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【はじめに】

本手引書の活用について

1. 本手引書の内容
– ここでは全国の地域力連携拠点（以下、連携拠点と記す）が共有すべき考え方、ノウハウ等をま
とめています。

2. 本手引書のユーザーおよび活用場面
– ユーザーは、連携拠点の応援コーディネーターおよびｽﾀｯﾌの皆さんです。

– 拠点としての活動計画等を策定する際には必ず目を通すようにしてください。

3. その他の留意事項
– 連携拠点は各地域の実情に合わせて、それぞれ独自の創意工夫を行うことで成果を挙げてい
くことが期待されています。

– 都道府県や市町村の独自の施策等との連携も不可欠になります。

– したがって、本手引書に示された内容だけで地域の小規模企業等の効果的な支援ができるわ
けではないことを理解していただかなければなりません。

– その意味で、本手引書の内容は最低限の「必要条件」であり、それに加えて各連携拠点の「十
分条件（独自の小規模企業等支援ノウハウなど）」を自ら立案し実行していただくことが期待され
ています。
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【Ⅰ. 拠点運用基礎編】

１．「平成２０年度地域力連携拠点事業」の位置づけ・目的

1. 地域密着の応援コーディネーターが小規模企業等を手厚く支援する
– 地域における優秀な支援者を「応援コーディネーター」として配置した地域密着の支援機関を地
域力連携拠点（以下、「連携拠点」と記す）として選定します。

– 選定された拠点では、地域の支援機関等と連携しながら、（１）経営力の向上、（２）創業・再チャ
レンジ、（３）事業承継といった課題に対応します。

– 応援コーディネーターは、地域の各機関および全国の専門人材のネットワークを最大限に活用
して推進していくことにより、小規模企業等の課題発掘・課題解決を目指します。

2. 連携拠点は小規模企業等支援ノウハウの創出・蓄積・普及を担う
– 連携拠点は小規模企業等支援の主導的な役割を担うことで、より先進的な支援ノウハウを実践
を通して開発し、その体系化を進めていく。

– その成果を全国の連携拠点が共有し、各地域へ移転していく橋渡し機能を担う。
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【Ⅰ. 拠点運用基礎編】

２．連携拠点の特徴と期待される効果

＜ 期待される効果 ＞＜ 連携拠点における小規模企業等支援の特徴 ＞

1. アクティブな経営相談を推進し、全国の専門家
を活用しながら可能性を持つ企業を発掘する

– 連携拠点の応援コーディネーターは、豊富な小規模経営支援経
験や、既存支援機関との相互協力関係、さらには全国の専門家
人材等を最大限に活用して、地域の小規模企業等の顕在化して
いない課題を積極的に掘り起こして、必要な支援方法を組み立
てていくことが期待されます。

2. 地域の既存支援拠点へ案件を適切につなぐワンス
トップ機能を持つ

– 連携拠点では様々なチャネルを利用して、地域の小規模企業の
課題を発掘・解決していくが、既存支援機関の取組みが比較的
進んでいるもの、特に法認定等による支援策活用が期待される
案件については、担当の既存支援機関につないでいくワンストッ
プ窓口機能を積極的に担っていきます。

3. 小規模企業等支援のノウハウ、知恵／知識を生み
出し、普及させる

– 連携拠点は既支援機関の通常の活動では対応が難しい課題や、
発掘が十分になされていない課題の解決を図り、なおかつ、その
過程に既支援機関の機能を編集・活用していくことで、各地域に
おける小規模企業等支援の主導的な役割を担い、既支援機関に
良い意味での刺激・影響を与えていく。

– その過程で生み出したノウハウ、ナレッジを蓄積し、地域内外へ
移転していきます。

地域経済活性化、日本経済の基盤強化

小規模企業等へ
気づきを
与える

小規模企業等の
先進的課題の
解決を支援する

小規模企業等支援に
おける

地域内連携力の
パワーアップ

小規模企業等支援の実践的
ノウハウの蓄積・管理・活用

可能性ある小規模企業等を発掘するノウハウ

真の課題を定義し、解決するノウハウ
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【Ⅰ. 拠点運用基礎編】

３．連携拠点の体制（組織・人材）

1. 地域内外の機関とのネットワーク組織で最適な経営支援を行う
– 連携拠点での支援は、応援コーディネーターが中心となり、他機関・外部専門人材等との連携・活用を通して行
われます。言うまでも無く、連携拠点同士の連携も積極的に進めていくことになります。

– その意味で、応援コーディネータは、地域の小規模企業等の経営ニーズと、地域内外の経営支援シーズのコー
ディネーションを行い、経営支援のプロジェクト・マネジメントを行うことが主たる役割となります。

図：小規模企業等支援ネットワークのハブとしての連携拠点
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公設試験研究機関、中小企業を支援する公益法人等、金融機関、大学等、
行政関係組織（ＪＥＴＲＯ事務所等）、農業協同組合等、ＮＰＯ、民間企業等

連
携
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【Ⅰ. 拠点運用基礎編】

４．連携拠点が取り組む主要テーマと手引書

＜ 経営課題（テーマ） ＞ ＜ 手引書 ＞

テーマ① 地域経済の自律的成長に寄与する新事業開発

– 地域資源、農商工連携、新連携等の認定事業者の発掘
とコーディネーション。

テーマ② 小規模企業等の新商品開発・販売促進
– 経営革新事業、WEBツールを利用した販売力強化など。

テーマ③ 小規模企業等の潜在力診断・戦略立案

– 知的資産経営（≒見えない資産の把握・活用、強みを最
大限に活かした経営戦略）の導入など。

テーマ④ ＩＴ導入による小規模企業等の業務革新の促進
– Net-de記帳システム、顧客管理システム、人事管理シス

テム、コミュニケーション支援システムなど。

テーマ⑤ 元気な小規模企業等の創出

– 創業支援、起業家養成、再チャレンジ支援など。

テーマ⑥ 小規模企業等の価値・資源の継承
– 事業承継支援など。

「地域資源活用」編

「経営革新」編

「知的資産の発見・活用」編

「ＩＴ導入」編

「創業支援」編

「事業承継」編
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【Ⅰ. 拠点運用基礎編】

５．連携拠点が取り組むべき業務

1. 必須業務

① 相談事業

– 応援コーディネーターまたは専門家が企業を訪問し、経営課題の解決に向けた指導・支
援を行うほか、連携拠点に相談窓口を設置し、応援コーディネータまたは専門家が小規模
事業者等の課題を把握し、適切な支援を組み立ていく。

② 専門家派遣事業

– 「４．」のテーマ①～⑥の経営ニーズを有する小規模企業等に対して、応援コーディネータ
または専門家を派遣し、個別具体的な課題を把握・解決する。

③ 情報提供
– 「 ４．」のテーマ①～⑥の経営ニーズを有する小規模企業等や行政、各支援拠点等に対し

て、連携拠点における経営支援の特徴、内容を伝えていく。

– 「 ４．」のテーマ①～⑥の経営ニーズを有する小規模企業等に役立つ情報を提供していく。

2. 任意業務（小規模企業等のニーズに応じて実施）
– 調査研究、小規模企業等が必要とする経営資源（人材、技術、流通チャネル等）を有する企業
等とのマッチング会、後継者探索者と開業希望者との交流会などをニーズに応じて実施していく。



8

【Ⅰ. 拠点運用基礎編】

６．連携拠点の主な支援対象 （１）

1. 相談窓口としては対象を限定せずに幅広く対応していく
– 地域の中小企業からの相談があれば、対応することが原則である。その意味では、連携拠点に
おける経営支援は、地域の中小企業の全てを対象にすることになる。

– ただし、連携拠点が有する資源の制約もあることから、相談内容によって、連携拠点が中心に
なり支援を進める先（→下記２、３）と、既存支援機関等へ円滑に相談案件を引き継ぐ先との峻
別が必要になってくる。その仕組みを各連携拠点が地域の支援機関等と共に構築することが望
まれる。

2. 主たる支援対象は「４．」のテーマ①～⑥を必要とする中小企業
– 連携拠点が中心になり支援を行っていく対象はテーマ①から⑥のニーズを潜在的に有する中
小企業である。

【具体的テーマ】地域資源、農商工連携、経営革新事業、見えない資産の把握・活用（知的資
産活用、ＩＴ導入、 創業支援、再チャレンジ支援、事業承継支援等。

※とりあげるテーマは地域の実情や応援コーディネータ のスキル等に拠ってそれぞれの拠点が判
断していくことになる。

3. 成長余地があるがそれに気づいていない小規模企業等
– 技術や販売チャネル、経営者の質、人材等の比較的良質な潜在的資源があるものの、「何かが
欠けている（＝気づきなし）」ため、本来の成長軌道に乗りきれていない企業を重点的に支援し
ていく。

– とりわけ小規模企業は自らの成長余地に気づけない企業が多いため、その重点支援を行って
いくことが望ましい。
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【Ⅰ. 拠点運用基礎編】

７．連携拠点の主な支援対象 （２）
1. 連携拠点が対応すべき小規模事業者のイメージ

【Ｃ】【Ｂ】

課題有り

【Ａ】

非成長(気づきなしor現実
容認)・限界志向(気づき
ありbut継承葛藤)

【Ｓ】

課題無し

成長・改革志向

経営者の意識

現在の経営状況

既存機関、民間主体の支
援先候補ではあるが、経
営者から支援を求めるこ
とがなく埋もれてしまう

既存機関の支援先候補
ではあるが、経営者から
支援を求めることがなく
埋もれてしまう

発掘使命

既存支援機関はもちろん
民間主体(金融機関)を含
めて、誰しも支援しうる
（したい）企業であり、そ
の接点も豊富解

決
使
命 国・自治体スキームに、

現状打開を目指して自ら
ノミネートする企業群であ
り、既存機関の中心支援
先。

連携拠点では予め対象を限定した支援活動を行うわけではないが、既存支援機関との役割分担＆相
互補完という観点から言えば、従来、中心的な支援対象として顕在しなかった【A】、 【C】の領域への目
配せは肝要である。従って、「課題を解決する」という本来的な使命と両輪で、「可能性のある企業を発
掘する」こ とも重要な使命の1つとなる。
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【Ⅰ. 拠点運用基礎編】

８．連携拠点のＰＤＣＡマネジメント

1. 連携拠点自身のＰＤＣＡ
– 申請時に提出した事業計画書に基づいて、年間の活動計画を作成してください。

– 活動計画には少なくとも四半期毎の目標（マイルストーン）を設定し、その達成状況をモニタリン
グすることで改善を積み重ねていくことが期待されます。

– 活動計画の策定、モニタリングの際は、連携拠点メンバーだけではなく、パートナーも含め密接
な連携をしている機関の意見等も参考にしてください。

2. 全国拠点／経済産業局への報告
– 年間活動計画を○月○日までに経済産業局の担当者へ（メールで）提出してください。

– また、活動実績および成果と、活動予定を提出し、必要に応じて経済産業局／全国拠点の助言
を得るようにしてください。 ※全国拠点には各種相談に対応しています。→12頁を参照。

3. 年間の実績評価
– 最終的には連携拠点での1年間の活動成果を経済産業局へ提出していただきます。
– 経済産業局では、「連携拠点の事業実績評価委員会（仮称）」を設けて、その内容を客観的かつ
専門的な立場から評価します。

– その結果は、連携拠点としての更新の可否に影響します。
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【Ⅰ. 拠点運用基礎編】

９．小規模企業等支援ノウハウの開発・蓄積・移転

1. 小規模企業等支援ノウハウの創造と記録
– 連携拠点には、小規模企業等支援のベストプラクティス（ＢＰ）を生み出していくことが期待され
ています。

– そのＢＰを地域の支援機関等をはじめとして、全国の支援機関等で共有してくことを目指します
が、そのためには「ノウハウの記録」が必要です。

– 以下の分類に基づいて指定の様式に「支援ノウハウ」を記録してください。

– また、そのノウハウを都道府県内の連携拠点や既存支援機関等と共有していく仕組みを、都道
府県（支援センターを含む）や商工会の都道府県連等と共同で構築してください。

– 連携拠点における小規模企業等支援ノウハウは大きく次の２つに分類されます。

2. 「地域中小企業支援連携会議」との連携
– 国と道府県等が小規模企業等支援の在り方について意見交換を行う「地域中小企業支援連携
会議」が地域ブロック毎に設置されます。

– その事務局となる経済産業局担当課に上記のノウハウを提供すると同時に、他の都道府県に
おけるベストプラクティスを入手し参考としてください。

支援対象先の「発掘ノウハウ」

「受付・課題解決・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ」のノウハウ

１２．支援対象先の「発掘」方法 を参照

１３．相談受付、支援、ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟまでのプロセス を参照
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【Ⅰ. 拠点運用基礎編】

10．全国拠点の活用
1. 全国拠点が受け持つ役割は次の３つ

– 次の相談・要望がある場合は遠慮なく全国拠点に問い合わせてください。

2. 全国拠点の名称・連絡先

①専門家人材に関する相談窓口

②連携拠点の応援コーディネーター向け研修の企画・開催

③連携拠点で生まれた各種ノウハウの取りまとめと移転・普及

•地域の企業を支援する際に必要となる専門家人材に関する情報（照会先等）を提供します。

•活用できる人材ＤＢが存在する場合は、具体的な専門家の紹介を得られます。

•応援コーディネーター向けの各種研修カリキュラムの企画機能を有します。

•各経済産業局と連携し、各種研修を開催します。

•連携拠点で生み出された企業支援ノウハウ等を蓄積し、各連携拠点が活用できる仕組みを構築・運用します。

•各種ノウハウを連携拠点や既存支援機関等へ広く普及させるための活動を行います。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営基盤支援部 小規模企業支援室
〒105-8453 東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル ０３－５４７０－１５８１
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【Ⅱ. 実践ノウハウ編】

11．支援の成果を上げる３原則
1. 「本質的課題の抽出」と「有効な対策の導入」で成果（結果）を出す

– 小規模企業等の支援において最も重要な点は、第一に「当該企業の本質的課題」を抽出するこ
と、第二に「その課題解決に適する対策」を提供すること、第三に、「本質的課題と対策について
被支援企業（経営者）自身が十分に理解」することです。その３つが噛み合ったときに、支援の
効果が具現化するということです。

•小規模企業等は自社の課
題を認識できていないケース
が多い上に、認識していたと
しても、それが真の課題とは
限らない場合も少なくない。

•その実状を踏まえて、応援
コーディネーターが冷静に課
題抽出を行う必要がある。

•当該企業の課題解決に資す
る対策は複数あるはずだが、
そのオプションを連携拠点は
理解し使いこなさなければな
らない。

•専門家の起用においても幅
広い選択肢の中から吟味す
る必要がある。

●よくある間違い
・どんな課題に対しても特定の
手法や、特定の専門家を適用し
てしまう。
・専門家自身が、専門外(知見・
経験の浅い)分野の対策まで講
じてしまう。

本質的課題
の抽出

課題解決に
適した対策× ＝ 支援効果

被支援企業
の理解・納得×

•支援効果が発現していくため
には、最終的には非支援企業
自身の適切な努力が鍵となる。

•それを実現するには、本質的
課題に対する認識、その対策
の考え方・手法等を企業側に
十分に理解させることが不可
欠である。

●よくある間違い
・課題解決したように見えたが、
支援後は元に戻ってしまう。
・被支援企業の受け手不在・不
足で対策実行しきれない。
※被支援企業の消化能力や
マンパワーに見合った対策編
成が基本。

●よくある間違い
・相談相手の言うことを鵜呑み
にしてしまう。
・応援コーディネーターが得意と
する「対策」に合わせるように課
題設定をする（無自覚に）。
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【Ⅱ. 実践ノウハウ編】

12．支援対象先の「発掘」方法
• 支援先の発掘は、既存支援機関との十分な連携をとりながらも、連携拠点が能動的に進めていく必
要があります。少なくとも以下のアプローチは検討する必要があります。

関連機関へＰＲをする 既存支援機関へのＰＲ

自前で発掘

他機関からの
紹介を得る

窓口相談への
来訪を導く

個別訪問する

金融機関へのＰＲ

行政担当課へのＰＲ

ロータリークラブ等へのＰＲ

企業へＰＲする ＤＭを打つ

セミナーを開催する

チラシを配る

支
援
対
象
企
業
の
発
掘
方
法

単独開催

他機関との共同開催

有益な情報を提供するターゲットを明確化し、ﾊﾟｰﾄﾅｰ機関と
共同で個別訪問する

簡易版の提案メモで説明する

連携拠点の「位置づけ」、「機能」を示す連携拠点で行う業務紹介パンフ等を他機関へ
（一定数量を）渡してしておく。

紹介してほしい企業プロフィールを明確化し、
他機関を訪問し説明する。

連携拠点の「使い方」を示す

紹介の方式・情報の扱いルール等の明確化

他機関とのﾐｰﾃｨﾝｸﾞを定期的に実施する。

紹介から相談受付、支援のプロセスの明確化

当該連携拠点の活動状況／予定を説明する
※他機関とは既存支援機
関、金融機関等を指す。 全国の連携拠点での実績を紹介する
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【Ⅱ. 実践ノウハウ編】

13．相談受付、支援、ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟまでのプロセス
３．フォローアップ１．相談受付 ２．課題解決支援

要確認事項／対応方法

●ステークホルダーの概要（経営陣、
社員、顧客、調達先、金融機関）
●経営計画の有無、内容
●経営者の意欲・適格性
●社内人材の意欲・能力
●財務の信頼性・健全性 他

プロセスの留意事項
●事業者が自覚している課題が正し
いとは限らない
●押し付けずに、事業者自身の気づ
き・理解を促す

アウトプット

●当該企業の経営課題の定義
－顕在化した課題、潜在的課題
－その原因（仮説）

開始時点での留意事項

●支援に必要な「能力」「知識」「経験」
を明確化する
●支援体制、被支援企業内の体制、
役割分担を決める
●外部専門人材を選定し評価する
●支援実施計画を策定する

アウトプット

●被支援企業の課題解決
●支援実績の記録

プロセスの留意事項

●外部専門人材の活動予定と実績を
把握する
●支援対象企業の認識を確認する

留意事項

●支援の成果を経営者と拠点が共同
でモニタリングすることを共有する
●「ベストプラクティス」事例となること
を経営者が目指すよう促す
●継続的な課題発見・解決が必要で
あることを経営者に自覚させる

アウトプット

●被支援企業の満足度
●被支援企業の事業成果
●連携拠点の支援ベストプラクティス

プロセスの留意事項

●定期的に巡回指導を行う
●全国の類似事例を情報提供する

この項目の具体策・実行策等を記録し、その全てが小規模企業等支援ノウハウとなっていく
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【Ⅱ. 実践ノウハウ編】

14．地域での連携候補機関（１）

各都道府県および政令市が設置している中小企業
支援拠点。中小企業の多様なニーズへの対応を図っ
ている。

中央会は、中小企業の振興発展を図るため、中小企
業の組織化を推進し、その連携を強固にすることに
よって、中小企業を支援していこうとする団体。都道
府県中央会の構成員は、都道府県に存在する事業
協同組合、事業協同小組合、企業組合、信用協同組
合、商工組合、協業組合、商店街振興組合及びこれ
らの連合会、その他の中小企業関係団体となってい
る。

「商工会議所法」に基づいた公的団体で、全国で517
の商工会議所がる。その地区内における商工業の総
合的な発展を図り、兼ねて社会一般の福祉増進に資
するという目的で活動している。

商工会は、法律（商工会法）に基づいて、主に町村部
に設立された公的団体で、全国に2,342の商工会が
ある。また、各都道府県には商工会連合会があり、広
域的なテーマや専門的なテーマについて、小規模事
業者の支援に当っている。

概要・特徴

専門家の派遣、経営革新事業の
支援等のパートナーとして連携が
できる。

④都道府県等中
小企業支援セン
ター

特定テーマのセミナー（IT、知的資
産等）の共同開催により、先進的
経営手法に関心を持つ経営者等
の発掘ができる。

③中小企業団体
中央会

連携拠点の支援対象となる小規
模企業等発掘のパートナーとして
密な連携が不可欠。具体的には、
支援先の相互紹介、巡回指導時
の帯同などが考えられる。

①商工会（市町村
単位、都道府県の
連合会）

連携拠点の支援対象となる小規
模企業等発掘のパートナーとして
密な連携が不可欠。具体的には、
支援先の相互紹介、セミナーの共
同開催などが考えられる。

②商工会議所

連携の考え方（例）候補先機関名称
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【Ⅱ. 実践ノウハウ編】

14．地域での連携候補機関（２）

海外マーケットを視野に入れた企業
活動を支援する場合のアドバイザー
として連携をとっていくことができる。

海外マーケットの調査、国内・海外におけるアドバ
イス、海外展示会・見本市への出展、ミッション派
遣、セミナー・講演会等を通じて、日本の中小企業
の輸出促進等に取り組んでいる。

⑨独立行政法人
日本貿易振興機
構（ジェトロ）

経営革新、地域資源活用、農商工連
携などのテーマを推進する際の、技
術面のパートナーあるいは外部専門
家として連携をとっていくことが考え
られる。

一定数の研究者が在席し、当該地方の特性に関
連したテーマの研究に取り組んでいる場合が多い。

地元企業の商品開発を技術面から支援することを
１つの重要な使命としているケースが多い。

⑦公設研究機関

地域資源活用、農商工連携事業など
を推進する際のパートナーとして連
携をとっていくことができる。

農協は、営農指導、農産物の共同販売、生産資材
や生活物資の共同購入、貯金の受入れ、資金の
貸付け、共済事業、福祉事業など様々な事業を
行っている。

⑧農業協同組合
（農協）

地域資源活用、農商工連携事業の
アドバイザー的存在として連携をとっ
ていくことが考えられる。

学部、学科にもよるが、事業開発や特定技術に精
通した学識経験者が存在する場合がある。

⑥大学・高校

金融機関の多数の取引際の中から、
連携拠点の支援対象先を発掘する
ための連携があり得る。金融機関の
営業マンに連携拠点相談窓口のPR
をしていただく、セミナーの共同開催
をする等が考えられる。

大半の金融機関は、長期的に顧客との緊密な関係
を築いていくことにより、当該顧客に関する情報を
蓄積し、この情報に基づいて貸出等のサービスを
提供しようとするリレーションシップバンキングを推
進している。多数の事業者とのつながりがあること
が特徴。

⑤金融機関（地銀、
第二地銀、信用金
庫、信用組合等）

連携の考え方（例）概要・特徴候補先機関名称
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【Ⅲ. 資料編】

15．中小企業施策に関する照会先（１）
北海道の場合

■北海道経済産業局等 連絡先 ■都道府県中小企業担当課 連絡先

011-700-2251新規事業課

011-709-1784製造産業課

011-700-2253情報政策課

011-709-5441特許室

011-709-5441産業技術課

011-700-2327産業人材政策室

011-709-1782地域経済課
地域経
済部

011-738-3236商業振興室

011-738-3236流通産業課

011-709-1752国際課

011-709-1728産業振興課

011-709-1783中小企業課
産業部

011-709-2311
（代）

（代表）

電話番号課名
局・部
名

011-231-4111(代)経済部商工金融課北海道

電話番号部・課名県名

■北海道中小企業支援センター 連絡先

011-232-2001（財）北海道中小企業総合支援セン
ター

電話番号センター名

■ジェトロ北海道 連絡先

011-261-7434ジェトロ北海道

電話番号センター名
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【 Ⅲ. 資料編 】

15 ．中小企業施策に関する照会先（２）
■中小企業・ベンチャー総合支援センター ■ハンズオン支援事務局

092-771-6200中小企業・ベンチャー総合支援センター
九州

087-811-1752中小企業・ベンチャー総合支援センター
四国

082-270-5333中小企業・ベンチャー総合支援センター
中国

06-6910-3866中小企業・ベンチャー総合支援センター
近畿

076-223-5546中小企業・ベンチャー総合支援センター
北陸

052-220-0516中小企業・ベンチャー総合支援センター
中部

03-5470-1620中小企業・ベンチャー総合支援センター
関東

022-302-8601中小企業・ベンチャー総合支援センター
東北

011-738-1365中小企業・ベンチャー総合支援センター
北海道

電話番号機関名

098-859-7566中小企業基盤整備機構沖縄事務所

092-263-0323中小企業基盤整備機構九州支部

087-823-3220中小企業基盤整備機構四国支部

082-270-7010中小企業基盤整備機構中国支部

06-6910-2235中小企業基盤整備機構近畿支部

076-223-5855中小企業基盤整備機構北陸支部

052-218-8558中小企業基盤整備機構中部支部

03-5470-1640中小企業基盤整備機構関東支部

022-302-8606中小企業基盤整備機構東北支部

011-747-7715中小企業基盤整備機構北海道支部

電話番号機関名
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【 Ⅲ. 資料編 】

15．中小企業施策に関する照会先（３）
■支援機関の全国窓口

03-5541-6688（財）全国中小企業取引振興協会

03-3553-9300全国商店街振興組合連合会

03-3523-4901全国中小企業団体中央会

03-3503-1251全国商工会連合会

03-3283-7824日本商工会議所

03-3433-8811中小企業基盤整備機構

電話番号機関名

【小規模企業等支援に役立つホームページ】

★各地の中小企業対策実施機関★

各地の中小企業支援センター、商工会議所、都道府県商工会連合会、商工会、都道府県中小企業
団 体中央会、都道府県商店街振興組合連合会等が掲載されています。

「人材支援」「連携支援」「商店街支援」「金融支援」「取引支援」取引支援」「新連携支援」など、テーマ
毎に照会先が示されています。

http://www.chusho.meti.go.jp/link/jisshi_kikan.html
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