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はじめに

広陵町は平成２８年７月に「広陵町中小企業・小規模企業振興基本条例」制定に向けた検討
会を立ち上げ、町内事業所をはじめとした地域のみなさまと共に、ワークショップを通して議
論を重ねながら、平成３０年１０月に「広陵町中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し
ました。
平成３１年４月には、この条例に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する方針と施策
内容の共有を図り、町内それぞれの主体が積極的に参画・連携・協力しながら中小企業・小規
模企業の振興を推進することを目的に「広陵町中小企業・小規模企業振興計画」を策定しまし
た。
この計画に基づき，今後の施策を検討すべく、課題別小委員会を立ち上げ、今後の目指すべ
き姿と課題解決策を議論し、令和元年１１月には提言書を町に対して提出しました。
今般、新型コロナウイルスの感染拡大により、町内の中小企業・小規模企業にも多大な影響
が生じていることを受け、第２波、第３波に向けた対策を行政と事業者が一体となって取り組
む必要があります。
そこで、委員一同から挙げられた様々な意見や全体委員会及び課題別小委員会において事業
者より挙げられた意見を基に、町内事業者の現状及び今後必要となる取り組みについて報告し
ます。
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中小企業・小規模企業振興に係るワークショップ

日時・場所 ： ７月６日（月）１８：３０～２０：３０（役場３階大会議室）

参加者 ： ２５名
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中小企業・小規模企業振興に係る課題別小委員会

Ａグループ（靴下製造業事業者）

日時・場所 ： ７月１７日（金）１８：００～２０：００
役場３階大会議室

参加者 ： 町内靴下製造業事業者８名 金融機関１名

Ｂグループ（飲食業等事業者）

日時・場所 ： ７月２１日（火）１５：３０～１７：３０
役場３階第一委員会室

参加者 ： 町内飲食業等事業者４名

Ｃグループ（製造業等事業者）

日時・場所 ： ７月２２日（水）１３：３０～１５：３０
役場３階第一委員会室

参加者 ： 町内製造業等事業者６名
３



●各種補助金・助成金の活用（雇用調整助成金等）
●セーフティネット等の融資制度を利用する
●営業日数の削減、従業員の勤務時間の調整（一部の事業所）

●内職の方に依頼する仕事量を調整する
●需要が高いマスクの製作
●自社ブランド商品のオンライン販売の促進

町内の靴下製造業における現状

●緊急事態宣言後における売上減少
・緊急事態宣言後の４月以降、売上が大きく減少（３～５割減）している事業所が多い。
・特に多くの事業所にとって売上の最大の柱であるＯＥＭの落ち込みが顕著。
・昨年の暖冬による影響もあり、今後の見通し（秋冬物の発注・追加オーダー）も非常に
不透明となっている。

●売上減少・休業要請に伴う雇用の見直し
・上記に伴い、工場の稼働率を下げる必要性に直面。
→パートや従業員を休ませたり、時短・シフト制勤務を実施。
※外国人労働者においては、工場の稼働率が下がり、業務に従事させることができない状況であっても、

国境を越える移動の制限により、帰国することもできないという状況も発生。

売上減少に伴い

財政面

事業面
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事業者が取り組むべきこと

●運転資金の確保

持続化給付金や雇用調整助成金など
の各種補助制度、またセーフティ
ネットや危機関連保証などの各種融
資制度を利用し、第二波における財
政難に備える。

●自社ブランドの構築

●オンライン化の促進 ●新しい販売ルートの開拓

OEM（Original Equipment Manufacturing）
に頼ると、メーカーからの発注がス
トップすると、生産がゼロになる恐れ
がある。他社に頼らない自社ブランド
の構築も視野に入れる必要がある。

緊急事態宣言が再度宣言されると、
店頭販売や展示会等への出展ができ
ず、販売する方法がなくなる。
人と人との接触がないオンライン販
売・展示会にシフトすることで、緊
急事態宣言化での売上確保を図る。

OEM，自社ブランドの販売に関わら
ず、新しい生活様式を踏まえた上で
商品の機能性やデザイン等を見直し、
新たな顧客および販売ルートを開拓
し、売上につなげる。
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行政が取り組むべきこと

●各種補助金の周知

持続化給付金や雇用調整助成
金などの各種補助制度を周知
し、事業者における経営難を
緩和する。

●「靴下のまち」をＰＲ

●オンライン化のサポート ●販路開拓支援

靴下事業者における新たな販
売ルートの開拓をサポートす
るため、「広陵くつした博物
館」を含めた販路開拓の取り
組みの支援・提供。

「靴下のまち」をＨＰやＳＮＳ
等を用いてさらにＰＲし、県内、
県外からの興味を引き、町内靴
下業界の活性化を図る。

オンライン化における支援とし
て、テレワーク等の勉強会実施
やオンライン開催の展示会に出
展できる環境整備を実施する。
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町内の飲食業等における現状

① 緊急事態宣言による休業及びイベント等の中止
令和２年４月１６日～５月１４日の期間において実施された緊急事態宣言により、
多くの店舗が自粛を行ったほか、イベント等が中止になったことで注文のキャン
セルが発生し、経営に大きな打撃を受けた。

② 新規顧客及び既存顧客の減少
新型コロナウイルスの感染拡大により、外出の機会が大幅に減少したことから、
既存顧客だけでなく、新規顧客の来店についても大きな影響が生じている。

緊急事態宣言下における外出機会の減少

新型コロナの対策・予防のために自身が控えたことを聞いたところ、「3密（密集、
密室、密接）の場所に行く」（95.3%）、「不要不急の外出」（94.1%）が9割を超え、
「友人・知人と会う」（89.3%）、「外食（飲食店・居酒屋など）」（88.2％）など、
人との接触をさける傾向が見られました。

出典：https://jccu.coop/info/up_item/release_200604_01_01.pdf

■調査概要
「新型コロナウイルス感染症についてのアンケート」
調査方法:インターネット
調査対象:日本生協連に加盟する全国10の生協・生協事業連合に加入の組合員
有効回答数:6,179サンプル
実施期間:2020年5月21日～5月27日
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事業者で取り組むべきこと

① SNS等を活用した情報発信の強化
商品や店舗が持つストーリー性の発信、既存顧客とのつながりを強化することで、
新規顧客の獲得や客単価の向上を図る。

②中長期的な視点を持つ
従来のサービス（イートインや電話での予約、注文受付）だけでなく、感染拡大の
終息後においても顧客満足度の向上や新規顧客の獲得につながる新たなサービスの
提供を検討することで、他の店舗と差別化を図る。

① SNS等を活用した情報発信の強化

事例：株式会社ラ・ヴィーニュ（大阪市）

箕面の柚子や泉州の水茄子など
地域の名産品をメニューに取り
入れ、生産者の情報を含めた発
信を行っている。

② 中長期的な視点を持つ

新型コロナウイルスの感染拡大後も
他の店舗と差別化を図るため、ネッ
トでの予約、注文受付やテイクアウ
ト、デリバリーサービスの実施など
中長期的な視点を持った事業が必要。

提供する料理や店舗に関連したストーリー
（原材料や調理に当たってのこだわり、店
内やスタッフの雰囲気など）の発信により、
店舗のファンを増やす取り組みが必要。

出典：「はばたく中小企業・小規模事業者３００社」２０１８

事例：株式会社彩々楽（埼玉県蓮田市）

地域ニーズを掘り起こし、当該地域には
なかった専門店を新たに出店するなど、
地域に根ざした事業活動を行っている。
出典：「はばたく中小企業・小規模事業者３００社」２０１７
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行政で取り組むべきこと

① SNSを活用した情報発信支援
最新の情報をスピーディーかつ広範囲に発信することで新規顧客の獲得を図る。

② テイクアウトサービスに対する支援
イートインが困難となった場合のリスクを回避する。

① SNSを活用した情報発信支援

・「We Are Koryo」を活用した発信
・ IT補助金や持続化補助金の活用

② テイクアウトサービスに対する支援

・「飲食店等テイクアウト・デリバ
リー支援事業補助金」の活用

・ デリバリーサービスへの支援

ネットをどうやって
活用すれば良いの？

テイクアウトサービス
を行うには費用や人手
が必要・・・

イートイン以外のサービスにおいても、利用しやすい環境の整備が必要
９



●雇用調整助成金を利用する
●セーフティネット等の融資制度を利用する

●時差勤務・時短勤務を活用する
→テレワーク導入も検討したが、
製造業においては現段階では導入はむずしかった。

●メール・郵便・FAXおよびZOOMを活用した事業

町内の製造業等における現状

●緊急事態宣言後における売上減少
緊急事態宣言後の４月以降から、３割から５割減少した。
特に自動車製品製造などの下請け業者等においては、自動車の需要減少等から発注依頼が
ストップし、売上に大きな打撃を受けた。

●売上減少・休業要請に伴う工場の稼働ストップ
発注依頼のストップ等により、自社工場の稼働を止めざるを得なくなった。これに伴い、
従業員に休業のお願いをする必要があった。

財政面

事業面

対 策

１０



事業者が取り組むべきこと

●手持ち資金の確保

持続化給付金や雇用調整助成金など
の各種補助制度、またセーフティ
ネットや危機関連保証などの各種融
資制度を利用し、資金計画の見直し
を行う。

●新働き方様式へ

●オンライン化の促進 ●業務体制の見直し

人と人との接触がないオンライン販
売・展示会を促進することで、仮に
緊急事態宣言が再度発令されても、
収益が見込める。また、自社のＨＰ
を充実させることで、対面で説明し
なくても自社の製品をＰＲする。

プレイングマネージャー（現場に立
つと同時に、管理職の仕事も担う
人）が出勤できない状態になった場
合でも、業務が稼働できるよう日々
のルーチンワーク等の体制を見直す。
また、BCPの作成を積極的に行う。

「３密」を避ける、完全２交代シフ
ト制の導入といった、これまでの働
き方とは異なる新しい働き方方式で
職場環境を整えていく必要がある。
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行政が取り組むべきこと

●相談窓口の体制強化

補助金の紹介や、ＢＣＰの作成助言
など、今後の危機を乗り越えるため
の伴走支援を行う。

●ビジネスの橋渡し役

公的機関がビジネスマッチングを支
援することで、より確実な販路拡大
のサポートを行う。

●テレワークの推進

行政主体のテレワーク研修会・勉強
会を開くことで、町内製造事業者の
テレワーク促進を図る。

●学童保育のサポート

学童保育のサービスが受けられないと、
パートをはじめとした従業員が働けな
いため、学童保育が難しい場合の代替
え支援を考える。

●ＰＣＲ検査の体制

個人でＰＣＲ検査を受けるのは現状難
しい。希望すれば町内で簡単にＰＣＲ
検査を受けられる体制作りをする。

●情報発信の迅速化

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
う措置等の情報発信を迅速に行う。

１２



① 財政支援メニューの発信
国・県などの支援メニューを町が事業者に向けて迅速かつ丁寧に発信することが必要。
事業者においては、能動的に情報を受け取る姿勢が必要。

② 働く環境の整備
学校・園及び学童保育やデイサービス等の休業により従業員の勤務が困難な状況を避けるための
環境整備は個々の事業者が行うことは困難であることから、町の支援が必要。
事業者においては、雇用調整助成金等の活用やテレワークの導入等による働き方の見直しが必要。

③ デジタル化の推進
テレワークの実施や会議、商談等におけるオンライン化を推進するため、規模や業種を問わず、
デジタル化を図ることが可能な点を町から周知していくことが必要。
事業者においては、既存の業務体制に囚われず、生産性やサービスの向上にデジタル化が寄与する
という意識が必要。

④ 感染拡大防止に関する取組への支援
早期の感染終息による経済活動の再開を図るため、町は事業者自身の感染拡大防止に係るガイド
ラインの策定支援や感染者発生後の消毒作業等に関する支援が必要。
事業者においては、ガイドライン等の策定により緊急時の体制を検討しておくことが必要。

⑤ 継続した情報の収集
町内事業者の現状を把握するため、町においては課題別小委員会や全体委員会の開催、個別ヒアリ
ングやアンケート調査のほか、事業者の情報提供を受け付ける体制を整えることにより、継続的な
情報収集が必要。
事業者においては、他の事業者が実践する取組等の情報収集や支援機関からのアドバイスを受ける
場として、各委員会等に積極的に関与するとともに、主体的に情報を提供することが必要。

今、必要なこと
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