議所・宇治商工会議所・久
御山町商工会では、十数年前から情報共有と広域連携による支援
体制を整えている。12 年ほど前からは「宇城久ビジネスサポートセ
ンター」を設置し、景気動向調査や各種セミナーの開催、展示会へ
の出展支援など、単独での実施が難しい事業に共同で取り組んで
いる。また、平成 30 年度は地域内の 「賃金調査」 にも取り組んで
いる。
（城陽商工会議所は[資料 3－P62～65]に掲載）
③地域の民間事業者との連携
支援機関や関係機関だけでなく、商工会・商工会議所の会員事業者にビジネスプランのアド
バイザーに就任してもらう取組みや、市内の IT ベンダーによる IT 導入支援、地域のデザイ
ナーとのマッチングなど、地域の民間事業者と連携して小規模事業者を支援する様々な取組み
が見られた。小規模事業者支援のメニューの拡充につながるとともに、地域の事業者にとって
もビジネスチャンスにつながる可能性も含んでいる。
～商工会議所議員による 100 人のアドバイザー・チームを形成～
支援実施チームの一員として、桐生商工会議所の会員事業者 100 名を商工会議所議員に委
嘱し、経営の専門家として、支援を希望する当商工会議所の会員事業者にアドバイスする機会を
設けている。当商工会議所の経営支援委員会で、希望する事業者にプレゼンをしてもらい、10～
12 名ほどの議員からアドバイスをもらう。プレゼン実施の半年後や 1 年後に、アドバイスを踏まえ
た展開について、フォローアップを行っている。
（桐生商工会議所は[資料 3－P26～31]に掲載）
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～千葉市内 IT ベンダーの協力を得て事業者の IT 化を支援～
中小企業の IT 導入・利用を進めるために、身近に相談できる相手として IT 導入の相談先の
受け皿を用意することと、中小企業に IT 利活用の効果に対する「気づき」を与えることが必要と考
えて、千葉商工会議所では千葉市内の IT ベンダー（ソフトウェアやクラウド事業者等）との連携の
もと、「IT 導入促進チーム」 を組成し、地元の中小企業における生産性向上に向けた IT 導入支
援を開始した。平成 30 年度は、セミナー、展示会 （セミナーと同時開催）、事例集の制作、相談
窓口の開設 （実際には当所職員とチーム員が会員事業者を訪問し、経営課題を探りながら解決
策を提案する）、当商工会議所職員の研修等を行うことにしている。
（千葉商工会議所は[資料 3－P37～41]に掲載）
～販売促進に重要なデザイナーとのネットワークづくり～
販売促進に向けてデザインの重要性も増してきている。そこで、高崎商工会議所で高崎市内
のデザイナーを探したところ、フリーランスのデザイナーが一定数、活動していることが判明し、月
刊の会報誌「商工たかさき」（平成 30 年 6 月号）に、同市内のデザイナーを紹介する特集記事を
掲載した。これまで、同市内事業者の多くは東京のデザイナーに仕事を発注し、一方、同市内の
デザイナーは東京から仕事を受注するといった、取引の同市外流出が生じていた。今後は地域
内で取引ができるように当商工会議所でつないでいくとともに、デザイナーを巻き込んだネット
ワークづくりも図っていく。
（高崎商工会議所は[資料 3－P32～36]に掲載）
④専門家との連携
専門家と連携し、専門家の支援により支援力を高めている。より効果を高めるため、専門家
と小規模事業者との相性も考慮してマッチングするなどの工夫がされている。
～実務経験豊富な専門家の派遣で、目に見える成果を創出～
京丹後市商工会では、専門家派遣は目に見える成果（商品・数字）に結び付けることが重要と
考え、実務経験が豊富な専門家を派遣している。通常の専門家だと、特定分野の深い専門知識
を有していて、事業計画策定段階では有効であっても、計画策定後の実施支援段階で、別の専
門家も呼ぶなどの時間・手間がかかることも少なくない。そのような場合、事業者のやる気が削が
れ、支援をあてにしなくなるため、当商工会では実務経験の豊富な専門家を呼んでいる。具体的
には、商社マン、旅行会社の企画担当者、シェフ、広報のベテラン等である。平成 29 年は 8 件
ほど事業者に専門家を派遣し 8 件とも成果を出している。例えば、A 社の場合、神戸の商社の人
を派遣し、フランスのセリーヌ社との商談がまとまった。今年度も取引が継続する見込みである。B
社は体験観光業で、大阪から広報の専門家に来てもらい、毎日放送・朝日放送などでの露出に
結び付いた。その結果、受入観光客が前年比 110%増となった。事業者が専門家を必要とするの
は、事業を進める過程において、自分で乗り越えられない高い壁を感じるときで、その壁を専門
家の力で突破できると、事業者は大いに手ごたえを感じ、先に進もうと意気があがる。
上記のような実務経験豊富な専門家は、登録された専門家だけではなかなか見つからないの
で、当商工会職員が人的なネットワークを拡げるよう奨励している。
（京丹後市商工会は[資料 2－P38～41]に掲載）
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(２)小規模事業者への支援内容の充実や効果的な支援方法等の直接支援に関する支援力向
上要因
１）伴走型支援でより支援成果をあげるための工夫
支援人材や予算が限られている中、より支援活動の効果・成果を挙げるために、支援活動の
方針に基づいて、様々な工夫をして支援力向上につなげていた。
①支援のきっかけづくり
「支援のきっかけづくり」においては、巡回や相談を通じて支援先を発掘したり、事業者ア
ンケートや民間の企業データから支援策候補を選定したりしている。支援先の選定では、やる
気があり、支援を必要としている小規模事業者もしくは支援効果が生まれることが想定される
小規模事業者を、優先的に選定することが支援成果の創出や業務の効率化につながる。
～国税庁の「法人番号サイト」で新設法人を検索～
鎌倉商工会議所では、マイナンバー制度の導入により、国税庁の 「法人番号サイト」で新設法
人を検索することが可能となったので、同サイトを利用して、常に最新の管内法人設立情報を取
得している。個人事業者は把握できないが、簡単に新設法人の状況やデータを得られる。
（鎌倉商工会議所は[資料 3－P42～45]に掲載）
～新聞折り込みチラシ等で会員以外も含めて島内の全事業者に情報発信、口コミによる伝播～
屋久島町商工会の相談件数等の増加は、当商工会の会員事業者以外の事業者も含めて島
内の全事業者に情報を知らせるために、補助金等の案内の郵送や新聞の折り込みチラシで PR
したことが大きい。それが口コミによって広がり、紹介から紹介につながって掘り起こしが進んだ。
成果の上がった事業者の口コミの影響が大きく、特に I ターンの事業者は、コミュニティがあるの
で、情報の広がりが早い。移住者の方が補助金を積極的に活用する傾向がある。
（屋久島町商工会は[資料 2－P85～87]に掲載）
～セミナー・相談会参加者に、職員がマンツーマンで対応～
高知商工会議所では、セミナー・相談会への参加を支援事業者との関係を深める機会として
大いに活用している。事業者からセミナー・相談会への申込みがあると、事前に電話または訪問
により、申込者の問題意識をヒアリングする。そのセミナー・相談会に申し込んだ理由が分かれ
ば、支援ニーズや具体的な支援メニューの適用が見えてくるからである。セミナー当日は、セミ
ナー・相談会参加者に担当者がマンツーマンで、一緒にセミナー・相談会を聴講する。そして、セミ
ナー・相談会直後に参加者と話し合って、どのような支援が必要か、商工会議所として提供できるか確
認しあい、次のアクションに結び付けていく（オーダーメイド式の支援）。
（高知商工会議所は[資料 3－P76～80]に掲載）
～「ローカルベンチマーク」等をヒアリングツールとし活用し支援先を選定～
草津商工会議所では、事業計画の策定にあたり、中小企業診断士等の外部専門家に丸投げ
をするのではなく、「ローカルベンチマーク」 等をヒアリングツールで活用して、職員自ら情報収
集を行うことで、伴走型支援の施策対象に相応しい小規模事業者であるか否か見極めている。
（草津商工会議所は[資料 3－P59～61]に掲載）
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～日頃の業務から伴走型支援を意識～
記帳代行を 60 件行っているが、決算の時に八代商工会議所の経営指導員が全部チェックを
し、前の決算書と比較して、「利益率が悪くなっている」、「ここはお金の使い過ぎ」ということを各
経営支援員に伝えて、経営支援員を通して事業者にアドバイスをしている。経営指導員は経営
支援員から「売上が上がる見込みがないのに、設備投資をしているが、どうしたらよいか」という話
をもらうことがあり、その場合は、事業者がどのような経営状況にあるかを把握するために、経営指
導員と経営支援員が一緒に事業者の所に訪問することもある。
（八代商工会議所は[資料 3－P85～89]に掲載）
②事業計画策定支援
「事業計画策定支援」においては、小規模事業者に寄り添って、関係性を構築しながら支援
を行い、継続的支援につなげている。事業計画の策定に関わる事業者及び支援者の負担を軽減
するため、事業計画策定マニュアルを作成している商工会・商工会議所もある。その一方、事
業計画策定は事業者の棚卸しの機会として、小規模事業者と支援者が膝を交えて取り組んでい
る商工会・商工会議所もあった。目的により判断基準は異なるが、事業計画に関わる支援は、
小規模事業者の事業の礎を築くことになることから重視している。
～持続化補助金の申請プロセスを通じた棚卸しの実施～
釜石商工会議所では、平成 29 年度補正予算の持続化補助金は申請数 33 件のうち 32 件が
採択と、高い採択率を維持している。持続化補助金の申請では、持続化補助金を活用して行う事
業内容等を記述する様式 3 の「補助事業計画書」でなく、様式 2 の「経営計画書」の作成を重視
している。なぜならば、様式 2 の作成を通じて、事業者が自社を客観的に見直し・分析ができるか
らである。申請書は簡潔明瞭に書くようにアドバイスする支援機関が多いなか、当商工会議所で
は、詳しく記述するように伝えている。例えば、「企業概要」は創業から振り返り、生じた環境変化
をしっかり拾っていく。2 代目、3 代目でも、それらを踏まえた経営が大切なので、なぜ、現状の事
業を行っているのか、創業から振り返ってもらっている。作成した経営計画書」は分厚くなるが、自
分の言葉で書き、自ら考えることを重視している。この作成作業を通じて、事業者が自社の棚卸し
を行い自社の強みを抽出する。事業者が棚卸しをするには、持続化補助金の申請は非常に良い
機会である。このように、「経営計画書」がしっかりと作成できていれば、事業承継計画や経営改
善計画の作成にもつなげられる。
（釜石商工会議所は[資料 3－P5～9]に掲載）
～小規模事業者と経営指導員が膝を突き合わせて事業計画を策定～
補助金申請に向けては、事業者が作成した申請書を添削するのではなく、事業者に下諏訪商
工会議所へ来所してもらい、プロジェクターを囲んで資料を確認しながら一緒に書類を作り上げ
ている。経営指導員にとっても現場を体験することができ、事業者と向き合って取り組むことが経
営指導員の経営診断スキルやコミュニケ―ション能力の向上にもつながっている。
（下諏訪商工会議所は[資料 3－P18～21]に掲載）
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③需要開拓支援
「需要開拓支援」においては、販売の場を提供するだけでなく、小規模事業者が市場や消費
者のニーズを把握する機会を持つことも重視されている。小規模事業者支援として、バイヤー
が来所する展示会・商談会への出展機会や、広域から集客ができる道の駅等で地域産品を販売
する場の提供等が取り組まれている。
展示会や商談会では、支援人材が小規模事業者の商談に立ち会い、小規模事業者とともに商
品ニーズの把握に努め、商品価値を高めるための改良やバイヤーなどへのフォローアップ等に
対する助言をしている。支援人材が立ち会うことで、現場を体験でき、支援人材の支援スキル
の向上にもつながっている。
人口規模が小さく地域の購買力に限りがある地域では、地域外への販路開拓が重要となる。
だが、その反面、個々の事業者が地域外の販路開拓に向けて情報発信を行っても限界があるた
め、複数の事業者が参画した地域ブランドの構築により情報発信力を高めて、販路開拓に取り
組むことで成果を挙げている事例もあった。地域からの産品として打ち出すことにより、事業
者同士のベクトルが合わせられるメリットも生じるとともに、成果が創出されることにより、
新たに参画する事業者も増えてさらに情報発信力が高まる。
～事業者規模に応じた販売会・商談会の開催～
高崎商工会議所では平成 26 年度から、首都圏への販路開拓支援に取り組んでいる。国の補
助事業採択を受け、東京駅や新宿駅、船橋ららぽーと等、首都圏の施設にて販売会を開催する
ほか、平成 28 年度からは首都圏バイヤーを対象とした商談会を開催することで、中長期的な販
路開拓支援を実施している。出展者の大半は中規模事業者であり、小規模事業者からは遠方の
首都圏の展示会に参加するのは難しいといった声があった。そのため、平成 28 年度より小規模
事業者向けに、「伴走型小規模事業者支援推進事業補助金」を活用し、群馬県内の大型商業施
設 （イオンモール太田、スマーク伊勢崎）での販売事業を実施することで、同県内商圏の拡大を
支援している。平成 30 年度はさらに、小規模事業者が出展しやくするために、高崎市内の大型
商業施設であり、広域な集客力を有する「イオンモール高崎」で実施する予定である。
（高崎商工会議所は[資料 3－P32～36]に掲載）
～商品開発から支援、料理試作品発表会をホテルで開催～
仙台国際ホテルで、名取市の地場産品を活用した特産品を創出するため、料理試作品発表
会を平成 27 年度から実施しており、行政機関、一般消費者、食品製造業者、農水産物生産者等
を対象に年 1 回開催している。水産加工品販売業者、ジェラードショップ、酒蔵等の事業者が参
加している。各事業者が共通の地域産品で新商品を開発するのではなく、事業者が自社に適し
た地域産品を選んで新商品開発を行うため、事業者も取り組みやすく、市場から良い反応がもら
えれば商品化にもつながる。新商品開発に当たって、名取市商工会が事業者の要望を聞きなが
ら、宮城県産業技術総合センターの技術者や仙台国際ホテルの料理長等、専門家を選定して事
業者につなげている。農産物等の地域資源は豊富だが、地元の飲食店や食品製造業の事業者
の商品開発力を高めていくことが課題となっている。
（名取市商工会は[資料 2－P6～9]に掲載）
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～ビジネスマッチング商談会「御食つ（みけつ）国志摩ええもん商談会」の開催～
志摩市商工会では、地域資源を活用した特産品やおみやげなどの観光商品開発に取り組ん
でいる。また、地域資源を活用した特産品の出口戦略を重視し、生産者の販路開拓スキル向上と
ビジネスマッチングに特化した取組みにチャレンジしている。こうした取組みを実践する場として、
約 10 年前から 「『御食つ（みけつ）国志摩』ええもん研究会」 を毎年開催している。ここでは、生
産者と加工業者が毎年 6 月頃から半年間にわたり、開発商品を流通にのせるための価格設定の
ノウハウやバイヤーとの交渉技術を取得するために 4～5 回開催される勉強会への参加が義務付
けられており、当商工会の職員も参加する。
その成果を実践する場が 「『御食つ（みけつ）国志摩』ええもん商談会」である。商談会では、
研究会の参加事業者が開発した商品を展示して、バイヤーと商談を行う。志摩市内事業者の中
には商談会に出たことがない人もいるため、まずは商談会の参加経験を蓄積するための機会を
提供し、より大きな商談会への参加につなげている。バイヤーとの商談について、名刺交換だけ
で終わらないよう、外部専門家にフォローアップを依頼している。外部専門家は、研究会のコー
ディネーターとしても事業者に伴走しており、当商工会と一体となって支援に取り組んでいる。
（志摩市商工会は[資料 2－P21～24]に掲載）
～経営指導員が小規模事業者を紹介する展示パネルを作成～
小規模事業者は展示会へ人数的にも資金的にも参
加が厳しく出展準備の対応も難しい。そこで、千葉商
工会議所の経営指導員が出展事業者に何度も足を運
び、事業者の特徴や製品・技術等の強みを聞き出し、
1 枚の展示パネルにまとめあげた。
会期が 4 日間あり、小規模事業者が全日参加するこ
とが難しいことや商談スキルが高くないことから、当商
工会議所の経営指導員が前面に出て説明等の PR 支
援を行った。経営指導員にとっても具体的な説明・商談の場に立ち会えることが有効な経験と
なった。出展事業者からは、自らの強みや PR の仕方を改めて見直す場となったと評価を得た。
また、経営指導員にとっても事業者の強みや特徴を引き出して簡潔にまとめる訓練になった。小
規模事業者が招待した取引先からの評価も得て、事業者の信頼アップにも貢献した。
（千葉商工会議所は[資料 3－P37～41]に掲載）
〜販路としての「道の駅奥大山」の整備〜
江府町に「道の駅奥大山」 が平成 28 年 6 月にオープンした。江府町商工会の会員事業者（8
名）が出資して設立した会社が運営している。同町で観光客が時間を過ごし、お金を落としてもら
う仕組みをつくるため、米子高速道路の近くに道の駅を整備した。
この道の駅の評判がよく、当初目標を 3 年目で達成した。道の駅は同町の特産品等に関わる
販路としても機能している。「道の駅奥大山」 に良いものを出せば売れる状態だ。また同町の事
業者が開発した新商品のテストマーケティングの場や販路として今後も活用できる。
（江府町商工会は[資料 2－P47～52]に掲載）

27

～販路開拓に向けて専門家派遣、商品開発、販路開拓セミナー、商談会出展支援を一連の支援
として実施～
南島原市商工会の販路開拓支援は、事業者の売上増加、商談会の成功を第一の目的として、
ディスプレイ専門家派遣、商品開発・販路開拓セミナー、商談会出展支援を一連の支援として、
継続的に伴走型支援を行い、最終的な商談会成功につながっている。専門家派遣やセミナーで
は担当する職員が異なるが、運営会議で情報や目的意識を共有して取り組めている。
専門家には、バイヤーや消費者を引き付けるための商品の展示方法などを指導してもらうとと
もに、商談会会場へも足を運んでもらいディスプレイのアドバイスをもらっている。結果、商談成立
件数アップにつながっている。商談会に向けて、平成 30 年も商品開発をしたり、事前のセミナー
を開催したりすることで、事業者のレベルは向上している。
（南島原市商工会は[資料 2－P81～84]に掲載）
④効果的な巡回訪問
巡回の実施計画の作成や実施体制を構築することで、効果的かつ効率的な巡回を実施してい
る。また、巡回時に施策情報等に加えて小規模事業者が自ら収集することが困難な市場動向等
のデータ情報を提供している。
～月 1 度の全会員企業への巡回訪問を徹底することで、事業者のやる気を引き出す～
三重県商工会連合会では、月 1 回は全会員事業者に巡回訪問することを目標にしている。志
摩市商工会でも顔の見える関係を重視しているため、全国商工会連合会の広報誌 「月刊商工
会」 に当商工会の情報を挟み込んで会員事業者へ巡回訪問し、その際に支援施策等を伝え続
けることで、事業者のやる気を引き出そうとしている。
（志摩市商工会は[資料 2－P21～24]に掲載）
～巡回時は必要なデータを持参しデータを事業者に提供～
高崎商工会議所では巡回時には、必要なデータを持参し、事業者にデータを見える形で提供
している。以前は有償のエリアマーケティング情報を利用していたが、最近は RESAS 等を通じ
て、数値やグラフ化された分かりやすいデータが入手できるので、経営分析資料と合わせて事業
者への提供を行っている。
（高崎商工会議所は[資料 3－P32～36]に掲載）
～事業計画を意識した巡回とともに支援回数が増えることで、より積極的な経営に結び付く～
古賀市商工会では、事業計画策定を意識した巡回ができている。今までは、「お困りごとは無
いですか」という形であったが、「こうしませんか」という提案型のアプローチに変わっている。これ
までは、経営改善普及事業という大きな枠の中でやってきたが、事業計画策定、販路開拓などの
目標が明確になったことで、アプローチしやすくなった。支援回数が増えることで、会員事業者の
信頼も高まっており、伴走型支援の良い所だと思っている。受動的な経営をしていた事業者が、
補助金をきっかけに「経営分析や事業計画策定などの積極的な取り組みが結果につながる」こと
を理解したため、次は販路開拓、新商品開発というように、積極的な経営に変わってきている。
（古賀市商工会は[資料 2－P77～80]に掲載）
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～市内小規模事業者数減少でも、地道なフォローで会員事業者数が僅かに増加～
守山商工会議所では、電話、メールによる相談支援実績が「対目標値 147％」と好調だが、窓
口相談で応対した小規模事業者等にも、アフターフォローの電話で 「その後はどうですか？｣
という問合せをしている。相談案件のフォローであれば電話の目的が明快となるため、経営指導
員も電話対応がしやすい。守山市内の小規模事業者が減っている中で、僅かずつでも会員事業
者数を増やしているのは、こうした地道な活動が奏功していると考えられる。
（守山商工会議所は[資料 3－P55～58]に掲載）
～生産力向上のための、巡回計画作成の徹底～
鳥栖商工会議所では、労働生産性を高め、残業時間を無くすため、巡回指導の計画を毎月
20 日に 1 ヶ月間の予定表をつくり、30 分単位での事務報告を記載している。このおかげで、一
日 10 者以上の巡回も可能となり、当商工会議所の職員のスキル向上にも寄与している。
（鳥栖商工会議所は[資料 3－P81～84]に掲載）
⑤小規模事業者情報のデータ化
団体独自のシステムや単会で作成したファイルで事業者情報やこれまでの支援情報を管理
し、事業者への提供に役立てている。また、小規模事業者等の情報は、会議や日頃のコミュニ
ケーションを通じた情報交換や、組織内グループウェア等の IT を活用して情報共有を図って
いる。
～チェンバーズパックにより事業者情報を管理、今後は指導カルテに基づいて支援が必要な際
に支援できる仕組みづくりへ～
千葉商工会議所では、事業者情報の管理には「チェンバーズパック」という、事業者情報をカ
ルテ的に搭載していくシステムを活用し、その中で巡回した事業者のデータの要点を積み上げて
いる。事業者の課題や要望に関する情報を収集し、チェンバーズパックに追記していき、経営指
導員間で情報を共有している。今後は、経営指導員会議で、報告等もしていくことを考えている。
実施事業が増えていく中で、事業者に付きっきりの支援はできない。事業者に何かあった際に対
応できる体制が重要で、指導カルテを充実させながら、対応していくことが必要かと考えている
が、具体策は今後の課題である。
（千葉商工会議所は[資料 3－P37～41]に掲載）
～グループウェアを活用することで先進事例を情報共有～
甲賀市商工会では、経営発達支援計画の連携４商工会 （甲賀市商工会、湖南市商工会、日
野町商工会、竜王町商工会）の管内における先進事例については、「経営支援事例報告書」 と
して取りまとめて、滋賀県商工会連合会に報告している。この「経営支援事例報告書」は滋賀県
商工会連合会独自の取組みであり、平成 30 年度で 3 年目になるが、各商工会から選出された
「エリアプランナー」 が 4 商工会の情報を取りまとめて、滋賀県商工会連合会のグループウェア
を通じて情報共有を行ない、事業成果の 「見える化」 に取り組んでいる。
（甲賀市商工会は[資料 2－P25～28]に掲載）
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〜エクセル表による経営発達支援事業支援先の進捗状況の管理〜
石央商工会では、まず支所ごとに重点支援先を決め、これまでの相談対応や、これまでに使っ
た事業や、どんな事業をしているかなどを記入できるよう、エクセル表で管理している。平成 28 年
度に支援した事業者は青色、平成 29 年度に支援した事業者は赤色とするなど、視覚的に分かり
やすい工夫も行っている。そして、毎年 3 月末の最後の支援会議で確認している。
（石央商工会は[資料 2－P52～55]に掲載）
～誰でも確認でき、事後に分析可能なデータ共有の仕組みづくり～
会員事業者情報の電子データ化は実施済みである。大田商工会議所の経営指導員が共有
フォルダを作成し、経営革新や補助金、融資など項目ごと・事業者ごとに整理して、誰が見ても分
かるようにしている。カルテ作成の際、トピックス的な項目をキーワードとして入れるようにしてい
る。例えば「マイナンバー」や「HACCP」等の相談件数が増えていることが事後の分析で分かるよ
うになっている。
(大田商工会議所は[資料 3－P71～75]に掲載)
⑥支援方法等の見える化
暗黙知となっていた経営指導員等の小規模事業者に対する支援方法の可視化を行うことによ
り、現状や課題が見えやすくなり、支援力や業務の効率性の向上が図れる。
例えば、当頁 33P の「小規模事業者の成長ステージの見える化」の事例は、小規模事業者
が自らの立ち位置を確認するとともに、これからの目指す方向性や取り組むべきこと等が検討
できる。また、支援者にとっても支援先の小規模事業者を客観的に確認することができ、支援
に役立てることができる。「支援マニュアルの作成」は、業務の効率化を図るとともに支援人
材の支援歴の長さに関わらず、一定の支援力が担保できるメリットがある。
～小規模事業者のレベルアップの道しるべとなる独自の企業レベル表を作成～
高知商工会議所では独自の事業者レベル表を作成し活用している。このレベル表は、経営発
達支援事業のため作成したものではなく、10 年ほど前に作成して使い続けている。小規模事業
者の経営支援のゴールは最終的には支援から離れ自立することであるが、そこに至るまでのどの
段階にいるのか、支援者も事業者自身もわかりづらい。そこで、このレベル表では事業者の段階
をレベル 0～3 の 4 段階に区分し、「企業の状態」「必要な支援の内容」「手法」「狙い」 を具体的
に記述することによって、事業者と支援に関わる者が共通認識を持ち、アクションがとれるようにし
たものである。個社支援の場合、支援担当者により支援のばらつきが生じやすいが、このような客
観的なレベルを設定し、情報システムを通じて共有することにより、事業者のレベルがまわりの職
員とも共有され、組織的な支援を行ないやすくなっている。
（高知商工会議所は[資料 3－P71～75]に掲載）
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～事業者への PDCA サイクルの推進と企業の成長ステージに併せた伴走型支援～
呉広域商工会では、「事業者の成長ステージに併せた伴走型支援アプローチ」として、事業者
の売上規模をベースに成長ステージを可視化し、成長ステージごとに直面しがちな課題を整理し
た。これにより、現状把握から目指すべき方向性や取り組むべき課題が明確化し、経営指導員や
事業者の間で共有することも可能になり、個社支援の基本的ツールとして有効活用している。

（呉広域商工会は[資料 2－P61～67]に掲載）
～独自の支援マニュアルを作成し、支援力の向上とともに支援ノウハウの継承を図る～
桐生商工会議所では、平成 24 年度頃から、ものづくり補助金申請支援を始めており、補助金
申請支援マニュアルを作成した。申請者や支援者の視点から要点だけを押さえたもので、支援の
流れに沿った分かりやすいものにした。さらに、分野別支援マニュアルの作成を支援マニュアル
検討班で取り組んでいて、現在、創業支援、補助金支援、マル経融資支援、税務支援、経営計
画策定支援、経営分析支援について作成し、販路開拓支援、先端設備導入支援のマニュアルの
作成も進めている。実務マニュアルとして、ポイントを押さえつつ、読みやすくまとめた。作成で
は、多様な支援マニュアルを収集し参考にした。例えば、創業支援マニュアルは中小機構のマ
ニュアルを参考にした。経営指導員が自分で申請書の作成を経験し、職員が考えながらマニュア
ルを作成していくなかで、理解が深まり学びにつながり、その作業が重要である。マニュアルの活
用は、事業者支援だけでなく、支援ノウハウの継承や支援人材の教育にも活用できる。
（桐生商工会議所は[資料 3－P26～31]に掲載）
～効率的な支援、支援対応の共通化のためマニュアルを作成～
持続化補助金の採択率向上に向けて、鳥栖商工会議所の経営指導員が研修や経営支援で
培ったノウハウと 30 年以上経営指導に取り組んだ事務局長のノウハウを基にして、｢鳥栖商工会議
所式補助金業務応対サンプル集｣を作成した。同シートを活用することで当商工会議所の職員は、
ヒアリングのポイントと申請書作成の方向性を絞り込んだ支援が可能となり、経営指導歴が十分で
ない職員や一般職員にも有効に活用できるように工夫している。記入様式は現状分析を基に、ど
のように販路拡大に繋げていくか、具体的な目標値まで記入する流れとなっている。
（鳥栖商工会議所は[資料 3－P81～84]に掲載）
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２)小規模事業者を取り巻く社会環境や地域産業の課題を踏まえた支援展開
（創業支援・事業承継支援）
創業支援及び事業承継支援への関心が高く、関連事業に取り組む商工会・商工会議所も多
い。各商工会・商工会議所の管内の事業者数や会員数の減少傾向が進んでいる中、新たな事業
者の増加を図ることは重要であり、創業から支援していくことで、継続的に伴走型支援にも取
り組みやすいことから創業支援は、重要な支援である。また、経営者の高齢化が進む中、事業
承継は小規模事業者にとって主要課題となっており、事業承継支援を実施することが、地域の
事業を次世代にしっかりと引き継いでいくために重要となっている。創業及び事業承継への支
援のように、小規模事業者を取り巻く社会環境や地域産業の課題を的確に捉えて、その課題解
決に向けた支援に取り組んでいくことが、重要視されている。
①創業支援における取組み
創業支援として、創業セミナーの開催、事業計画の作成支援、インキュベーション施設の整
備等が取り組まれている。創業支援に合わせて創業後のフォローアップを継続的に取り組み、
創業から事業発展へと支援を続けていくことが重要である。
～「創業スクール」の受講者の約 25％が創業～
千曲商工会議所では、「創業スクール」を平成 27 年から開催している。平成 29 年までの 3 年
間で 51 名が受講した。うち約 25％に当たる 13 名が新規創業し、創業をきっかけに当商工会議
所へ加入する事業者も多く、会員事業者数の増加につながっている。受講者は 30 代を中心に、
現在、企業に勤務している創業希望者が多い。若い講師による楽しい雰囲気が受講者から好評
を得ている。カリキュラムは全 14 日で比較的期間は長いが、企業の勤務者が参加しやすいよう
に、開催日時を平日 18：30～20：30 を中心に設定していて、欠席者は少ない。平成 27 年には
中小企業庁が実施した創業スクール選手権のファイナリスト 8 名に選ばれた事業者もいる。
（千曲商工会議所は[資料 3－P22～25]に掲載）
～女性創業者のためのインキュベーションを創設～
能代商工会議所の創業塾での女性受講者増加や、家庭の購買決定権を持つキーパーソンは
女性で、地域の活性化にも女性が重要であることから、女性の創業支援に取り組んだ。女性の創
業者は、家では家事や育児に追われて事業に集中できないため、専用の仕事場の提供が重要
であると考え、当商工会議所の 1 階に「女性創業支援室オフィス・フォー」と称する女性向けイン
キュベーション施設を平成 29 年 9 月に開所した。女性職員 2 名（中小企業相談所所長及び経
営指導員）が日本ビジネス・インキュベーション協会のインキュベーション・マネージャー認定を受
け、ハード・ソフト両面から支援している。その結果、創業塾の実施と合わせて創業者数が増加し
ている。施設は事業環境やコミュニケーションのとりやすさを考え、机間の仕切板の高さまで配慮
して整備した。また、当商工会議所内で施設の利用を無料にする案も出たが、有料にしないと本
気で創業する人が集まらなくなり、甘えも出ると考え、登録料と利用料を有料にしている。女性創
業者を核としたネットワークができつつあり、相互の事業連携の動きも生まれてきている。
（能代商工会議所は[資料 3－P1～4]に掲載）
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～創業支援における市との協力、創業計画書の作成支援が成果を生む～
篠山市では、創業において同市の補助金を受けるために、申請する際は必ず篠山市商工会
の経営指導を受けることとされている。当商工会は、創業計画書づくりの手伝いをしており、日本
政策金融公庫の創業計画書をベースに、独自の計画書フォーマットで作成している。近年、飲食
店や理美容・整体などのサービス業に関わる創業者が多い。この 5 年間で 50～60 件が利用し、
廃業しているのは 1 件のみなので、創業支援において計画書づくりを通じた経営支援は、かなり
うまくいっていると考えている。
（篠山市商工会は[資料 2－P42～46]に掲載）

～ステージごとの創業支援メニューを用意し、創業者を手厚くきめ細かに支援～
西宮商工会議所は「創業支援事業計画」に基づき、「創業支援」において、手厚くきめ細かい
支援を実施している。まず、動機付けの事業として「起業家支援セミナー」を定員 60 名で開催し、
本格学習となる次のステップでは 「創業塾」 を定員 25～30 名で開催している。創業塾まで参加
している人は、ほぼ創業に結び付いている。創業後 2～3 年目の経営者を対象とする「経営者塾」
では、業種ごとに先輩創業者を講師に招いたワークショップを行うなど実践的な学習の場を提供
している。段階を踏み、相談に乗りながら進めることによって深い信頼感が生まれるため、セミ
ナー参加者は、概ね定員を充足している。また、創業したほぼ全員が当商工会議所の会員に
なっている。「みやこむ」 という起業家ネットワークの任意団体があり、平成 30 年度に約 70 名で
正式発足した。定期的な勉強会などを補助金無しで取り組んでいる。
（西宮商工会議所は[資料 3－P66～70]に掲載）

②事業承継支援における取組み
事業承継支援では、事業承継セミナーの開催や相談機能の充実、事業承継計画策定支援等が
取り組まれている。事業承継については、事業承継支援の領域が広いこと等から支援の難しさ
もあるが、外部の専門家や民間企業、支援機関等と連携することで支援力を高めることが有効
である。
～廃業を防ぐため、事業承継計画策定後も積極的にフォローアップ～
島根県では現在、事業承継支援に取組んでおり、同県内各地に事業承継推進員を置いてい
る。大田市には特別に同市単独の事業承継推進員がおり、平成 30 年 4 月から大田商工会議所
の職員とともに 50 事業者弱を巡回している。これまでの事業承継支援では、事業承継計画を策
定のみで、その後のフォローアップが出来ていないケースが多く、それでは事業承継につながら
ない恐れがあり、廃業した場合は地域社会が成り立たなくなる。そのため、事業承継計画策定後
のフォローアップにも取り組んでいる。計画に基づき、どこまで実施できているか、定期訪問等に
よって確認し、場合によっては専門家派遣につなげるなどの支援に取り組んでいる。
（大田商工会議所は[資料 3－P71～75]に掲載）
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～後継者をターゲットとした事業承継セミナーの実施～
新潟商工会議所では、これまでも中小企業向けの事業承継セミナーは開催していたが、平成
29 年度に、小規模事業者を対象とした「後継者塾」（全 3 回）を開催したところ多数の参加者が集
まった。当商工会議所の会員事業者・非会員事業者を問わず開催案内を送ったところ、非会員
事業者からの参加もあり関心の高さが窺えた。平成 29 年度の「後継者塾」が好評だったので、平
成 30 年度も「伴走型小規模事業者支援推進事業補助金」を活用し、開催回数も増やして開催す
る予定である。また、別相談も開催し、事業承継に関する支援を充実させる。
（新潟商工会議所は[資料 3－P14～17]に掲載）
～商工会ならではの事業承継支援～
浅口商工会では、事業承継問題に対し、事業者一人ひとりの顔が直接見える商工会だからで
きる支援に取り組んでいる。取組み方針は、主に調査と支援事業に分けられる。支援事業では、
“事業承継問題を考えるには後継者の家庭や人生設計から考える必要がある”との考えから、平
成 29 年度に家族（現経営者と後継者が揃って）で参加する「家族で考える事業承継セミナー（全
5 回）」を実施した。参加者は 10 年後の会社のあり方について、課題認識・共有、計画策定方法、
先進事例等を専門家の指導の下、セミナー形式で学んだ。参加した経営者と後継者との対話が
進み、評価を得た。平成 30 年度はツーステップで実施し、ステップ 1 は平成 29 年度と同様、ス
テップ 2 は経営者と後継者の人生設計に焦点をあてながらビジョンや行動計画を作成する。
（浅口商工会は[資料 2－P50～60]に掲載）
～小規模事業者も相談しやすい事業承継センターを設立～
小規模事業者の事業承継は課題となっており、仙台商工会議所、仙台市、公益財団法人仙台
市産業振興事業団と 3 者間で協定を結び、平成 30 年４月には仙台商工会議所事業承継セン
ターを設立した。小規模事業者への宮城県事業引継ぎ支援センターの認知が十分でなく、身近
な機関の方が相談しやすいため、当商工会議所に支援機能を整備した。当商工会議所で事業
承継コーディネーター5 名（公認会計士、税理士、中小企業診断士等）を委嘱し、相談から専門
家の指導、事業承継の実行と後継者の継続支援まで、入口から出口までの一貫した支援を行う。
必要があれば宮城県事業引継ぎ支援センターや、民間の M&A 事業者や仲介事業者につなぐ。
（仙台商工会議所は[資料 3－P10～13]に掲載）

～外部講師の所内研修会や想定問答集作成等、事業承継支援に向けた取組み～
下諏訪商工会議所では、今後、重要テーマとなる事業承継支援のスキルアップを目指した取
組みを始めている。個人事業者への承継相談力を高めるために、スモールビジネスの M&A 事
業者を講師に迎えて、所内研修会を実施した。また、広域専門指導員が事業承継の相談に関す
る想定問答集を準備し、当商工会議所の経営指導員に配布した。
（下諏訪商工会議所は[資料 3－P18～21]に掲載）
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3)「個社支援」につながる「面的支援」の推進
地域産業の振興に向けて、主体的に地域の関係者と連携しながら「面的支援」を行っている
が、地域振興としてのイベント事業を通じて関係性ができた小規模事業者を支援先候補とする
など、面的支援を個社支援の入口として活用している。
また、地域振興等の取組みを通じて小規模事業者のビジネスチャンスを創出するなど、面的
支援の成果を個社支援につなげている。特に、商品化が期待できる地域資源に恵まれている
が、人口規模が小さく地域の購買力が限定的な地域では、個社支援による販売促進支援は限界
がある。そのため、面的支援として、複数の事業者が参画し、地域ブランドを構築して情報発
信を行い、地域外への販路を開拓していく方が高い効果を期待できる。また、製造事業者が多
い地域の商工会・商工会議所ではその集積メリットを活かして、小規模事業者の交流会等を通
じた企業連携の創出や海外販路開拓事業等により、新たな連携や事業の創出につなげている。
地域振興事業に取り組むことにより、個社支援の時間が確保できないといった課題について
は、地域振興事業の立ち上げ期には支援者として参画し、事業が軌道に乗ってくると、民間の
推進体へ運営を移行していくことにより、地域振興事業にかける時間を短縮し、個社支援の時
間を確保することができる。
このように、「個社支援」と「面的支援」を対立するものとしてではなく、効果的に「面的
支援」の成果を「個社支援」に活用することで支援力を高めている。
～インスタ映え効果を狙った情報発信による交流人口増加の仕掛けづくり～
呉広域商工会では、主に観光客の誘客を目的に、「伴走型小規
模事業者支援推進事業補助金」を活用し、メジャーな旅行雑誌や
Web サイトでは紹介されない、知る人ぞ知る人気のプチグルメ店や
観光スポットを紹介した小冊子、ホームページ＆フェイスブックの
「せとうち skip」 を発刊・開設し、積極的な情報発信に取り組んで
いる。「せとうち skip」 は、当商工会で管轄している地区が有する
「ピックアップ商品」「グルメ」「お土産」 などの情報を中心に発信し
ている。とりわけ、インスタ映え効果を狙った「おすすめスポット」 を
若者向けに発信しているのが特徴で、ガイドブックには掲載されな
い地元ならではの情報を「地元島人おすすめ」や「地元女子おす
すめ」「地元インスタグラマーおすすめ」など若者に魅力的な切り口で発信している。
（呉広域商工会は[資料 2－P61～67]に掲載）
～個社支援につなげるための面的なブランディング事業「大山時間」の実施〜
個社支援では限界があり、広域に販路開拓を取り組むブランディング事
業「大山時間」を鳥取県西部商工会産業支援センターで実施している。江
府町は事業者自体の体力は小さく、経費やコスト負担も大きい中、事業者
単体では大ヒット商品を作らない限り、成功は難しい。ヒット商品をいきなり
作れないため、まずは既存商品を「大山時間」のブランド商品とした PR に
取り組んでいる。
（江府町商工会は[資料 2－P47～51]に掲載）
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～地域資源を束ねて売り出す「個店支援+全体戦略」を重視～
甲賀市内には様々な地域資源があり、これらを束ねて発信して小規模
事業者の事業の成功に繋げることが重要だと考えている。甲賀市商工会
のスタンスは、「商工会は本来、個人戦よりも団体戦が得意」であり、経営
発達支援事業に取り組む際にも「個店支援＋全体戦略」の視点が大事で
あるというものである。このため、地域資源を取りまとめて売り出す事業を
重視している。平成 29 年まで「小規模事業者地域力活用新事業全国展
開支援事業」を活用して、信楽支所を中心に地域産品 （陶器・お茶・お
酒）の売り込みを行った。また、平成 29 年からは 「甲賀忍者」を活かした
包装資材（段ボール）による販路開拓手法を開発中で、滋賀県立大学と
のコラボレーションによる試作品も開発した。いずれも当商工会の支所単
位で発意して取り組まれており、地域の成り立ちや資源を大切に、地域の事業者との関係性を重
視した日々の活動の中から生まれた事業である。
（甲賀市商工会は[資料 2－P25～28]に掲載）

～初動の取組みは面的支援で商工会が進め、次第に小規模事業者にバトンタッチ～
平成 29 年度に、地元銘酒の酒蔵事業者が、「吉野杉で作った桶でお酒を作りたい」との思い
から、その資金調達をクラウドファンディングで出来ないかとの相談を吉野町商工会に持ちかけ
た。当時クラウドファンディングの「いろは」も分からない状態だったことから、当商工会では、まず
クラウドファンディングの専門家を招聘したセミナーを開くことから始め、吉野杉の製材事業者、桶
を作る職人関係者、酒造り関係者、行政関係者等を集めた。招聘したセミナー講師がクラウドファ
ンディング事業者（企画・主催者）であり、かつ歴史的にも吉野で作られたお酒を灘（兵庫県）に運
ぶ際に吉野杉で造られた酒樽で運んでいた背景があったことから、セミナーをきっかけに酒蔵事
業者が中心となって、クラウドファンディング事業が立ち上げられることとなった。結果的にセミ
ナー開催が地元事業者と専門家のマッチングとなり、その後は、事業者等が主体となって吉野杉
や酒蔵等の現地視察やおもてなしの活動を通じて出資者を募った。目標金額は 200 万円であっ
たが、実際は 250～260 万円程度が集まった。この取組みを通じて事業者支援でクラウドファン
ディングが有用であることが分かった。
（吉野町商工会は[資料 2－P33～37]に掲載）

～ユニークな面的支援「意欲ある部会事業推進助成金」～
京丹後市商工会には業種ごとに 7 つの部会があるが、その活性化のため 「意欲ある部会事業
推進助成金」 という独自の補助金制度を設けている。個社支援だけでは乗り越えられない業界
共通の課題克服や異業種を含む事業者連合の意欲的な取組みを支援する。その結果、協働し
た販路開拓の取組みが生まれたり、業界の枠を超えた新たなビジネスの可能性が模索されたりし
ており、そこから個社ベースの事業計画策定支援や策定後の実施支援に結びついている。
（京丹後市商工会は[資料 2－P38～41]に掲載）
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４)主な関連施策の活用
①持続化補助金の活用支援
持続化補助金は、小規模事業者が事業計画を策定するきっかけとなっており、事業計画の策
定を通じて、自らの事業や経営を見直して棚卸しができるなど、副次的効果も創出されてい
る。さらに、持続化補助金の活用成果が出ると、小規模事業者も次なる事業展開への関心が高
まり、継続的に事業発展に向けた取組み・支援につなげることができる。伴走型の個社支援を
計画的・意識的に取り組んでいる商工会・商工会議所では、持続化補助金を入り口に、ものづ
くり補助金の活用につなげるなど、事業の発展段階に沿った支援策の活用を促している。この
ように、持続化補助金をきっかけとして、小規模事業者との関係性が構築でき、その後も伴走
型の個社支援につなげる効果もある。
持続化補助金は、小規模事業者も取り組みやすいことから、これまで公的支援策を利用した
ことがない小規模事業者にも公的支援策の活用のきっかけとなるように、巡回訪問の際に紹介
したり、説明会を開催したりする等、持続化補助金に関心を持ってもらう機会を増やしていく
ことが必要である。説明会では、参加者ごとに支援担当者を決めて、説明会以後も同じ担当者
に相談しやすいよう工夫している事例もあった。
～持続化補助金を契機に、更なる経営支援へつなげる～
高島市内の小規模事業者の中には持続化補助金の活用を希望する事業者が多く、194 件の
採択実績を得ている。最大 50 万円の少額補助金なので、申請プロセスそのものが事業者のみな
らず当商工会職員も取り組みやすい。これまでの採択率は平均 5 割ほどと高打率である。成功体
験は、小規模事業者のモチベーションアップの好循環を生み出している。2 回目以降の補助金事
業に取り組む事業者もおり、経営革新計画やものづくり補助金採択にも結び付けている。ものづく
り補助金については、申請件数 74 件・採択件数 54 件（採択率約 73％）の実績がある。
（高島市商工会は[資料 2－P29～32]に掲載）
～持続化補助金をきっかけとした事業計画策定支援～
下諏訪商工会議所では、持続化補助金をきっかけに、事業計画策定支援に力を入れており、
持続化補助金の高い採択率を維持している。持続化補助金セミナーの開催時に、参加者別に担
当者を決めて、以後の相談は担当者が細やかに対応している。
（下諏訪商工会議所は[資料 3－P18～21]に掲載）

(３)情報発信や広報活動等の間接的支援に関する支援力向上要因
１)国や関連機関における政策情報を迅速に収集・発信
国や関連機関における政策の動向や新しい施策や制度に関する情報を迅速に収集し、早急に
情報発信することが、小規模事業者の関心を高めて商工会・商工会議所の支援への利用につな
がっている。
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～国の産業振興施策や事業の動向をキャッチアップして、今後の支援活動方針を立てる～
士幌町商工会では、小規模事業者等への支援活動は、広い視野と客観的な視点で物事を見
ることを基本としている。時代背景や経済情勢を踏まえた国の産業振興施策や事業をベースに、
地域の特徴や状況を踏まえた計画を作成する。国の産業振興の方針をベースに取り組んできた
ので、経営発達支援事業も、これまで取り組んだ支援の組み換えで対応ができている。支援者と
して、いち早く国の産業政策の情報を捉え、いかに咀嚼できるかが鍵と考えており、そのために
は、スキルアップのための自己研鑽を図り、総合的な情報収集に努めている。
（士幌町商工会は[資料 2－P1～5]に掲載）

２)地域の小規模事業者にとって有効な方法を見極めた情報発信
複数の手法で支援策の情報発信を行っても、事業者から「申請締め切り後に知った」「知ら
なかった」と言われるなど、情報提供の徹底は難しい。会員事業者の口コミから会報等の印刷
物、SNS、マスコミなど、活用できる多様な情報発信ツールを組み合わせて、地域の小規模事
業者にとって有効な方法を見極めることが重要である。
中でも、地域の小規模事業者に購読者が多い地方紙への掲載や、コミュニケーションアプリ
ケーション「LINE＠」を使った情報発信で効果を挙げている事例がみられた。特に、高齢者
には、「LINE」等の新しい情報発信ツールは敬遠されると考えられるが、情報リテラシーを
高める仕掛け（事例では、高崎商工会議所がパソコン教室を開催）があれば、感度が高い高齢
者は利用が早い。
～地元のマスメディアを活用した情報発信～
能代商工会議所では、情報発信を会報やホームページ、フェイスブック等の SNS など、多様な
媒体を通じて行っている。中でも、地域の小規模事業者は地元新聞の購読者が多いことから、地
方紙の「北羽新報」や「秋田魁新聞」を初め、秋田の FM 放送局に情報を提供し積極的に取り上げ
てもらうように働きかけている。消費者実態調査についても「北羽新報」に 5 日間に渡って連載して
もらい事業者からの反響もあった。ただし、新聞への掲載は、記事が公になると一人歩きする可能
性もあるので、新聞社に丸投げはしない。記者が事業者をヒアリングする際には、当商工会議所の
経営指導員が帯同して内容を共有し、記者が作成した掲載原稿は確認した。そのような取組みを
通じて、新聞社及び記者との信頼関係を構築することも重要である。
（能代商工会議所は[資料 3－P1～4]に掲載）
～イベント開催時のメディアミックスによる集客～
武生商工会議所では、セミナーやイベントの情報発信においては、ホームページや会報のほ
か、報道各社にプレス発表し、日本商工会議所のニュースにも掲載してもらうようにするなど極力
メディアミックスの視点で取り組んでいる。
（武生商工会議所は[資料 3－P51～54]に掲載）
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～小規模事業者のニーズに即した「LINE」での情報提供～
多方向からの情報提供が有効なため、高崎商工会議所では月刊の会
報誌「商工たかさき」、ホームページ、コミュニティ FM 放送、SNS 等、多
様なチャンネルで、新しい施策情報等を流している。それでも「補助金が
公募されていることを知った時には申請期間が終了していた」といった声
を聞くこともある。事業者から LINE での情報提供の要望があって始めた
ところ登録数は増加し効果が上がっている。LINE は特に、小規模事業
者の登録が多い。小規模事業者の代表は現場にいることが多く、印刷物
を見る余裕がないので、手早く要点を知ることができる LINE での情報提
供を重宝している。LINE の登録数が多い背景は、当商工会議所の平成 12 年頃から開催して
いるパソコン教室で、高齢経営者の情報リテラシーがアップしていることも考えられる。
（高崎商工会議所は[資料 3－P32～36]に掲載）

３)支援策活用の成功事例の発信
支援策を活用して成果を挙げた他事業者の成功事例は小規模事業者の関心が高いため、具体
的な成功事例の情報発信が、商工会・商工会議所への新規加入に加えて、支援策の活用につな
がっている。
～商工会ニュースや理事、総代ネットワークを活かした情報発信による商工会活用の促進～
太宰府市商工会には、成果を上げたいという事業者が増えている。「商工会は祭ばかりをして
いて役に立たない」と思われていたところ、10 年前から商工会ニュースの取組みをはじめたこと
で、会員事業者の意識も「商工会に入っていると色々な情報を入手できる、役に立つ」という形に
変化してきている。当商工会の利用度調査をしているが、いまだに当商工会を全く利用していな
い会員事業者の割合が多く、当商工会の会長も改善しなくてはならないと思っていて、理事から
総代、総代から会員事業者に情報が行き届く組織のネットワーク強化に取り組んでいる。
（大宰府市商工会は[資料 2－P72～77]に掲載）
～事例集作成により商工会の経営支援活動の見える化～
うきは市民から、うきは市商工会が何をしているのか見えにくいという課題があるなか、当商工
会内の商工振興委員から地域を巡回する際に事例集があると回りやすいという意見があり、平成
29 年に「うきは市商工会支援事例集」を作成した。これにより、当商工会に対する見方が、祭だけ
ではないという風に変わってきた。事例集を見た事業者が経営革新セミナーに参加し、その後の
計画づくりにつながったり、補助金の相談も増えてきたりしている。
（うきは市商工会は[資料 2－P68～71]に掲載）
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〔参考〕商工会・商工会議所規模別支援力向上要因の特性
商工会・商工会議所の規模により、支援体制や支援活動も異なり、支援力向上につながる要
因も異なる。そこで、管内小規模事業者数の規模別に、小規模団体と大規模団体における支援
力向上要因の特性を整理した。

（１）小規模団体における支援力向上要因
管内小規模事業者数が 500 事業者未満の小規模な団体は、商工会に多く本調査の調査対象で
は 3 団体（士幌町商工会、足尾商工会、江府町商工会）となっている。これらの団体では、経
営指導員が個々の小規模事業者の情報にも精通しており、顔が見える関係ができている事業者
も多い。個々の小規模事業者ごとに、アドバイスや有効な支援策の活用の提案やフォローアッ
プ支援など、伴走型での支援提供ができることを強みとして、支援力を高めている。
その一方で、経営資源が潤沢でないことから、支援メニューも限られており、新たな支援事
業に取り組むのも困難な状態である。これらの課題を克服するため、関係機関等との連携や専
門家等とのネットワークを活用することで支援力の向上を図っている。例えば、小規模事業者
には都道府県の商工会連合会や自治体の支援事業の活用につなげることで、小規模事業者が活
用できる支援策の選択の幅を広げたり、団体が専門家とのネットワークを構築することで小規
模事業者が活用できる支援人材の充実を図ったりしている。特に専門家のネットワークは、地
域で専門家がいない場合は、広域で探してネットワークを構築するなどの工夫を行っている。
また、販路開拓については、人口規模が小さい地域では、販売の場を確保するため、道の駅
等の販売の場づくりに取り組んだり、地域資源がある地域では、地域資源を活用した商品開発
やブランドの構築、情報発信に取り組んだりしている。

（２）大規模団体における支援力向上要因の特性
管内小規模事業者数が 1 万事業者超の大規模な団体は、都市部にある商工会議所が主となっ
ており、本調査の調査対象では 4 団体（新潟商工会議所、仙台商工会議所、千葉商工会議所、
高知商工会議所）となっている。
これらの団体では、都市における集客力や豊富な経営資源を活用し、経営発達支援事業の推
進体制を構築したり、展示会や商談会を主催して販路開拓支援を行ったり、多様な専門家と連
携した高度な相談にも対応できる体制を構築することで支援力を高めている。
一方で、小規模事業者数も多く、個々の小規模事業者に対するフォローアップ支援や伴走型
支援の実施は困難である。この課題を克服するため、セミナーや研修の開催、相談窓口の開設
など、多様な支援メニューを揃え、小規模事業者が自ら来訪してくれる工夫を図っている。
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第３章

支援力向上阻害要因・支援活動における課題

ヒアリング調査を通じて、高業績を生み出す取組みが聞かれる一方で、支援力向上を阻害し
ている要因や、今後の支援活動を推進していく上での課題も支援の現場からできてきた。その
ため、本報告書の最後に、支援力向上阻害要因・支援活動における課題としてあげた。
ヒアリング調査で確認できた課題として、大きく「支援活動の方向性」「組織体制」「小規
模事業者の経営発達に関する課題」の３点が挙がった。中でも「組織体制」に関する点が多
く、支援力に大きく影響していることがうかがえる。

Ⅰ．支援活動の方向性に関する課題
（１）商工会・商工会議所のトップの方針が個社支援に向いていない
商工会・商工会議所のトップの方針が、地域振興に重きを置いているなど、地域の祭やイベ
ント開催等の地域活動に関わる業務が主となり、個社支援の時間が確保できないため、事業者
支援実績が上がらない。

（２）小規模事業者の商工会・商工会議所に対する認識が固定化
管内の小規模事業者からの相談は、税務相談や融資等の経営改善普及事業に関わる内容が多
く、販路開拓や事業拡大といった相談案件は少ない。小規模事業者は商工会・商工会議所に対
して旧来の経営改善支援といった固定的イメージを持っており、事業計画の策定等の案内をし
ても関心を持ってもらえないことも一因となっている。

（３）商工会・商工会議所のトップと職員のコミュニケーションが十分に取れておらず、
組織が一丸となった取組みができない
商工会・商工会議所の職員とトップとのコミュニケーションが十分に取れていないと、職員
も目指す方向性への認識が弱く、職員が一丸となって取り組む関係が構築できていない。

Ⅱ．組織体制に関する課題
（１）ベテラン職員の退職による支援力の低下
経営指導員のベテラン職員が退職を迎え、職員の大半が入れ替わったため、一時的に支援力
が低下している商工会・商工会議所もある。団塊世代の退職により、職員構成が変わった商工
会・商工会議所は少なくないが、職員数の少ない商工会・商工会議所では、計画的人材採用は
難しく、職員の年齢構成に偏りが生じ支援力に影響している可能性も考えられる。

（２）人事異動により事業者との関係性の維持が困難
商工会では、職員が都道府県の連合会に在籍し管内での人事異動があるため、引継ぎがうま
くできないことや、経営指導員に地域情報が蓄積されないこと、事業者と築き上げた関係性が
途切れてしまうこと、長期的事業に取り組みづらいこと等の課題も生じている。
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（３）複数の商工会・商工会議所が共同で経営発達支援計画を推進する場合のリーダー機
能の不在
経営発達支援計画を複数の商工会・商工会議所で申請し、計画を推進している場合、参画し
ている商工会・商工会議所によっては、地域や事業者の特性が異なるため、支援活動の方向性
も自ずと異なり、一枚岩で計画を推進することが難しい。また、経営発達支援事業の各事業を
推進する上で、組織体制が整っておらず、どの団体がリーダーとなるか不明瞭なまま進んでし
まうことがある。

（４）職員の経験を踏まえた業務体制が構築できていない
経営指導員は 1 年生も 20 年生も同じ業務をしており、効果的な支援を図っていくために
は、職員間で、業務分担や経験年数に合わせたスキルアップを図っていかないと、経営指導員
のモチベーションも高まらない上、支援力の向上にもつながらない。

（５）組織内で情報共有ができていない
多忙な日々の業務に追われて、経営指導員間や組織内での情報共有が十分に図られておら
ず、外部研修を受けてもその内容が共有できていなかったり、施策や補助金に関する情報収集
も経営指導員が各自で行ったりしている。

Ⅲ．小規模事業者の経営発達支援に関する課題
（１）需要開拓支援の充実が今後の課題
一連の経営発達支援事業の推進において、事業計画策定支援までは取組みが進んでいるが、
需要開拓支援までは対応できておらず、需要開拓支援の充実が今後の課題となっている。

（２）持続化補助金活用後の継続的支援や非採択者への支援が課題
持続化補助金が事業計画策定のきっかけとなり、支援先を抽出して個社支援を実施していた
が、積極的な事業者による持続化補助金の利用が進み、今後、さらなる利用事業者を見出して
いくことが困難となっている。また、持続化補助金を利用した事業者における次の展開支援を
組み立てていくことや持続化補助金の申請に向けて事業者と取り組んでも、採択されなかった
場合の事業者支援の方法が見出せない状態に陥っている。

（３）十分な事業承継支援が行えていない
「事業承継」が事業者の重要な経営課題となっているが、事業承継に関して十分な支援が行
えていない。事業者が事業承継について相談する際には、税理士に相談することが多い傾向が
ある。これには小規模な団体では、事業者と職員との人間関係が密接で、家族関係などプライ
バシーに関わることも含まれる事業承継については相談しづらいといったことも影響してい
る。事業承継の課題も様々で、承継者がいる場合といない場合、事業売却を望む場合と、それ
ぞれに対応策が異なり、複数の専門家の関与が必要となる場合もあるので、商工会・商工会議
所で全て支援することは難しいテーマとして認識されている。今後、多くの商工会・商工会議
所で事業承継に関わる支援方法を検討・充実していく段階であり、その方策を追求していくこ
とが今日的課題となっている。
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