
計画書カテゴリ 実施項目
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目標数

実績結果 担当者 実施の内容等
目標

達成度
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経営・経済動向調査の実施
４００社
年１回

４００社
年1回

京都府統計調査の分析 年１回 年1回
日本商工会議所「中小企業
経営調査」の分析

年１回 年1回

日本政策金融公庫西陣支
店「景気動向調査」の分析

年１回 年1回

吉岡　支援員５件
(有)●●●（経営分析）●●●●●●●●㈱（経営分析）
●●●●㈱（経営分析）(有)●（経営分析）㈱●●●●●（経営分
析）

羽渕　支援員８件
●●●●（ローカルベンチマーク分析）●●●●（ローカルベンチマー
ク分析・SWOT分析）●●●●●（ローカルベンチマーク分析）●●●
●●（ローカルベンチマーク分析）●●●●●（ローカルベンチマーク
分析）●●●（ローカルベンチマーク分析）●●●●●（ローカルベン
チマーク分析）●●●（SWOT分析）

森本　支援員　６件
●●●●●（経営分析）●●●●●㈱（ローカルベンチマーク分
析）●●●（ローカルベンチマーク分析）●●●（ローカルベンチ
マーク分析）●●●●●（財務分析）●●●●●（SWOT分析）

木ノ下　支援員１件 ●●●●●（経営分析）
浦田　　支援員　１件 ●●●●●（ローカルベンチマーク分析）

３回 ３回

３０名 176名

吉岡　支援員１件 ●●●●●（創業計画）

高屋　支援員５件
●●●●●（小規模事業者持続化）●●●●●（小規模事業者持
続化）●●●●●（小規模事業者持続化）●●●●●（小規模事業
者持続化）●●●●●㈱（小規模事業者持続化）

羽渕　支援員１４件

●●●●●（㈱（先端設備導入計画）(有)●●●●●（事業継続力
強化計画）●●●●（事業継続力強化計画）㈱●●●（事業承継計
画）㈱●●●●（京都府元気印）㈱●●●●（労働生産性向上計
画）●●●●●（小規模事業者持続化）㈱●●●●●（小規模事業
者持続化）㈱●●●●（小規模事業者持続化）●●●●㈱（小規模
事業者持続化）●●●●●（創業計画）●●●●（創業計画）●●
●●●（創業計画）●●●●●（創業計画）

森　本　支援員９件

●●●●●（創業計画）●●●●●（創業計画）●●●●●（創業
計画）●●●●●（経営革新計画）●●●●●（小規模事業者持続
化）サ●●●●●（小規模事業者持続化）●●●●●（小規模事業
者持続化）●●●●●（小規模事業者持続化）

木ノ下　支援員　４件
●●●●●（小規模事業者持続化）●●●●●（小規模事業者持
続化）㈱翠泉（小規模事業者持続化）●●●●●（事業継続力強化

羽渕　支援員１３件

㈱●●●●●（持続化補助金策定後支援で京都府ステップアップ
事業補助金）●●●●●（京都府小規模製造業設備投資支援事業
後にマルケイ融資）●●●●●（創業計画策定後にコロナ特別融資
斡旋・経営安定特別相談）●●●●（創業計画策定後の支援で融
資斡旋）●●●●●（創業計画策定後の支援で営業許可取得サ
ポート）(有)●●●●●（経営革新計画後にマーケティング専門家
派遣）㈱●●●（経営革新計画策定後に労働生産性向上補助金申
請サポート）●●●●●（持続化計画策定後に売上モニタリング支
援）(有)●●●●●（持続化補助金策定後に事業承継相談）㈱●●
●（労働生産性向上計画後に事業承継相談）㈱●●●●（エコノ
ミックガーデニング支援強化事業後に元気印認証取得）㈱●●●
（事業承継計画策定後に融資斡旋）(有)●●●●（経営革新計画策

森本　支援員３件
●●●●●(創業計画策定後に創業補助金申請）●●●●●（創
業計画策定後に融資斡旋）●●●●●（創業計画策定後に融資斡

木ノ下　支援員４件
●●●●㈱（小規模事業者持続化補助金策定後に専門家派遣を２
回実施●●●●●（小規模事業者持続化補助金策定後に専門家
派遣）●●●●（経営革新計画策定後に専門家派遣）

A

A

2.経営状況の分析に関
する事【指針①】

吉岡　　支援員
高屋　　支援員
羽渕　　支援員
森本　　支援員
木ノ下　支援員
浦田　　支援員

【起業セミナー６回シリーズ】
日時：10/9・10/16・10/23・10/30・11/6・11/20
講師：松岡会計事務所　松岡税理士
　　　　藤岡税理士事務所　藤岡税理士
　　　　日本政策金融公庫　西陣支店
　　　　京都信用保証協会　南丹市所
　　　　岩橋マネジメントサービス　岩橋中小企業診断士　合計６６名

【小規模事業者持続化補助金セミナー】
日時：平成３１年４月２６日
講師：中野経営労務サポートオフィス
　　　　中小企業診断士・社会保険労務士　中野正義氏　合計２６名

【南丹BS企業セミナー６回シリーズ】
日時：〔入門編〕第１回令和２年１月１８日（土）会場：メルパルク京都
　　　　〔入門編〕第２回　　〃　１月２５日（土）会場：メルパルク京都
　　　　〔実践編〕第３回　　〃　２月　１日（土）会場：京都経済センター
　　　　〔実践編〕第４回　　〃　２月　８日（土）会場：メルパルク京都
　　　　〔実践編〕第５回　　〃　２月１５日（土）会場：メルパルク京都
　　　　〔実践編〕第６回　　〃　２月２２日（土）会場：京都経済センター
講師：アクセルコンサルティング（株）代表取締役
　　　　中小企業診断士　岡原慶高 氏・浦出奈緒子氏　合計８４名

「亀岡経済レポート2020」に取りまとめたデータを作成する。
Ⅰ.亀岡の景気動向～企業の景気判断～
Ⅱ．地域の経済環境～経済実態の動向～

ホームページ・会報・窓口での配布等幅広くデータ公表

P5～P6

２１件
Ⅱ-①.経営状況の分析及

の実施
P7～P8 個社の経営分析 25件

A

B

【意見①】
セミナーの開催回数や参加者の人数に
ついての概念が、実際の人数なのか延
べ人数の参加者であるかの精査が必要
である。

【意見②】
商工会議所での経営計画策定事業など
については、まだまだ周知が十分ではな
いため支援を必要としている事業者へ積
極的に知らせるべきである。

3.事業計画策定支援に
関する事【指針②】

令和元年度　亀岡商工会議所　経営発達支援事業　実績報告シート

1.経営発達支援事業の内容

Ⅰ‐①.市場調査支援及び
地域経済動向の把握と情

報提供

1.地域の経済動向調査
に関する事【指針③】

木ノ下支援員担当

事業計画策定に係る
セミナー開催

２０件
Ⅳ-①.経営計画策定後の

事後支援の実施
4.事業計画策定後の実

施支援に関すること

Ⅲ‐①.小規模事業者が持
続的に発展するため需要
を見据えた経営計画策定

経営計画（事業計画） ２０件 ３３件

２０件経営計画フォローアップ

P8～P9

P9～P10
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観光産業の市場動向調査 １回 ０回 未実施 E

業種毎の需要動向調査 １回 1回 A
観光産業の市場動向調査
情報提供

35件 未実施 未実施 E

業種毎の需要動向調査
情報提供

35件 35件 経営支援員の巡回訪問にて配布 A

高屋　支援員　８件

㈱●●（アグリフードEXPO2020）㈱●●●（アグリフードEXPO２０２
０・外食FOODTABLE2020）●●●●（アグリフードEXPO２０２０）●
●●㈱（アグリフードEXPO2020)●●●●㈱（京都の職人INローマ）
㈱●●●（第１回防爆・防災リスク対策展示）●●●㈱（東京イン
ターナショナルギフトショー）

羽渕　支援員　２件
(有)●●●●●（京都ビズネス交流フェア２０２０）(有)●●●●●
（京都ビジネス交流フェア２０２０）

高屋　支援員　８件

【アグリフードEXPO大阪２０２０】※2/１９～2/２０大阪市
㈱●●
㈱●●●
●●●●㈱
●●●●㈱
【京都の職人INローマ】※3/7京都市
●●●●㈱
【外食FOODTABLE2020】※2/13～2/15東京都
●●●
【第１回防爆・防災リスク対策展示】
㈱●●●●●
【東京インターナショナルギフトショー】
●●●㈱

羽渕　支援員　２件
【京都ビジネス交流フェア２０２０】2/13～2/14
(有)●●●●●
(有)●●●●●

羽渕　支援員　２件
【京都ビジネス交流フェア２０２０】2/13～2/14
(有)●●●●●
(有)●●●●●

浦田　支援員　４件

【アグリフードEXPO大阪２０２０】※2/１９～2/２０大阪市
㈱●●
㈱●●●
●●●●㈱
●●●●㈱

プレスリリース指導件数 ４件 ０件 浦田　支援員　　件 未実施 E

高屋　支援員5件

㈱●●（商談件数５０件・サンプル商談７件）㈱●●●（商談件数１２
７件・サンプル商談２９件）●●●●㈱（商談件数４０件・サンプル商
談１０件）●●●●㈱（商談５０件・サンプル商談５件）●●●●㈱
（商談件数１００件・サンプル商談３０件）

羽渕　支援員1件 (有)●●●●●　商談8件　契約4件

P14
亀岡市平和祭市民花火大
会

吉岡・高屋・羽渕
浦田・森本・木ノ下

第68回亀岡保津川平和祭については亀岡市・商工会議所・観光協
会の３者で８月１１日に開催した。
打ち上げ数７千発の規模で実施され当時は１００，０００人の観光客
で賑わい地域の商業者への集客につながった。

A

P15～
P16

亀岡光秀まつり
吉岡・高屋・羽渕
浦田・森本・木ノ下

丹波亀山城初代城主であり、戦国時代の武将　明智光秀公を顕彰
するイベントとして５月３日に開催した。
来場者４０，０００人・商工会議所として亀岡ブランドとして特産品の
販売や会員企業の出展をサポートした。

A

P17 亀岡祭
吉岡・高屋・羽渕
浦田・森本・木ノ下

亀岡市の秋祭りを代表するイベントで、１０月２３日～２５日の本祭り
にて、亀岡ブランドの特産品販売・ゆるキャラ「明智かめまる」を活用
しての亀岡の魅力を観光客等にPRした。

A

P17～
P18

京都丹波/亀岡　夢コスモス
園

吉岡・高屋・羽渕
浦田・森本・木ノ下

９月下旬～１０月下旬にかけて開催され、関西でも有数の規模を誇
るコスモス園については、亀岡ブランドの特産品販売を実施し、多く
の来場者に対して亀岡の魅力をPRした。

A

6.新たな需要の開拓に
寄与する事業に関する

事【指針④】

Ⅵ-①.小規模事業者の効
果的な販売促進方法の提
案

P12～
P14

６件

吉岡・高屋・羽渕
浦田・森本・木ノ下

商談件数 ３件 6件

観光産業の市場動向調査が実施されて
いないのは、コロナウイルスで一番ダメー
ジを受けている業種への情報提供が行
われていないため問題である。
商工会議所の人的な余力が無かったと
はいえ改善すべきポイントである。

Ⅴ-①.小規模事業者が取
り扱う商品やサービス需要
動向の情報収集及び提供

5.需要動向調査に関す
ること【指針③】

展示会・商談会の情報提供 １５件

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組

１０件 C

展示会など出展社件数 ７件 １０件

展示会など出展サポート ４件

P11～
P12

A

A

A
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P18
近隣商工会（南丹市商工
会・京丹波町商工会）との連
携

吉岡・高屋・羽渕

南丹ビジネスサポートセンター運営に係る経営支援員連絡会議を８
回実施した。6/10・6/24・7/11・7/16・7/18・9/11・10/8・1/8
京丹波創業セミナー（1/19～2/22）を全６回コース実施受講生１４
名・園部部税務署管内小企業税務対策連絡協議会

A

P18
行政、市内金融機関等、大
学との連携

吉岡・高屋・羽渕
浦田・森本・木ノ下

京都府南丹広域振興局・南丹高等学校テクニカル工業系列懇談会
京都府・京都市関係支援機関及び中小企業支援機関・金融機関拡
大連携会議１回・京都府北部事業継続・承継巡回相談デスク会議・
小規模事業者経営改善融資推薦団体連絡会議・日本政策金融公
庫「小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会」・京都信用
保証協会ドリームサポート創業相談５回
京都丹波中小企業支援Aチーム会議（地域連絡会議：１回）・南丹
キッズパーク・第１回京都丹波企業情報交換会

A

P19
京都府よろず支援拠点等と
の連携

吉岡・高屋・羽渕
浦田・森本・木ノ下

京都府商工会連合会エキスパートバンク派遣事業６回実施
京都産業２１「経営革新塾」１回（４回コース）
よろず支援拠点窓口相談５回「事業継承相談デスク出張相談会２組

A

経営支援員による毎月ミー
ティングの実施

１２回 １２回
吉岡・高屋・羽渕
森本・木ノ下・浦田

毎月１回、第４木曜日の職員会議開催後に、経営指導事例の共有
の為にミーティングを実施した。 A

専門家を招集し勉強会を開
催

２回 浦田・森本・木ノ下 中小企業診断士藤尾先生の指導状況を勉強 A

経営分析３回・経営計画策定４回・フォローアップ６回

中小企業基盤整備機構
小規模事業者支援者研修

１回 浦田　支援員
中小企業大学校　基礎研修Ⅰ
税務・財務診断（8/20～9/13）

１回 吉岡　支援員
中小企業大学校　専門コース
（1/28～1/30）
BCP計画策定支援の進め方　受講

１回
高屋　支援員
（合計４２件）

中小企業大学校　専門コース
（11/12～11/14）
販路開拓の進め方　受講

１回 羽渕　支援員
中小企業大学校　専門コース
（12/10～12/12）
ものづくり企業の支援力　受講

吉岡　支援員
関西ブロック「中小企業相談所長会議」「中小企業支援先進事例普
及研修会」

羽渕　支援員 特定商工会議所中小企業相談所直面問題会議
京都商工会議所主催の研修
会（経営支援員研修会）

３６回
吉岡・高屋・羽渕
浦田・森本・木ノ下

経営支援員研修会９講座を１９回受講
その他の研修会１２講座１７回受講

経営発達支援評価委員会 １回 1回
【令和２年１２月８日】
外部有識者を交えて実施した事業の評価及び行った結果を踏まえ
目標と達成度合いを比較し、必要であれば事業の見直しを検討

A

全体的に、商工会議所の支援は多くの
企業に対して実施されており、商工会議
所で一体に実施されているとの意見で
あった。

商工会議所ホームページで
の公表

１回 １回 経営発達支援評価委員会の実施後に公開予定

A

吉岡・高屋・羽渕
浦田・森本・木ノ下 A

３５回
OFF-JTにおける資質向

上

2.経営支援員の資質向
上に関すること

3.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

１３回専門家派遣の際に同行

OJTにおける資質向上

中小企業大学校
専門コース

P19～
P20

P20～
P21

日本商工会議所主催の各種
研修会

２回

1.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

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

P19


