
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

東京商工会議所（法人番号 4010005003976） 

実施期間 2018年 4月 1日～2023年 3月 31日 

目標 

①創業、事業承継のバックアップによる地区内小規模事業者数の増加 

②事業計画策定後の実行支援・フォローアップの充実 

③高度・専門的な相談・支援に対応する体制の構築・充実 

以上３点の目標を中心に据え、東京都をはじめとする各種支援機関とも連携して、

管内小規模事業者の持続的な発展を支援する。 

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 

23区内の中小企業の景況感に関する調査や経営課題調査の実施、中小企業および

小規模企業経営者との懇談会、公的機関等が実施する調査データ等を活用し、経済

動向に関する情報を収集整理、提供する。 

●経営状況の分析 

 ニーズが高いテーマに関する相談・支援をきっかけに、本質的な課題解決の第一

歩として経営状況の分析を支援する。 

●事業計画策定支援および事業計画策定後の実施支援 

 小規模事業者の経営課題の解決に向けた事業計画の策定を経営指導員による支

援と専門家を活用する支援メニューを組み合わせて行う。計画策定後も、継続的に

フォローし、適宜東京都や国の施策の活用も促しながら計画の実現を支援する。 

 事業承継のように中長期的なスパンで取り組む課題についても、経営指導員と専

門家が連携して継続支援を実施していく。 

●需要動向調査に関すること 

 公官庁のデータの提供、支援施策による消費者・発注者ニーズの分析・提供、個

別商談会等からの顧客ニーズの収集・提供を行い、各事業者の取り扱い製品の需給

動向等の把握に努め、管内小規模事業者の事業展開を後押しする。 

●新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 管内小規模事業者の新商品開発・新規取引先の拡大のため、売上増加に直結する

商談会の開催やＩＴ・メディアを活用した販路拡大策を支援する。 

 

Ⅱ．地域活性化に資する取組 

2020 年オリンピック・パラリンピック開催後を見据え、経済効果を地域に波及

させていくため、小規模事業者のインバウンド対策や東京・首都圏の国際競争力強

化、都市防災力の強化など、ソフト・ハードの両面で小規模事業者が持続的に事業

を発展させるための環境整備を進めていく。 
 

Ⅲ．支援力向上のための取組 

 関係各機関との連携により支援ノウハウの共有・向上を図り、ビジネスサポート

デスク（４拠点）、海外展開相談窓口、中小企業活力向上事業による高度専門分野

での相談で経営指導員の専門知識や対応力を向上させる。 

連絡先 

東京商工会議所 中小企業部 中小企業相談センター 

住所：東京都千代田区丸の内 2-5-1丸の内二丁目ビル 3階 

TEL：03-3283-7700 
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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 

 

Ⅰ．東京 23区内経済の現状 
 

 東京商工会議所が地区とする東京 23 区は、首都として日本経済の中枢を担う地域であり、あらゆ

る規模・業種の事業者が存在し、活発な経済活動が行われている。一方で、業界構造や外部環境の変

化による経営不振、後継者不足による廃業などにより近年小規模事業者数が減少する傾向が続いてい

る。経済活動が持続的に発展するためにはこうした課題を解決するため、事業者数の維持・拡大につ

ながる取り組みが求められている。 

 2015 年国勢調査による人口を基準に東京都が行った推計によると、東京 23区の人口は、2030 年の

979 万人をピークに減少に転じることが見込まれ、中長期的に見た場合の経済活動への影響は大きい

と考えられる。 

 

基礎的データ 

 地区内事業所数     521,270（平成 26年経済センサス）※平成 21年から－ 32,414 

 地区内商工業者数    489,277（平成 26年経済センサス）※平成 21年から－ 27,867 

 地区内従業員数    7,711,329（平成 26年経済センサス）※平成 21年から＋168,491 

 地区内小規模事業者数  334,597（平成 26年経済センサス）※平成 21年から－ 23,989 

東京商工会議所会員数    78,777（平成 29年 3月 31日）  ※平成 26年 3月 31日から＋171 

※地区内事業所数は、この 30年で約 4割の減少となっている。 

※地区内事業所数及び従業員数は、平成 24年経済センサスからの比較では増加に転じている 

中小企業比率 98.9％ 

 

東京 23区における産業の特徴と課題 

 東京 23 区は事業所数で全国の 9.7％、従業者数で 13.1％を占める巨大な経済圏であり、特定の地

場産業等への依存や地域全体としての独自の傾向は見い出し難いが、特徴としては、以下のものが挙

げられる。 

・業種構成では、全事業所数に対し、「卸売業、小売業」が 24.3％、「宿泊業、飲食サービス業」が

14.3％、「不動産業、物品賃貸業」が 9.6％を占める。近年は「医療・福祉」の増加が目立つ。 

・全国対比では「情報通信業」が 30.1％、「学術研究、専門・技術サービス業」が 15.9％と集中し

ている。 

 ・東京 23区内の中でも都心 3区（千代田・中央・港）に、23区全体の事業者数の 21.3％、従業員

数の 35.1％が集まっている。 

 ・900万超の人口、約 50万の事業所により構成される巨大な市場を背景にニッチな産業が他の地域

と比較して成立しやすい。 

 ・製造業に関しては、地価、物価、人件費等の事業コストの高さや、住工混在や事業スペースの狭

さといった立地面の課題を抱え、生産拠点の地方や海外への移転により事業所数は減少傾向にあ

る。それでも事業所数は全国 2 位であるものの、従業者数は 7 位、出荷額は 10 位と他の道府県

と比べ、事業規模の小さな事業所の比率が高い。 
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【参考】 

 東京都ホームページ 「平成 26年経済センサス‐基礎調査報告」、「東京の産業と雇用就業 2017」 

 

・東京都全体（多摩地区・島嶼部含む）では、年間の新設法人数が 4万社近く（2016 年 37,679社、

全国の 29.4％：出典 ㈱東京商工リサーチ『2016年 「全国新設法人動向」調査』）あり、全国

的に見て新しい企業・新しい経営者が多い。 

 ・経営者の高齢化が進む中、当所の調査では、事業承継を 60 歳超の経営者の５割以上、70 歳超の

経営者の８割以上が５年以内に行うと回答しているなど、喫緊の課題になっている。 

 
 ・東京 23 区における事業者数の増減の動向を見ると、製造業の集積地とされる大田区、北区、荒

川区、墨田区、足立区、葛飾区の減少幅が大きく、これらの地域からは取引先や外注先の廃業に

よって、自社の事業が影響を受けているとの声が当所にも寄せられている。 

   東京都全体（多摩地区・島嶼部含む）の休廃業・解散の数は、全国最多（2016年 2,745社、全

国の 11％：出典 ㈱帝国データバンク「第 9 回：全国『休廃業・解散』動向調査」）であり、そ

の中には収益力がありながら、後継者がいないために廃業を選択せざるを得ない企業も含まれ

る。 

 

 

区名を表記している区の 

減少幅が大きい 

東京 23区の事業所数の増減状況 
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Ⅱ．東京都行政の産業振興方針 
 

 東京都が2016年12月に発表した実行プラン「都民ファーストでつくる『新しい東京』」では、今後

の商工業振興に係る政策展開として、以下の６点が掲げられている。 
１）特区制度等活用による国際金融都市の実現・外国企業誘致の加速化 

 ２）成長に向けた新たなイノベーションの創出 

   ・ＩｏＴ・ＡＩといった先端技術の活用 
   ・成長産業（健康・医療、環境・エネルギー、危機管理等）の戦略的育成 
   ・高付加価値化など競争力の向上 
   ・東京2020大会等を契機とした成長機会の獲得 
 ３）世界に羽ばたくベンチャー企業の創出 

   ・若者・女性・高齢者など幅広い層が起業に取り組みやすい環境づくり 
 ４）海外需要の取り込みと東京の産業の魅力発信 

 ５）地域経済の維持・発展 

 ６）人材確保・育成、技能振興 

 
 
Ⅲ．東京商工会議所の活動の方向性 
 

 東京商工会議所では、東京 23 区の現状などを踏まえ、2020 年オリンピック・パラリンピックを契

機に、首都・東京を成長させ、日本全体にも波及させていくことを企図した 2017 年～2019 年にかけ

ての中期ビジョン「中小企業の再生による日本経済の成長力底上げを！」を 2017 年 2月に策定した。 

 

【中期ビジョン 2017-2019の活動の柱】 

 １）中小企業の絶えざる進化を全力支援 

  ①多様な人材の活躍推進 

    ・柔軟な働き方の導入、多様な人材の活用等による労働力の質・量の向上 

  ②生産性向上、イノベーションへの挑戦を支援 

    ・付加勝向上と業務効率化、ＩｏＴ・ＡＩ・ロボット・デジタル技術の活用推進 

  ③円滑な事業承継の推進 

    ・価値ある事業が引き継がれる環境の整備 

  ④競争力強化を後押しする環境整備 

    ・海外からの投資の呼び込みと世界市場の積極的な開拓 

 ２）東京と地方が共に栄える真の地方創生 

  ①東京・首都圏の国際競争力強化と全国各地への波及 

  ②都市防災力の強化 

  ③震災復興・福島再生への取り組み 

 ３）オリンピック・パラリンピックの成功 

    ・政府、東京都、大会組織委員会をはじめとする関係機関と緊密に連携し、オールジャパン

での機運醸成を図る 

 

 上記の活動の柱に関する３年間のアクションプランを各年度の個別事業の目標に落とし込み、事務

局各部署を挙げて中期ビジョンの達成に向けた取り組みを開始している。 
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Ⅳ．経営発達支援計画の目標と達成方針 
  

１．小規模事業者支援の中長期的な方針 

 

様々な規模・業種の多様な事業者が存在する東京 23区の産業構造を鑑み、“商工業の総合的な改善

発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資する”地域総合経済団体である商工会議所の使命とし

て、特定の産業に支援のターゲットを絞ることなく、各社各様の経営課題に対して支援対応できる体

制の整備・拡充を基本方針とする。 

小規模事業者支援の窓口として、経営基盤の基礎的支援を担う 23 支部を各区に設置し、高度・専

門的な経営課題の支援を担う本部内に中小企業相談センター、４支部（港・新宿・北・墨田）内にビ

ジネスサポートデスクを設置している。これらの窓口を中心に経営指導員等が、創業から事業承継・

事業再生まで、様々なライフステージにある小規模事業者等の支援対応し、その中で「経営状況の分

析【指針①】」や「事業計画策定支援【指針②】、「事業計画策定後の実行支援【指針②】」を推進して

いく。 

＜東京商工会議の経営相談体制（2017年 10月現在）＞ 

 
 

「地域の経済動向調査【指針③】」、「需要動向調査【指針③】」、「新たな需要の開拓に寄与する事業

【指針④】」は、本部に設置している政策系や事業系の部署を中心として行っていく。 

 

 東京 23 区は、小規模事業者数も多く、業種も多様で、抱える課題も多岐に渡るため、当所のみで

遍く支援を行うことは効率的ではない。東京都や 23 特別区、国などの行政機関、東京都中小企業振

興公社、東京都立産業技術研究センター、日本政策金融公庫や東京信用保証協会をはじめとする公的

機関、各種士業団体、その他の中小企業支援機関と協力し、それぞれの強み・専門性を活かした支援

を提供することが、地区内小規模事業者の経営改善・経営発達にとっても、より効果的である。 

 小規模事業者等の支援体制の整備、新規事業の企画等にあたっては、東京都の産業振興方針を踏ま

え、各機関との連携のもと進めていく。 
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２．前回の計画期間の評価等 

  

 前回認定を受けた 2015 年 4 月～2018 年 3 月にかけての経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ

て取り組みを行った。 

 ①経営改善普及事業による経営支援の質の向上 

   ・当所内における事業計画策定、計画実行の支援に係る事務局員の意識・能力向上 

 ②継続的な創業者支援・事業承継支援による管内事業者数増加への貢献 

   ・開業者の増加と廃業の防止 

 ③高度で複雑な相談に対応する体制の構築・充実 

   ・事業承継や海外展開など専門性の支援体制の拡充 

 

＜主な支援実績・成果＞ 

①経営改善普及事業による経営支援の質の向上 

 2015 年度に実施した経営課題解決支援事業（新・経営力向上ＴＯＫＹＯプロジェクト）、2016年度

に新たに開始した中小企業活力向上事業の経営診断（2016 年度 871件）を通じ、新任の経営指導員も

含め、ＳＷＯＴ分析の基本スキルの修得等が進んだ。また、診断結果のフィードバックとして課題解

決に資する公的施策の活用提案、専門家を活用した支援をはじめ、継続的にフォローを実施すること

で、新たな支援ニーズを掘り起し、支援対応の経験を重ねることができている。自社だけでは課題解

決に向けたアクションプランを策定できない企業には、経営指導員による支援に加え、エキスパー

ト・バンク（2016 年度 279 社・608 回）や中小企業活力向上事業の成長アシストコース（2017 年度

92社・720回）などの事業も活用してサポートした。中小企業診断士等の専門家に経営指導員が同行

することで、ヒアリング能力や解決策の提案能力の向上にもプラスの効果を生んでいる。 

 2015 年 4月に、港・新宿・北・墨田の当所４支部内に、創業支援および事業承継支援に重点を置く

専門的な経営支援の実施拠点として、「ビジネスサポートデスク」を開設した。ビジネスサポートデ

スクには、当所事務局員に加え、中小企業診断士・税理士等の専門家もスタッフ（コーディネーター）

として配置。コーディネーターが現状分析を行い、優先づけしたうえで専門家を適宜活用しながら課

題解決の支援を行っている。各デスクと支部経営指導員の連携もこの 3年間で進み、相互協力・役割

分担しながら手厚い支援と経営指導員のスキルアップにも繋がってきている。 

 

②継続的な創業者支援・事業承継支援による管内事業者数増加への貢献 

 東京 23 区内の事業所数は、経済センサスによると 2012 年と 2014 年の比較では過去の減少傾向か

ら増加に転じている。 

 創業者支援に関しては、2016年度は創業支援セミナーへの参加者が延 1,045名、経営指導員や専門

家が個別相談に延 4,627件対応している。創業計画のブラッシュアップを目的に開催している「創業

ゼミナール」の参加者は、2003 年の開始以来の参加者が 1,000 名を超え、そのうち 33％が実際に創

業に至っている。 

 事業承継支援について、ビジネスサポートデスクで 283 社に対し、延べ 2,975 回の支援を 2016 年

度は実施。関東経済産業局の委託を受けて運営している「東京都事業引継ぎ支援センター」では、第

三者承継を中心に 679 社に対し 1,190 回の支援を行い、Ｍ＆Ａマッチングによる事業譲渡を 41 件完

了させる大きな実績をあげた。 
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③高度で複雑な相談に対応する体制の構築・充実 

  前回の計画期間の目標として、事業承継・事業継続、海外展開支援を中心に高度で複雑な経営課

題に対応できる体制の構築・充実を設定した。 

  事業承継・事業継続に関しては、東京都の協力も有り 2015 年度から地域持続化支援事業（拠点

事業）を開始。地域における事業所数の維持・拡大につながる創業、事業承継・事業継続に係る支

援をメインテーマとする専門家派遣事業を拡充した。同事業を実施する窓口として、４カ所の支部

内にビジネスサポートデスクを開設し、コーディネーターとして中小企業診断士や税理士等の専門

家が常駐する体制を整備した。従来は千代田区丸の内の本部のみで対応してきた専門的な支援を、

相談者がアクセスしやすい場所で提供することで、2015年度は 1,696社 5,781回、2016年度は 2,021

社 6,698 社と初年度から多く相談に対応することができた。 

  海外展開に関しては、2015年度から中小企業相談センターに海外展開支援担当を新設し、専従ス

タッフを配置した。ビジネスの基本は国内でも国外でも共通する部分が大きいが、法制度や商習慣

などの国や地域による違い、輸出入手続等の海外展開支援に係る専門的な知識の習得、情報収集の

収集が専従スタッフにおいて進んだ。その効果も有り、海外展開に係る相談・支援の実績は、2015

年度は 386社 656 件、2016年度は 524 社 994件と増加している。 

  こうした高度・専門的な課題に対応する支援に、経営指導員等が同行する機会も増えてきており、

派遣専門家やコーディネーター、海外展開支援の専従スタッフ等が持つ支援スキルや専門的な知識

を修得など、人材育成・資質向上につながっていくことが期待されている。 

 

３．本計画期間における目標 

 

 東京 23 区の産業構造など現状を踏まえ、特定の業種・業界に絞り込むことなく、幅広い業種の企

業に対し、当所は支援を行っていくことを原則とする。しかし、東京 23区の 33万超の小規模事業者

に対し、当所経営指導員等は約 200名であり、要員面の制約もあることから、重点を決めて支援を行

っていくことも効果をあげるうえで必要と思料する。 

本計画期間においては、相談ニーズや中長期的な産業振興の方針、企業側の事業計画策定の必要性

等を総合的に判断し、以下の取り組みを検討している小規模事業者等を重点対象として経営発達支援

事業を実施していく。 

 

（本計画における支援の重点対象） 

以下の取組を行う小規模事業者を本計画期間における重点対象と位置付ける。 

・創業予定者 

・（設備投資や運転資金のひっ迫等の借入要因があり）資金調達を検討する小規模事業者 

・（販路開拓、新商品・新サービスの開発、新分野進出等の）新事業展開を図る小規模事業者 

・事業承継期を迎えている小規模事業者 

 こうした前提のもと、以下の３点を本計画期間の目標に定める。 
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（本計画期間における目標） 

 

 ①創業、事業承継のバックアップによる地区内小規模事業者数の増加 【継続・改善】 

  小規模事業者等の増加により地区内経済の活性化を図るため、新規開業の増加と円滑な事業承継

の推進による廃業者の減少の両面からの取り組みを継続する。 

 

 （達成方針） 

  創業支援に関しては、当所の起業・創業支援委員会からの意見を受け、2016年に創業支援センタ

ーを本部内に新設。創業前だけでなく、約６割が廃業するとも言われる開業３年後辺りを目途に、

事業が安定するまで継続的なフォローを行い、成長の段階に応じたサポートを提供していく。 

また、23区の全てが産業競争力強化法に基づく創業支援計画の認定を受けており、各区に設置し

ている支部が区役所や地域支援機関と協力し、地域を挙げた創業支援を行っていく。 

  事業承継に関しては、目の前の課題への対応を優先するあまり、先送りにされることも多く、経

営者から自発的な相談が行われにくい。しかし、後継者の決定、後継者育成、事業の磨き上げ、株

式譲渡をはじめとする資産承継、経営者保証など、対応に時間を要する課題が複合的絡み合う問題

であり、早期に着手することが望ましい。セミナー等による意識啓発に加え、各種相談・支援や小

規模事業者に対する巡回の機会を通じて早期対策の検討・実施を促すなど、当所経営指導員が主体

的に事業承継の支援先の掘り起しを行う。また、2016 年から開始し、2017年度は墨田区・新宿区・

江東区で実施している事業承継診断事業「社長 60 歳 企業健康診断」を他区でも展開し、地域金

融機関と連携を図りながら、当所とこれまで接点のなかった小規模事業者や地域経済の核となる中

小企業の事業承継を後押ししていく。 

 

②事業計画策定後の実行支援・フォローアップの充実 【新規】 

  当所では、様々なライフステージにある小規模事業者等に対する支援を年間で約 3万社に対し、

約 12 万件行っている。これらの小規模事業者等に対し、各種課題解決に向けた取組に際して、事

業計画の策定を促していく。ＰＤＣＡを繰り返し、成功・失敗の要因を明確する体制の構築による

中長期的にみた経営の安定化を支援していく。 

  実際に事業計画策定した後に計画の実行、成果の検証を行い、取り組みを見直していくことが、

経営発達支援事業による経営改善・経営発達の効果を及ぼす一番のポイントと考え、事業計画策定

後の実行支援・フォローアップの充実に努めていく。 

 

 （達成方針） 

  新たな事業展開に取り組む小規模事業者等や創業予定者を中心に、経営者が自覚している課題だ

けでなく、現状分析を通じて課題の真因を探ることを目指す。深掘りした課題の解決に向けた取り

組みの優先順位づけをしたうえで、経営者に対して事業計画策定を勧めていく。 

事業計画の策定自体が目的化しないよう、現状の把握→課題の洗い出し・解決策の検討→事業計

画の策定→計画の実行・進捗管理→成果の検証→事業計画の見直し・修正というＰＤＣＡサイクル

を当所経営指導員が適宜確認してアシストしていく。その過程の要所では専門家を派遣し、課題解

決の早期化や高い成果創出につなげていく。 

  しかし、これまでに事業計画をつくったことのない小規模事業者等には、事業計画の策定自体に
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心理的な負担感もありハードルが高い。そうした小規模事業者に目に見えるメリットを示し、事業

計画策定を促すツールとして、運転資金・設備資金の借入申込、設備投資や販路開拓に資する補助

金・助成金申請など各種施策及び当所による支援の案内を行い、当所への相談に導くよう取り組ん

でいく。 

2014 年以降、当所では小規模事業者持続化補助金に係る申請支援を延べ 10,636 社に対して行っ

ているが、申請書の作成を当所経営指導員等と議論しながら取り組むことで、「自社の方針が明確

になった」「実現に向けて足りない点が見つかった」等の声を経営者から伺い、事業計画策定の意

義を理解いただく有効な方法と考えている。一方、採択企業に関しても補助事業が終了した後には、

フォローの頻度が下がる傾向にあることは否めない。事業計画の継続的な策定とＰＤＣＡの実践を

小規模事業者に根付かせるよう当所経営指導員の意識を一層高めていくことが、本計画期間におけ

る課題の一つである。 

 

③高度・専門的な相談・支援に対応する体制の構築・充実 【継続】 
  2020年オリンピック・パラリンピックを控え、政府の観光ビジョン「明日の日本を支える観光ビ

ジョン」、東京都の「PRIME 観光都市・東京 ～東京都観光産業振興実行プラン2017～」でも示さ

れているように、訪日外国人観光客の受入環境の整備が求められている。こうした観光需要は23区
内小規模事業者にとっても大きなビジネスチャンスになり得る。これらのインバウンド需要を掴も

うとする企業への支援を充実させていく。 
  インバウンド対策のほかにも、小規模事業者のビジネスモデルは多様化してきており、経営相談

の内容も高度・専門的なものが増えてきている。例えば、輸出入を含む海外展開では商材や対象国

毎に異なる知識が求められる。事業承継に関しても法律・税務をはじめ、一人の専門家で全てに対

応することはできない複合的な課題に対する支援が必要になる。 
また、事業承継の支援が増加すると表裏の関係として増える事業再生や事業整理に関する支援

も、法律・会計などに関する専門的な知識のほか経営者を安心・納得させる対人スキルが必要にな

る分野である。当所事務局員のスキルアップに加え、様々な専門家との連携を強化することで、支

援対応が可能な範囲・レベルの向上・拡大を図っていく。 
 
（達成方針） 

  当所では、事務局員の総合的な能力向上を図るため、特定の事務局員を経営指導員等の一つの分

野に固定することなく、人事異動を行っている。そのため、個人の経験の積み重ねに頼るだけでは、

経営支援の質を安定的に向上させることは難しい。 
経営支援に係るスキルアップを図るうえで、組織的な対応が必要であり、従来から行っている経

験豊かな経営指導員や専門家との帯同によるＯＪＴ、より実践的な研修の企画実施、支援事例の共

有などの取組を改善しながら継続していく。 
  専門家との連携強化に関しては、専門サービス業が多く集まっている東京23区の強みを活かし、

士業団体や地域における専門家のネットワークと情報交換を行い、相互の理解を深めていく。経営

者個人に対する依存度が高く、人的なリソースも限られる小規模事業者の特性を理解して、支援現

場で実力を発揮できる専門家は貴重であり、継続的に発掘努力を行っていく。 
 
 

※定量的な指標・目標に関しては、「経営発達支援事業の内容及び実施期間」の項目に記載。 

 

 但し、第１期の関連事業の実績値から、第１期の認定後に示された「経営発達支援計画実

施状況調査」の項目を踏まえ、設定する目標値について大幅な変更を加えている。 
 
 



９ 
 

 

【第１期の認定計画からの目標の変更・継続の理由】 

 

①創業、事業承継のバックアップによる地区内小規模事業者数の増加【継続・改善】 

 
・東京 23 区では、5 年間で約 3 万 2,000 事業所が減少し、小規模事業者も約 2 万 3,000 者減ってい

る。開業率は上がっているものの、廃業率も上昇している状況から、円滑な事業承継による廃業

回避と創業者の一層の増加は喫緊の課題として、第 1 期から引き続き、事業の拡充に努めていく。 
 ＜主に拡充する点＞ 

  ○創業支援 

・地域金融機関、産業競争力強化法に基づく創業支援計画の認定を受けた区役所との連携に

よるセミナー開催を通じ、創業予定者に接する機会・手段を増やし、これまで以上に個別

の創業予定者に対する支援を実施していく。 
・創業後の事業継続・事業安定を重視し、創業準備の段階だけでなく、創業後も当所からの

アプローチを徹底し、創業計画の実現に向けた販路拡大や社内体制の整備などの取組を支

援していく。 
   ○事業承継支援 

    ・事業承継の早期対策に係る気づきの提供、承継上の課題の把握につなげるために 2016 年

度から試行している事業承継診断事業の実施エリアを拡大する。 
    ・事業承継支援の実施に当たり、従前以上に地域金融機関や区行政などとの協力関係を深め、

これまで当所との接点がなかった小規模事業者等への支援事業の周知・利用を図る。 
 
②事業計画策定後の実行支援・フォローアップの充実【新規】 

 
・事業計画策定については、2016 年版小規模企業白書によると 40%の小規模事業者は策定経験がな

く、より一層の効用啓発と事業計画策定に向けた支援が必要である。策定効果を小規模事業者が

実感し、自発的にＰＤＣＡを行う状況をつくるうえで、具体的な成果につなげる実行支援を行っ

ていくことが重要と判断。 
・第１期の開始前と比べ、事業計画策定数、事業計画策定後のフォローアップ回数とも、増加して

いる。しかし、第１期の認定計画で当所掲げた目標値に対しては、事業計画策定数は上回ってい

る（2016 年度で 147%）ものの、フォローアップ回数は下回っている（2016 年度で 93%）。 
・第１期の目標だった「経営改善普及事業による経営支援の質の向上」は、本項目に含めた形で、

引き続き取り組む。 
 
③高度で複雑な相談・支援に対応する体制の構築・充実 【継続】 

 
・事業承継・事業引継ぎや海外展開に係る相談・支援の実績は増えており、対応する当所の相談体

制、他機関との連携も強化されている。こうした当所の活動は、外部有識者からも良い評価を受

けており、継続のうえ質・量ともに拡充していくべきものと判断している。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

○経営発達支援事業の実施期間（2018年 4月 1日～2023年 3月 31日） 

 
 【変更】 第１期では、3 か年を実施期間としたが、期間が短く支援先企業に対する支援効果（Ｐ

ＤＣＡの実施、収益力の向上、事業継続）を測るには不十分であった。経済状勢など外

部環境を踏まえ、支援を実施した個々の小規模事業者の経営改善が持続的なものになっ

たのか、状況を把握していく期間を確保するうえで 5か年としたい。当所における経営

支援の取り組みもより中長期の視野に立ったものにしていく。 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（第１期における取り組み・成果） 
 第１期の認定計画（2015年度～2017 年度）期間では、以下の取り組みを実施した。 

 

①東商けいきょう（23区内の小規模事業者・中小企業の景況感に関する調査） 
 

 東京 23 区内の小規模事業者を中心とする中小企業約 2,500 社を対象に、「業況」「売上」「経常

利益」「資金繰り」「民間金融機関の貸出姿勢」を４半期毎に調査。 

 調査回毎にその時々に応じた調査項目を追加した付帯調査も併せて実施した。 

調査結果は、当所ホームページや広報媒体「東商新聞」で公開したほか、プレスリリースを行

うことで、メディアを通じても広く地区内小規模事業者へ提供した。 

 

 

 ＜付帯調査の項目＞ 

 2015 年 4～6月期調査  設備投資の動向 

 2015 年 7～9月期調査  賃金動向 

 2015 年 10～12 月期調査 外国人旅行者の増加に伴う直接的・間接的影響 

 2016 年 1～3月期調査  採用の動向 

 2016 年 4～6月期調査  設備投資の動向 

 2016 年 7～9月期調査  賃金動向 

 2016 年 10～12 月期調査 従業員の兼業・副業 

 2017 年 1～3月期調査  採用の動向と人手不足対策 

 2017 年 4～6月期調査  設備投資の動向 

 

②経営課題調査の実施と結果の活用 
 

 「売上」「事業コスト」「経営資源」の視点から東京 23区内の小規模事業者・中小企業の経営実

態に即した課題を年 1 回調査。2015 年度（2016 年 1 月調査）は 1,341 社、2016 年度（2017 年 1

月調査）は 1,458 社から回答を得た。 

 調査結果は、当所ホームページや広報媒体「東商新聞」で公開したほか、プレスリリースを行

うことで、メディアを通じても広く地区内小規模事業者へ提供したほか、東京都や国に対する小

規模事業者等に対する支援拡充等に係る意見・要望にも反映。 



１１ 
 

 2017 年 1 月調査では、事業承継の取組状況についても調査し、「後継者の教育」「事業の磨き上

げ」「社内体制の見直し」「承継後の事業計画」が経営者に承継対策上の課題として、強く認識さ

れていることが明らかになった。 

 
 ＜共通の調査項目＞ 

  経営状況（直近の収益状況／来季の見通し） 

  事業の見通し（業界の中期展望／業界の競争環境／事業方針） 

  売上（対前年の状況／売上拡大に向け注力したい取組／売上拡大の取組上の課題、売上拡大

を阻害する外部環境） 

  事業コスト（対前年での変動／上昇した事業コストの転嫁状況） 

  経営資源（人材、設備投資、資金の状況、今後の見通し） 

  必要な支援策 

 

 ③小規模事業者・中小企業経営者との懇談会（中小企業政策・労働・税制）開催 
 

  「中小企業政策」「労働」「税制」をテーマに懇談会を開催し、東京 23 区の小規模事業者・中小

企業経営者の生の声をヒアリングした。懇談会の概要は、当所ホームページや広報媒体「東商新聞」

への掲載し、情報提供した。 

 
   ＜懇談会から得られた情報例＞ 

   （生産性向上・ＩＣＴ活用） 

    ・取引先のＩＴ管理を行い、データ分析を活かした営業活動の実践例 

    ・製靴業界におけるビッグデータ（3 次元計測技術による顧客の靴型等）の共有化実験の試

み 

   （多様な人材の活躍推進） 

    ・技術ある外国人の登用の事例 

    ・育児、介護が必要な従業員に対する短時間勤務の実践例 

   （事業承継） 

    ・後継者育成に加え、そのパートナーになる幹部の育成の重要性 

    ・分散化した株式を後継者に集中化の事例 

    ・中小企業投資育成株式会社の活用事例 

   （地価上昇の影響） 

    ・固定資産税の上昇に伴う不動産の賃借料引き上げによる、テナントの小規模事業者の経営

への圧迫の状況 

 

（第１期の事業実施、外部有識者の意見等を踏まえた改善のポイント） 
 当所で長年にわたり定点的に行っている調査は、小規模事業者が地域経済動向の把握するうえで

有益との評価を外部有識者から得た。しかし、独自調査に加え、国や東京都、各区役所、その他支

援機関による調査データを活用し提供することも、東京 23 区という膨大で多様な小規模事業者を

カバーするうえで効果的であり、データの所在・活用方法を所内で共有する取組も行っていく。 
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（第２期の事業内容） 
  創業予定者や小規模事業者が新事業展開、事業転換、事業承継などに取り組むうえで、参考に資

する東京 23 区内全体や区毎の売上・収支などの状況、経営課題など地域経済に関する情報を収集

し、広く提供する。また、収集した調査データは、関連する政策担当の部署でマクロ的な経済情報

等も加味して分析を行う。 

個別の経営支援の現場においても支援先の小規模事業者の事情・状況に応じ、多岐に渡る情報を

咀嚼したうえで提供するように努めていく。 

 

①東商けいきょう（23区内の小規模事業者等の景況感に関する調査）の実施【継続】 
 

 東京 23区の小規模事業者等約 2,500 社を対象に、訪問やＦＡＸに加え、電子メールによるＷｅｂ

での調査を４半期毎に実施する。分析・調査結果は、当所ホームページや広報媒体「東商新聞」（印

刷物・デジタル版）に掲載するほか、プレスリリースも行い、広く情報提供していく。 

 業種別の動向などは、当所経営指導員も支援現場で経営者に対して適宜提供する地区内経済状況

の基礎資料として活用していく。 
 

 ＜主な調査・分析項目＞ 

  ・業況 

・売上 

・経常利益 

・資金繰り 

・民間金融機関の貸出姿勢 

 
   これらの項目について、全産業、製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業の業種ごとに

分析を実施する。その他、設備投資や採用の動向など、時機に応じた付帯調査も併せて実施し、

提供していく。本調査の直近の回答率は約 31％であった。Ｗｅｂ調査を本格導入し、回答率を 5％

以上向上させる。 

 

 ②経営課題調査の実施【継続】 
 

東京 23 区の小規模事業者等約 5,000 社を対象に、直面している経営課題や近時の販売・受注動

向等の需要動向等に関するＦＡＸや電子メールによるＷｅｂでの調査を年１回実施し、約 1,500社

から回答を得る。分析・調査結果は、当所ホームページや広報媒体「東商新聞」（印刷物・デジタ

ル版）に掲載するほか、プレスリリースも行い、広く情報提供していく。 

   

＜主な調査・分析項目＞ 

   ・経営状況 

   ・事業の見通し 

   ・売上、売上拡大に向けた取組・ 

課題・阻害している外部環境 

   ・事業コスト（人件費、仕入単価・ 

原材料費、燃料・水道光熱費）の動向 

   ・経営資源（人員、資金借入、設備投資） 

   これらの項目について、規模別、業種別に分析を行う。 
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 ③小規模事業者・中小企業経営者との懇談会開催による地域経済動向の把握【継続】 
 

 アンケート方式の調査に加え、経営環境に係る地区内経営者の生の意見を収集するため、中小企

業政策・労働・税制の３テーマの懇談会をそれぞれ年３回（合計９回）開催する。収集した情報の

代表的なものは、当所ホームページや広報媒体「東商新聞」（印刷物・デジタル版）で開催概要とし

て掲載し、提供していく。 

 

 

 ≪個別調査を補完し、地域の経済動向の参考として提供する情報≫ 

 

 ●公的機関等が実施する調査データ等の活用【新規】 
 

  当所の地区である東京 23 区はそれぞれの区が大都市に匹敵する事業所数や人口を有し、それぞ

れが特徴ある産業構造となっている。また、東京の経済圏は広域に広がり、小規模事業者において

も、取引先や自社の事業所が所在するなど、事業活動が周辺の県に及んでいることも多い。こうし

たした地域特性を踏まえ、当所の独自調査に加え、自治体や金融機関、その他支援機関が提供して

いるより広域の地域経済動向に関する情報を活用し、効果的な情報を選択のうえ小規模事業者に提

供していく。 

 

 ＜主に活用する情報元、調査・分析項目＞ 

  ○関東経済産業局 

「管内の経済動向」（鉱工業生産、個人消費、雇用情勢、設備投資、公共工事、住宅着工、物価） 

「関東地域の鉱工業生産活動」（生産、出荷、在庫） 

「管内百貨店・スーパー販売の動向」（品目別販売額） 

「関東地域経済の動向」（生産、設備投資、雇用情勢、設備投資） 

  ○関東財務局 

   「管内経済情勢報告」（個人消費、生産活動、雇用情勢、設備投資、企業収益、企業の景況感、

住宅建設、公共工事、輸出入） 

    ※東京財務事務所による「東京都の経済情勢報告」も活用 

   「法人企業統計調査」（売上高、経常利益、設備投資） 

  ○東京都産業労働局 

   「東京都中小企業の景況」（業況、業況見通し） 

   「中小企業の賃金・退職金事情」（賃金、賞与、諸手当、初任給、退職金、労働時間） 

   「経済要求妥結調査」（賃上げ、夏季一時金、年末一時金） 

  ○その他 

   ・23 特別区 各区による景況調査（業況等） 

   ・一般社団法人 東京都信用金庫協会「中小企業景況調査」（業況、売上額、収益、販売価格、

仕入・原材料価格） 
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（第２期における目標） 
  第１期から引き続き、当所の独自調査の実施、他機関による調査データの収集・分析を行い、広

く提供していく。 

  各種の個社に対する経営支援の際に、小規模事業者の実態に即して、各種データを取捨選択して、

当該事業者による外部環境や自社の経営状況の分析に資する情報を提供に努める。 

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

① 東商けいきょうの回答数 3,100 3,200 3,200 3,250 3,300 

② 経営課題調査の回答数 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

③ 
小規模事業者等の経営者 

との懇談会の参加者数 
100 100 100 100 100 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（第１期における取り組み・成果） 
 第１期の認定計画の実施期間（2015年度～2017年度）では、以下の取り組みを実施した。 

 

①経営状況の分析の重要性の啓発 
 

 当所経営指導員等や委託相談員（拠点事業コーディネーター、中小企業活力向上事業コーディネ

ーター等）が巡回（企業訪問）や窓口で相談対応する際に、経営分析を行うことで適切な現状認識

を持つことが経営改善の第一歩として重要であることを啓発した。 

 また、2016 年度に開始した「中小企業活力向上事業」の“経営診断チェック”や 2016 年度に開

始し「社長 60 歳 企業健康診断」等の名称で墨田・新宿・江東の３区内で試行している事業承継

診断等の経営状況の分析実施を目的とする事業の事業推進にあたっては、地域金融機関の協力を受

け、取引先に勧めていただくことで、これまで当所と接触機会のなかった小規模事業者に経営状況

の分析を促すことにつながった。 

 

②経営相談を通じた経営状況分析の実施 
 

 当所経営指導員等が行う以下の小規模事業者に対する相談を通じて、経営状況の分析を行った。 

 

 ○資金調達に関する相談・支援 

   小規模事業者が当所へ経営相談に訪れるきっかけは、資金調達に関するものが半数以上であ

る。これらの相談の過程で、当所経営指導員等が経営者へのヒアリングや資料の確認により、

「収支状況」「資産・在庫」「取引関係」「資金繰り」「商品・サービスの競争力」「今後の経営

戦略」「人材の確保」等の項目の分析を行っている。 

分析した情報は、日本政策金融公庫に対する「マル経融資」の推薦、「小規模事業者経営発

達支援資金」、その他公的制度融資の斡旋のほか、資金不足に陥る本質的な要因を探るために

活用し、継続的な支援プランの提案も行った。 

   【支援実績】 

 2015年度 2016年度 

マル経融資の推薦 4,092件 4,116件 

小規模事業者経営発達支援資金の斡旋 0件 1件 

その他融資斡旋 275件 316件 

 

 

 ○創業に係る相談・支援 

   創業予定者に対する相談・支援にあたり、開業済みの小規模事業者等と同様に様々な分野に

わたって対応。「経営方針・経営理念」「ビジネスモデル」「収支見込」「必要資金額」「資金調

達の見込」「仕入先・販売先・外注先の確保状況」「販売戦略」「事業所・店舗等の立地」「取扱

予定の商品・サービスの競争力」等の項目の分析を実施。 

創業計画の策定・ブラッシュアップ、創業資金の調達など、事業の立ち上げ、創業後の事業

の安定化を図る支援に活用した。 

【支援実績】 

 2015年度 2016年度 

創業相談対応 4,196件 4,627件 
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 ○販路開拓、新製品・新サービス開発等の新事業展開に係る相談・支援 

   販売促進に向けた新たな取組や、新たな市場への進出を狙った新製品の開発、海外展開等を

検討している小規模事業者の相談にあたり、「販売戦略」「商品・サービスの競争力」「経営資

源の確保状況」「仕入先・販売先・外注先の確保状況」「収支見込」等の項目の分析を行った。 

   具体的な関連事業としては、小規模事業者持続化補助金に関する申請支援、海外展開支援相

談窓口、経営革新計画承認申請受付窓口等での支援に活用した。 

【支援実績】 

 2015年度 2016年度 

小規模事業者持続化補助金の申請支援 3,697社 4,284社 

海外展開支援相談 
386社 

656回 

524社 

994回 

経営革新計画承認申請受付 
114社 

1,038回 

114社 

1,057回 

 

③高度・専門的な経営課題の解決に向けた支援 
 

 当所経営指導員等が初期対応・経営状況の分析を行い、課題の整理・優先順位づけができた小規

模事業者につき必要に応じて、課題解決に向け、専門家との連携による支援を実施した。支援にあ

たっては「収支状況」「資産・在庫」「取引関係」「資金繰り」「商品・サービスの競争力」「今後の

経営戦略」「人材の確保」等の項目の分析を行った。 

 特に 2015 年度まで実施していた経営診断事業「経営課題解決支援事業」（新・経営力向上ＴＯＫ

ＹＯプロジェクト）と、中期経営計画の策定と計画実行を支援する「経営変革・アシストプログラ

ム事業」の両事業を見直し、2016年度から「中小企業活力向上事業」を開始した。本事業は、経営

状況の分析から事業計画の策定と実行支援を一気通貫で行う事業である。 

また、2015 年度に開始した地域持続化支援事業（拠点事業）では、複合的な課題の解決が必要と

なる事業承継対策に関して、親族承継と従業員承継に係る取り組みを中心に支援を行った。2016年

11月に当所墨田支部とビジネスサポートデスク（東京東）が中心となり、地域金融機関の協力を得

て開始した「社長 60 歳 企業健康診断」は、事業承継対策の早期着手の促進を図る事業で、20 社

に対して実施した。診断の過程で「企業の強み・弱み」「事業承継を進めるうえでのリスク」「役員

構成」「株主構成」「収支状況」「法人の資産・負債の状況」「代表者の個人資産」「後継予定者」な

どを分析し、承継の形態の検討、後継者教育の進め方、経営権や事業用資産の承継等に係る助言に

活用した。 

 

【支援実績】 

 2015年度 2016年度 

経営診断 

2015年度 経営課題解決支援事業 

2016年度 中小企業活力向上事業 

629社 871社 

中期経営計画策定・実行支援 

 2015年度 経営変革アシストプログラム事業 

 2016 年度 中小企業活力向上事業 

114社 

1,052回 

92社 

720回 

地域持続化支援事業（拠点事業） 
1,696社 

5,781回 

2,021社 

6,698回 

うち、課題解決につながった支援 608社 707社 
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（第１期の事業実施、外部有識者の意見等を踏まえた改善のポイント） 
  経営分析や事業計画策定自体を目的とする相談はごく少数であり、まずは克服すべき課題を抱え

る小規模事業者に経営相談を受けていただくというファーストステップが必要である。その相談の

過程で経営分析や事業計画策定に係る支援を行っていくことが基本的な路線となる。 

本計画の実施期間においては、新たな相談者の掘り起しを強化することで、経営状況の分析を行

う小規模事業者の増加を図り、より多くの企業が経営状況の分析→事業計画の策定→計画の実行→

成果の検証のプロセスを経験することを目指す。 

 

特に創業前～創業直後の業歴の浅い小規模事業者においては、経営者自身も経営管理の経験が少

なく、自社の現状分析や今後の取り組みの目標設定、目標達成に向けた事業計画策定と進捗管理を

身につける必要性も高い。また、同様のことが事業の承継を受ける後継予定者にも言え、こうした

若い世代の経営者にリーチする広報ＰＲが必要であり、ＷｅｂサイトやＳＮＳによる情報発信の充

実・強化に取り組む。 

また、従来から重要視している経営指導員等の巡回（企業訪問）や、セミナー・講習会などのイ

ベントを通じた個別相談への誘引も、今回の計画実施期間においても継続的に取り組んでいく。 

その他、第１期の取り組みとして、地域金融機関との連携による新規相談者の掘り起しを実施し

た。これは、一定の成果につながり、外部有識者からも評価を受けた。金融機関との連携・協力に

関しては、本計画実施期間においても一層の強化を図り、支店担当者レベルに対する説明・情報交

換の機会をつくり、経営者と日常的に接点を持っている営業担当者に当所の支援事業を理解いただ

くことを通じ、地区内小規模事業者への周知を行っていく。 

 

（第２期の事業内容） 
  本計画の実施期間（2018 年 4 月～2023 年 3 月）においても、第１期と同様、ニーズが高いテー

マに関する相談・支援をきっかけに、本質的な課題解決の第一歩として経営状況の分析を勧めてい

く。 

 

＜経営状況の分析を促すきっかけとする具体的な事業等＞ 
 

①マル経融資をはじめとする資金調達に関する支援を通じた経営分析 【継続】 
 

  地域の小規模事業者から資金調達に関連する相談が最も多く寄せられる。資金調達に係る相談・

支援において、経営者から今後の経営方針や販売戦略などの定性的な情報をヒアリングするほか、

財務諸表などの定量的な情報の提供を受ける。これらの情報の分析、業界平均のデータ等との比較

等により、小規模事業者が自社の現状把握を行う際や今後の通しを金融機関等に説明する際の参考

として提供する。 

 

 【収集・分析する主な情報】 

  ・今後の経営方針 

  ・自社、商品・サービスの強み 

  ・競合他社との差別化のポイント 

  ・現状の販売戦略 

・受注・販売見込 

  ・財務諸表（確定申告書・決算書）２期分、直近の試算表 

  ・役員構成、株主構成 

  ・預金通帳や資金繰り表などによる資金フロー 

  ・業界動向 
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②創業に係る相談・支援を通じた経営分析 【新規】 
 

  創業予定者は、高い意欲を持って創業に向けて取り組む一方、自身の思いだけが先走ることも少

なくない。「良いものだから売れるはず」と考え、販売戦略が不十分なままに事業を開始し、売上

が伸びずに行き詰る例も多い。そこで東商では、創業計画書の作成は、金融機関やビジネスパート

ナーに示す目的以外にも、事業化に必要な準備に不足がないかを相談者と対話するツールとして従

前から活用している。 

 

当所主催の創業関連のセミナー等では、従来から創業予定者に対し、現状分析や創業計画策定を

勧めているが、これらの参加者を個別相談に誘導し、個々の事情の応じた支援を実施する。 

支援の過程で、創業予定者からのヒアリングや提出資料に基づく現状分析を行い、準備状況の確

認や本人が気づかない強みの存在などをアドバイスしていく。これらの支援を行うことで、事業の

成功確率を高めていく。 

 

  創業支援を重点事業として 20 年以上取り組んできた当所は、創業予定者から比較的認知されて

おり、一定の相談者・事業参加者を集めることができている。それでも、23区の開業率向上を図る

点からは創業予定者に対するアプローチは、まだ十分ではない。 

創業予定者からの相談増加策として、23特別区（全区が産業競争力強化法による創業支援計画の

認定を受けている）や東京都、東京都中小企業振興公社との協力、日本政策金融公庫、東京信用保

証協会等との連携により、創業相談の掘り起しに努める。 

 

 【収集・分析する主な情報】 

  ・創業の動機・目的 

・創業予定者のこれまでの経験、身につけているスキル 

・考えているビジネスモデル 

・取扱予定の商品・サービスの内容、想定する価格帯 

  ・競合他社に対する競争力、セールスポイント 

  ・予定する販売先（商圏・ターゲット）、仕入先、外注先 

  ・創業に必要な資金とその使途 

・必要資金の調達方法 

  ・創業場所とその地域動向 

・当面の収支見込（売上、原価、販管費） 

  ・販売戦略 

  ・業界動向 

 

③販路開拓、新製品・新サービス開発等の新事業展開に係る支援を通じた経営分析 

 【新規】 
 

  小規模事業者にとって、販路開拓の方法の見直し、新製品・新サービスの開発等の新たな事業展

開は、新規の投資が必要になり、リスクも伴う。このため、経営者の直感に頼って行動するのでは

なく、正確な現状分析のもと、事業計画を策定して取り組むことが望ましい。経営状況の分析を通

じて、課題の明確化、資金効果や販売戦略の検討等を行い、リスクの低減を支援する。 

 

 

 【収集・分析する主な情報】 

  ・今後の経営方針 
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  ・既存のターゲット・商圏、今後狙っていくターゲット 

  ・自社の強み・弱み、取扱商品・サービスのセールスポイント 

  ・販売戦略 

  ・現状の販促方法、販促ツール 

  ・経営資源（人材、資金、新たな商品・サービス等）の準備状況 

  ・業界動向 

・ターゲット・ユーザーのニーズ 

 

④事業承継に関する支援を通じた経営分析 【新規】 
 

  当所における事業承継の支援は、以下の専門的な相談窓口を中心に対応している。 

①親族承継・事業の磨き上げや後継者育成 

＝「地域持続化支援事業（拠点事業）」を実施している 4か所の「ビジネスサポートデスク」 

②第三者への承継（従業員承継、Ｍ＆Ａ） 

＝ 関東経済産業局からの委託を受けて実施している「東京都事業引継ぎ支援センター」 

 

  「人（経営権）」「資産（株式、事業用資産、資金）」「知的資産（経営理念、技術・技能、ノウハ

ウ、取引先との関係・人脈、顧客情報、知的財産権、許認可）」の承継には、現経営者と後継者の

二代にわたる中長期的な取り組みが必要になるケースが多く、大きな資産が動き、家族関係に影響

が及ぶことのある問題のため、慎重な対策が求められる。また、直接的には利益につながらないた

め、先送りされるケースも多い。今後承継期を迎える小規模事業者における対策を前進させるうえ

でも、事業計画（事業承継計画）をつくり、関係者の同意のもと年限を区切った目標設定すること

は効果的である。 

  事業承継計画策定の前段階として、事業承継診断（現状分析）を行い、経営状況・経営課題の見

える化を行う。分析によって明らかになった課題は、家族や社内で承継問題を考える際の参考とし

て提供する。こうした事業承継診断（「社長 60 歳 企業健康診断」）を当所単独ではなく、地域金

融機関と協力することで、受診企業を増やし、早期の事業承継対策を促していく。 

      
 

 【収集・分析する主な情報】 

  ・今後の経営方針 

  ・後継者の有無、後継の時期 

  ・経営者の家族構成 

  ・株主構成 

  ・自社の強み・弱み、取扱商品・サービスのセールスポイント 

  ・保有する経営資源・技術・ノウハウ 

  ・法人・個人の資産状況 

  ・取引先 

  ・借入とその人的・物的担保・保全の状況 
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⑤経営指導員等の巡回等の相談・支援を通じた経営分析【継続】 

 

   小規模事業者の事業所へ当所経営指導員等が、訪問（巡回）や窓口等で行う相談・支援は、第

1 期に引き続き、当所の経営支援事業の根幹として実施していく。特に小規模事業者の実態を把

握する意味からも、事業所へ足を運ぶ巡回（訪問）による支援を重視する。 

   経営指導員等の役割として、幅広い課題に関する相談に対応し、その相談の過程で相談者の経

営状況の分析を行い、その先の相談・支援の方向性を定めていく。 

 

 【収集・分析する主な情報】 

  ・今後の経営方針 

  ・既存のターゲット・商圏、今後狙っていくターゲット 

  ・自社の強み・弱み、取扱商品・サービスのセールスポイント 

  ・販売戦略 

  ・現状の販促方法、販促ツール 

  ・経営資源（人材、資金、新たな商品・サービス等）の準備状況 

  ・業界動向 

・ターゲット・ユーザーのニーズ 

・財務状況 

・事業所（事務所、店舗、工場等）の整理・整頓の状況 

・保有設備の状態 

・従業員の就業状況 

 

 ≪経営状況の分析の実施を補完する事業≫ 

 
 ●中小企業活力向上事業（経営診断チェック） 【継続】 

   2016 年度から、それまで当所で実施してきた「経営課題解決支援事業」と「経営変革・アシス

トプログラム事業」を改良し、東京都や都内商工会議所・商工会等の都内中小企業支援機関が連

携し、「中小企業活力向上事業」を新規にスタートさせた。経営発達支援事業の考え方にも沿っ

た経営状況の分析→事業計画の策定→計画の実行支援を商工会議所・商工会が行い、出口施策と

して、東京都が制度融資で東京都中小企業振興公社が販路開拓や設備投資に係る助成事業等でバ

ックアップする事業となっている。 

   このうち、経営状況の分析は、経営指導員等と中小企業診断士が連携して小規模事業者等を訪

問し、診断する“経営診断チェック”と呼ぶ事業になっている。 

   中小企業診断士による客観的な診断の前には、70のチェック項目を設けた「チェックシート」

を使い、自己分析を行うことで、経営者に自社の経営管理上の課題点等の新たな気づきを提供す

る。 

   診断で抽出した課題に対する解決策を中小企業診断士から提供し、必要に応じて経営指導員が

継続的に支援する。本格的に課題解決に取り組む事業者には、事業計画策定と計画実行を一気通

貫で支援する“成長アシストコース”によりサポートする。 
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＜経営診断チェックで使用するチェックシート＞ 

   
 

 ●オンライン経営力自己診断 【継続】 

  中小企業活力向上事業に関連し、東京都・東京都中小企業振興公社 

・東京都商工会議所連合会・東京都商工会連合会・東京都中小企業団体 

中央会が組成する「中小企業活力向上プロジェクト実行委員会」 

（事務局業務を東京商工会議所が受託）が公式Ｗｅｂサイト上で提供 

している経営分析ツール。経営管理と財務の両面から過去の診断受診 

企業（約 6,500）と比較した自社の状況チェックを行うことができる。 
   中小企業活力向上プロジェクト実行委員会公式サイト https://www.keieiryoku.jp/ 

 

 

    
 

 ●セミナー・講習会の開催 【継続】 

  小規模事業者の経営改善の参考となる情報提供となるセミナー・講習会を毎年 600回以上開催し

ているが、第２期においても継続して行っていく。 

  直接的に経営分析の啓蒙に主眼に置いたセミナーのほか、最新の業界動向の紹介、販路開拓や生

産性向上などをテーマに、小規模事業者に新たな課題を認識いただき、個別の経営相談を促すこと

を目的とするセミナーを開催する。個別相談の中で、当所経営指導員等が経営状況の分析の実施を

サポートしていく。 

 

 ＜セミナー・講習会の開催目標＞ 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

開催回数 600 600 600 600 600 

延べ参加者数 27,000  27,000 27,000 27,000 27,000 
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 ≪新たな相談者の掘り起しにつなげる取り組み≫ 
 

 ●地域金融機関をはじめとする中小企業等支援機関との連携・協力 【継続】 

   経営状況の分析の実施にのみならず、経営課題の解決を支援し、東京 23 区内の地域産業の振

興を図っていくためには、課題を抱える小規模事業者との接点を増やしていくことが必要であ

る。当所は 7万 8千の会員を有する経済団体ではあるが、23区内には未だに日常的に接触できて

いない小規模事業者が多い。 

   そのためには、既存で当所が有している経営支援事業の普及策に留まらず、地域の中小企業を

基盤とする金融機関や区役所との連携を深めていくことが効果的と考える。従来から当所の金融

部会や各支部における金融分科会の活動を通じ、経営支援を担当する本店部署や支店長との情報

共有や連携は活発に行ってきた。 

   第２期においては、第１期において行ってきた本店の経営支援部門や支店長クラスへの当所支

援事業の取引先への活用提案を続け、組織としての理解を求めつつ、より現場レベルである支店

の営業担当者クラスの方々にも事業理解を深めていただき、共働する体制づくりに努めていく。

そのために、支店単位での支援事業の勉強会・説明会等の開催も検討していく。 

また、区役所に関しては、創業支援や事業承継支援などを政策的な重要テーマとして、各担当

部署で取り組みを強化しているタイミングでも有り、各区の産業振興・地域振興において密に協

力してきている当所の 23 支部を中心に、相互に連携・共催することで事業効果を高めるべく検

討していく。 

 

 

（第２期における目標） 
第１期と同様、経営相談の機会を通じ、事業計画の策定が効果的と見込まれる場合は、経営分析

を勧め、支援を行っていく。 

  個社支援の際は、小規模事業者の実態に即し、収集・分析した各種データを取捨選択して、外部

環境や第三者として客観的にみた内部環境に関する情報提供に努める。 

 

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

① 
資金調達に関する相談を 

通じた経営分析 
3,300社 3,300社 3,360社 3,400社 3,450社 

② 
創業に関する相談を通じ

た経営分析 
300社 310社 320社 330社 340社 

③ 
新事業展開に係る相談を

通じた経営分析 
2,160社 2,175社 2,185社 2,200社 2,210社 

④ 
事業承継に関する相談を

通じた経営分析 
700社 720社 730社 740社 760社 

  ※⑤の経営指導員等の巡回等の相談・支援を通じた経営分析は、①～④の内数となるため、巡回

や窓口等による相談件数を目標として設定する。 

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

⑤ 
経営指導員等の巡回等に

よる相談件数 
102,000 102,500 102,500 103,000 103,000 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（第１期における取り組み・成果） 
 第１期では、様々な経営相談への対応に際し、経営分析により自社の現状把握を行った後、自社

の将来像とのギャップを埋めるための取組やその実行スケジュール等を落とし込む事業計画の策

定支援として、主に以下の事業を実施した。 

国や東京都が行う補助金・助成金に対する小規模事業者等の関心は高く、これらの施策の申請書

（事業計画）の作成・ブラッシュアップに係る相談が近年は非常に多くなってきている。こうした

施策をきっかけにした相談に際して、経営改善に向けた道筋、必要な経営資源の調達など経営戦略

等の検討を促し、小規模事業者が事業計画策定を始める機会になるよう支援した。 

 

①創業計画の策定支援 
 

  創業予定者から当所への相談は、創業資金の調達を念頭に、金融機関に示す創業計画策定に関す

るものが多い。近年は、創業予定者を対象とする補助金・助成金に関係する相談も増えている。 

先行きが不確かな創業準備の段階では、「自身の頭の中のビジネスプランを明確にする」「創業

準備の不足を発見する」「協力者にビジネスプランを説明する」など、事業計画を策定することが、

事業の成功確率を高める。こうした策定の意義を創業予定者に伝え、相談者自身で事業計画を考え、

まとめることを重視し、対話しながらブラッシュアップを行った。 

 

  【創業計画の策定支援実績】 

 2015年度 2016年度 

創業ゼミナール 

（1 コース８回の講義と個別相談によ

る計画策定支援） 

80者 79者 

創業施策の活用を契機とする相談を通

じた計画策定支援 
67者 79者 

 

 

②新たな事業展開に係る事業計画の策定支援 
 

  設備投資や雇用等の先行投資を伴う取組を開始する場合、手元流動性が高くない小規模事業者に

おいては、慎重に経営判断を下すことが必要である。事前にプランニングし、取組開始後も効果測

定を行ったうえで、必要に応じて見直しを行う効果は高く、事業計画の策定を促すべきタイミング

と言える。 

  第 1期では、販売促進、設備投資、新製品・新サービスの開発、販売・仕入に係る新たな方法の

導入などに取り組む小規模事業者を主な対象に事業計画の策定を促した。 

2016年度に開始した「中小企業活力向上事業」の成長アシストコースは、中期経営計画の策定と

その後の実行支援を経営指導員やコーディネーター等の当所スタッフと専門家が連携し、最大 9回

にわたり支援するメニューで、計画策定の実効性を高めるサポートとして成果をあげている。 
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  【新事業展開に係る事業計画の策定支援実績】 

 2015年度 2016年度 

販売促進・販路拡大に係る事業計画 1,215社 1,320社 

設備投資等の投資・借入を伴う取組の

事業計画 
194社 227社 

新製品・新サービスの開発、新しい生

産・販売方式の導入に係る事業計画 
137社 134社 

社内管理体制の整備、生産性向上に係

る事業計画 
27社 27社 

 

 

③事業承継・事業再生に係る事業計画の策定支援 
 

  経営権・資産・知的資産等の事業承継対策は、5年・10年の期間をかけて取り組むべき課題も多

い。このような中長期的な取り組みにあたっては、場当たり的な対応でなく、目標・年限を明確に

することが望ましく、事業計画策定を勧めている。事業承継に取り組む企業に支援対応するため、

当所では高度・専門的な経営支援の拠点として 4か所のビジネスサポートデスクを設置し、検討の

初期段階から継続的に支援を行う体制を整備した。また親族外承継に関しては、関東経済産業局の

委託事業である「東京都事業引継ぎ支援センター」の専門スタッフと協力して対応している。 

  また、厳しい経営状況からの立て直しを図る事業再生では、あるべき理想像（目標）に向け、現

在保有している経営資源や自社の強みをフル活用した取りみ組が重要である。また、事業の立て直

しを図る過程で、返済猶予など金融機関に協力を仰ぐ場合も、事業計画の策定が必要となる。こう

した事業再生支援は、関東経済産業局の委託を受けて実施している「東京都中小企業再生支援協議

会」を中心に実施し、本格的な事業再生の計画策定をバックアップした。 

  

  【事業承継・事業再生に係る事業計画の策定支援実績】 

 2015年度 2016年度 

事業承継に係る事業計画 280社 324社 

事業再生に係る事業計画 45社 61社 

 

 

（第１期の事業実施、外部有識者の意見等を踏まえた改善のポイント） 
  外部有識者からは、事業計画策定支援のボリューム、支援方法も適切との評価を受けた。特に、

専門家との連携による手厚い支援メニューである「中小企業活力向上事業」の成長アシストコース

は、東京都や東京都中小企業振興公社の施策とも連動する有効なメニューとして評価が高かった。 

事業承継・事業継続と創業をメインテーマに専門家と当所コーディネーターがタッグを組んで支

援する「拠点事業（４つのビジネスサポートデスクで実施）」も、課題に応じて事業計画の策定を

促す手厚い支援を行っているほか、事業承継に係る気づきを 300社近い中小企業に提供しており、

高い評価を受けた。 

  第１期では、補助金・助成金、制度融資等の施策の申請・申込をツールとして活用し、相談の中

から事業計画策定を促したが、第２期でも小規模事業者の事業計画策定に対するモチベーションを

喚起する手段として活用する。但し、一度支援した企業には、施策申請の有無に関わらず事業計画

を自主的かつ継続的に策定し、ＰＤＣＡを行う体制の定着を図るようフォローしていく。 
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（第２期の事業内容） 
  本計画の実施期間（2018 年 4 月～2023 年 3 月）においても、第１期と同様、ニーズが高いテー

マの相談対応をきっかけに経営分析を行い、事業計画策定を促していく。 

第１期を通じて、事業計画策定に取り組んだ小規模事業者も相当数いるものの、依然として未経

験の事業者も多い状況であり、継続的に普及・啓蒙に取り組んでいく必要が高い。 

今後も新規相談者を増やすとともに、相談の中で効果が見込まれる事業者に対し、事業計画策定

を促すよう当所経営指導員等の意識を一層高めていく。 

 

①創業予定者に対する事業計画策定支援【継続】 
 

事業計画を策定し、ＰＤＣＡのサイクルを行う小規模事業者を増やしていくには、創業段階から

経営者に習慣づけることが重要と思料する。 

創業予定者自身も事業の立ち上げに不安を抱えるなか、より実現性の高い事業計画の策定を支援

し、成功の確率を高めることを目指す。特に創業予定者は、自社の商品・サービスの質に対する関

心が高く自信をもっているが、販売戦略が不十分なため、開業後に売上が伸び悩むケースも多く、

事業計画策定の過程で検討を促し、助言等を行うことで事業立ち上げの円滑化を支援していく。 

 

 ＜創業計画策定の支援事業＞ 
  ○創業ゼミナール【継続】 

   少人数で開催する創業計画の策定・ブラッシュアップを目的とするセミナー。全 8回の講義の

中で金融機関に提示する計画書の完成を目標に、講師と東京信用保証協会創業アシストプラザ担

当者による講義に加え、参加者間のディスカッションも多く取り入れた内容とし、他者のビジネ

スプランを見ることで得られる気づきを重視している。分野は異なるが創業を志す者同士が相互

に理解し合うことで、開業後もメンターやビジネスパートナーとして関係が継続することも多

い。 

 

  ○創業融資の斡旋、創業関連の補助金・助成金の申請支援【継続】 

   従来から相談ニーズの高い資金調達に係る支援は、金融機関や補助金等の実施機関に対して創

業計画を提示することが必須でも有り、本計画期間においても創業予定者に事業計画策定を促す

重要なツールとして位置付ける。 

   第三者の視点を意識した計画づくりの中で、創業予定者が自身のビジネスモデルの弱点に気づ

き、より綿密に創業準備が行われるよう支援していく。 

 

  ○創業相談【継続】 

   当所経営指導員等が相談対応するほか、 

ビジネスプランによっては、弁護士や税 

理士、社会保険労務士、司法書士、弁理 

士、行政書士などの専門家による無料相 

談「窓口専門相談」の活用をコーディネ 

ートし、創業に向けた課題解決をサポー 

トする。これらの相談のなかでも創業 

計画策定を創業予定者に促していく。 

 

 

 

 
 

＜創業支援センターにおける支援事業の体系＞ 
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②新たな事業展開を図る小規模事業者に対する事業計画策定支援【継続】 
 

   既存の商品・サービス、経営管理体制、設備に見直しを行い、販路拡大や生産性向上に向けた

取組、借入を伴う設備投資を行う小規模事業者等に対し、ヒト・モノ・カネの経営資源を効果的

に用い、ＰＤＣＡを行いながら着実に前進させることで、取り組みを実現させられるよう事業計

画策定を促していく。 

   こうした取り組みを行う小規模事業者から当所に相談を寄せていただくため、当所経営指導員

等が小規模事業者を精力的に訪問し、掘り起しに努めるほか、経営支援事業に係る広報の見直し

を図る。これまで中心だった事業別の案内だけでなく、「どのような支援が受けられるか」を課

題別に分かりやすく示すほか、若手経営者の情報収集に合わせた多角的な情報発信ツールの活

用、一層の地域金融機関との連携強化などを図っていく。 

 

 ＜新事業展開に係る事業計画策定の支援事業＞ 

   （金融機関に示す事業計画） 
    ・マル経融資の 1,500万円超の金額での日本政策金融公庫への推薦【継続】 

      小規模事業者における１本の借入としては、比較的多額となる 1,500 万円超の金額でマ

ル経融資を推薦する場合は、「売上・収益」「人材・マネジメント」「財務」等の課題改善

に係る事業計画書の提出を必須とし、計画策定を当所経営指導員が支援する。 

    ・小規模事業者経営発達支援資金の日本政策金融公庫への斡旋【継続】 

      設備投資を伴い、マル経融資ではカバーできない 2,000万円超の資金調達が必要な小規

模事業者に活用を勧め、「事業の現状分析・課題」「課題解決に向けた取組内容」「取組の

成果目標」「資金繰りの見通し」などを経営者と検討し、事業計画策定を支援したうえで

日本政策金融公庫へ斡旋する。 

    ・中小企業経営力強化資金の日本政策金融公庫への斡旋【新規】 

      中小企業経営力強化支援法基づく認定を受けた経営革新等支援機関として、新事業展開

に関する相談を受け、資金需要がある企業を対象に活用を勧める。「現状分析」「新製品・

新サービスの内容・差別化のポイント」「課題解決に向けた取組内容」「資金繰りの見通

し」「取組の行動計画・定量目標」を経営者とともに検討し、事業計画策定を支援したう

えで日本政策金融公庫に斡旋する。 

    ・東京都制度融資の斡旋【継続】 

      東京都制度融資のうち「経営支援融資」に関しては当所の支援を受け、事業計画策定す

ることで、低金利の設定や信用保証料の補助が受けられる。 

売上減少などの課題解決に向け、販路開拓や新商品・新サービスの導入などに取り組む

小規模事業者等に対し、「現状の課題」「改善計画」「中長期的な計数目標」を含む事業計

画の策定を支援し、取扱金融機関に斡旋する。 

 

   （新たな事業展開を円滑にする事業計画） 
    ・経営革新計画の策定支援【継続】 

      新商品・新サービスの開発、新たな販売・仕入の手法の導入に係る事業計画策定を促す

ツールとして、当所では経営革新計画の制度及び申請様式が有用と考える。都知事による

承認というゴールがあることも、策定企業のモチベーション維持につながっている。 

      また、事業後継者が新たな事業展開を主導することで、自社の実情を分析・理解しなが

ら、「新規事業の内容」「数的目標の設定」「計画実行の手順・タイムスケジュール」「進捗

評価の方法」「収支見込」「資金計画」等について検討することで、後継者教育に効果があ

り、実行段階でもリーダーシップを取ることで社内外に対する後継者の存在感を高めるこ

とができる。 
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    ・小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金等の申請のベースになる 

事業計画の策定支援【継続】 

      補助金・助成金は、小規模事業者等にとって非常に関心が高く、これらの申請に際して

初めて事業計画の策定に取り組む企業が第 1期においても多かった。第２期においても、

事業計画策定を始めるきっかけとして、活用促進を図る。 

      当所の支援にあたっては、採択の可否以上に、販路拡大や設備投資に係る事業計画策定

という面を重視する。自社の強みを活かした取組か、必要な経営資源の調達ができる見通

しが立つかなど、経営状況の分析結果も活用し、事業の実現性を高めることを目的に支援

する。 

 

③事業承継・事業再生に取り組む小規模事業者に対する事業計画策定支援【継続】 
 

  今後、事業承継に取り組む小規模事業者が増加することが見込まれ、重点をおいて支援を行って

いく。事業承継については、経営資源（資産、人材、技術・ノウハウ・人脈等）や経営環境、後継

者の状況などの分析をもとに、「経営資源の強化（人材確保、資金調達）の方策」「経営者個人の資

産・負債整理、保証債務の見直し」「後継者の選定と育成方法」「経営権の承継に向けた株式譲渡の

方策」等の方向性を現経営者や後継者と諮り、事業者のニーズに合った計画策定を支援する。 

  事業再生については、窮境要因を分析したうえで、収支改善に向けた「収益拡大策」「経費削減

策」「各種取組の実行時期」「各種取組による収支改善見込」「中長期的な数的目標」等の検討を経

営者とともに行い、事業計画策定を支援する。 

  いずれも、センシティブな情報を取り扱い、支援者側としても高い専門性を要する支援となるた

め、専門の支援窓口を中心に対応する。 

 

 ＜事業承継・事業再生に係る事業計画策定の支援事業＞ 

  （事業承継に関する支援） 
    ・親族承継・事業の磨き上げ等 ビジネスサポートデスク（拠点事業） 

      東京 23 区内のビジネスサポートデスクに配置しているコーディネーターを中心に、事

業承継全般に関する相談に対応。課題に応じた専門家派遣も行い、現状分析から事業計画

の策定、計画の実行支援を行う。 

    ・第三者承継・Ｍ＆Ａの活用 東京都事業引継ぎ支援センター 

      ビジネスサポートデスクとも連携し、親族に後継者のいない事業者の承継相談に対応

し、Ｍ＆Ａによる譲受希望の企業とのマッチング等で支援する。 

 

  （事業再生に関する支援） 
    ・金融機関との調整を視野に入れた支援 東京都中小企業再生支援協議会 

      事業・財務面等の現状や課題についてヒアリング・分析を行い、状況に応じて、金融機 

関との対応・交渉の仕方や 今後の事業改善のポイント等を助言。相談者から要望があり、

金融機関等との調整が必要と判断される場合は、再生計画の策定を支援（有料）。 

    ・ソフトランディングの検討が必要な企業への支援 経営安定特別相談室 

      経営不振に陥っている企業の相談に対応。専門家との相談により倒産回避の方策、回避

が困難な場合は、事業の整理、法的手続きに関する助言を行う。 
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 ≪事業計画の策定支援の補完に有用な事業・サービス≫ 
 

 ○中小企業活力向上事業（成長アシストコース） 【継続】 

   中小企業活力向上事業の経営診断チェックによる経営分析を行った企業を対象に、中期事業計

画の策定と計画の実行支援を当所経営指導員等と専門家が連携して行う。課題解決に向け、全 9

回の支援過程で、経営者や社内のプロジェクトチームと専門家がディスカッションを重ねて実効

性ある事業計画を策定し、新事業展開や社内体制の見直し等の実施をバックアップしている。 

 

 ○地域持続化支援事業（拠点事業） 【継続】 

   都内４か所（浜松町、西新宿、王子、錦糸町）に設置している高度・専門的な経営支援に対応

する支援拠点「ビジネスサポートデスク」で実施する支援事業。 

   中小企業診断士や税理士等の専門家（コーディネーター）が常駐し、課題に応じた専門家を派

遣して、経営状況の分析→事業計画の策定→計画実行の支援を継続的に行う。事業承継等の中長

期的に取り組む課題に主軸を置いており、計画実現までフォローしていく。 

 

 ○エキスパート・バンク 【継続】 

   当所の取扱う専門家派遣事業で最もベーシックな事業。23支部で主に実施し、1社 3回までの

支援を経営指導員がコーディネートし、事業計画策定や現状分析、マーケティング戦略などにつ

いて、専門家の知見を活かした支援を提供する。 

 

 

（第２期における目標） 
  第１期の目標では、関連する相談の件数をベースに考えた。しかし、本計画期間に関しては、経

営状況の分析の重点的な対象となる企業が実際に事業計画書を策定する件数を目標に置く。 

  経営状況の分析と同様、その他の事業者を支援の対象外にする趣旨ではなく、経営相談の機会を

通じて広く地区内小規模事業者に事業計画の策定を促していく。 

 

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

① 創業計画策定関する支援 160 165 175 185 190 

② 
新事業展開に係る事業計

画策定支援 
1,800 1,820 1,830 1,850 1,870 

③ 
事業承継・事業再生に関

する計画策定支援 
345 350 350 360 370 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（第１期における取り組み・成果） 
 第１期においては、事業計画の策定自体が目的化し、立てた計画の実行が伴わないケースが従

存在することを問題視し、小規模事業者における課題解決・経営改善が実質的に進むことを目指

して取り組んだ。 

  小規模事業者をめぐる経営環境や課題は常に変化するものであり、当初の計画通りには進まな

いことも多い。そのため、相手方から要請を受けて支援する以外に、当所から計画の進捗状況を

確認し、計画の立て直しや新たな課題への対応に関する助言、資金調達や販路拡大等に資する当

所の経営支援事業や公的施策の活用提案を行うように努めた。具体的な取り組みは以下の通り。 

 

 

①事業計画策定支援を行った小規模事業者への定期的な巡回・電話等の実施 
 事業計画の策定支援を行った小規模事業者に対し、当所経営指導員等が事業者のニーズにもよ

るが、概ね３か月のスパンを目途に巡回や電話等によるフォローを実施した。 

 フォローにあたっては、状況のヒアリングを行い、進捗の遅れや実行が困難になっている点を

確認。これらの問題点が有る場合は、対応策の提案や専門家との相談による対応策の検討を勧めた。 

 

  【訪問・電話等によるフォロー実績】 

   ※専門家によるフォローは別にカウント 

 

 
2015年度 2016年度 

フォロー対象事業者数 2,045社 2,251社 

フォロー延べ回数 5,531社 6,325回 

 

 

②事業資金借入に係る支援 
   事業計画の実行・実現にあたり、必要な資金ニーズがある場合は、当所で取り扱うマル経融資

をはじめとする公的融資制度を紹介し、活用を支援した。 

  （創業予定者向け） 

    ・日本政策金融公庫 新規開業資金等 

    ・東京都 創業融資（創業支援特例）等 

    ・23特別区 創業融資  等 

  （その他の事業者向け） 

    ・マル経融資 

    ・日本政策金融公庫 普通貸付 

    ・東京都 小口融資（経営指導特例）等 

    ・23区特別区 制度融資 

 

  【事業資金借入に係る支援実績】 

 2015年度 2016年度 

創業予定者 35者 44者 

その他事業者 194社 227社 
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③補助金・助成金の活用支援 
   事業計画に基づく、設備投資や新製品・新サービス開発等の取組に当てはまる補助金・助成金

がある場合は、当所経営指導員等から活用を勧め、事業計画を含む申請書等の作成支援を行った。

採択後は、補助（助成）事業の遂行（証憑類の整備等）や補助（助成）金が精算されるまでのつ

なぎ資金に関する相談にも対応。 

   資金面でのサポートを得ることで、事業計画の実現に強力な後押しとなった。 

 

  （主な補助金・助成金） 

    ・小規模事業者持続化補助金（日本商工会議所） 

    ・革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金（東京都中小企業団体中央会） 

    ・ＩＴ導入補助金（一般社団法人サービスデザイン推進協議会） 

    ・創業補助金（創業・事業承継補助金事務局） 

    ・事業承継補助金（創業・事業承継補助金事務局） 

    ・キャリアアップ助成金（厚生労働省） 

    ・トライアル雇用奨励金（厚生労働省） 

    ・特定求職者雇用開発助成金（厚生労働省） 

    ・労働移動支援助成金（厚生労働省） 

    ・新製品・新技術開発助成事業（東京都中小企業振興公社） 

    ・市場開拓助成事業（東京都中小企業振興公社） 

    ・新・展示会等出展支援助成事業（東京都中小企業振興公社） 

    ・若手・女性リーダー応援プログラム助成事業（東京都中小企業振興公社） 

    ・創業助成事業（東京都中小企業振興公社） 

    ・革新的サービスの事業化支援事業（東京都中小企業振興公社） 

    ・受注型中小企業競争力強化支援事業助成金（東京都中小企業団体中央会） 

 

  【補助金・助成金の活用支援実績】 ※当所の支援・関与が明確に把握できたものに限る 

 2015年度 2016年度 

活用者数 1,446社 1,870社 

 

④専門家による実行支援 
   事業計画の実行にあたり、小規模事業者の社内だけでは専門知識が不足する課題に対して取り

組みを行う際には、当所で実施している専門家派遣事業を活用し、課題に適した専門家の知見を

活かして実行支援を行った。 

 

  （対応した主な支援例） 

    例１）営業を強化したいが、人員に限りがあり進まない。 

      ⇒業務効率化の方法を提案、過去の受注データを基にした営業方法を教示。 

    例２）ＢｔｏＢ主体の事業からＢｔｏＣへも展開したいが、売上が伸びない。 

      ⇒ＢｔｏＣ向けの販促策として、消費者向けのホームページ刷新、店頭のファザード改

善、周辺に多い外国人観光客の取込策を具体的に提示。 

    例３）法人向けサービス提供からオリジナル商品の卸売に重点をシフトしたいが、営業展開

が分からない。 

      ⇒相談企業に発想のなかった代理店網構築を提案。 

    例４）管理事務の効率化を行いたいが、社内スタッフだけでは改善策が浮かばない。 

      ⇒管理帳票の洗い出しを行い、重複事項などを点検。最終的に新たな帳票・集計の仕組

みを担当者とともに検討し、つくり上げるまで支援。 
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    例５）販路開拓に展示会出展を行ったが効果が出ない。 

      ⇒ブース自体は長蛇の列ができ、来場者の関心は高いが注文につながらない状況。 

       来場者にＳＮＳへの掲載依頼を行うなど、会場で行うべき取り組みを提示。 

    例６）酒類卸の会社が強みを活かし、飲食店展開を計画するが、店づくりやオペレーション

の仕方が分からない。 

      ⇒厨房の棚割や調理器材の選び方、スタッフ動線・客動線の引き方、価格設定の方法等 

について助言。 

    例７）受注状況は良いが採算性の向上を図りたい。取引先からの要請もあり、海外展開を計

画したが、進出国の決め方がわからない。 

      ⇒候補先の国からの絞り込みのため、現地事情等を踏まえたメリット・デメリットの検 

討をサポート。但し、現地駐在員候補が確保できない等の要因から早急な実施は難し

いことが支援を通じて判明。並行して、現状の国内工場が各工程でバラバラだった生

産管理の効率化を国内で可能な取組として提案し、取り組みが始まった。 

 

  【専門家による実行支援実績】 

 2015年度 2016年度 

支援者数 

支援回数 

193社 

1,225回 

154社 

863回 

 

 

（第１期の事業実施、外部有識者の意見等を踏まえた改善のポイント） 
 

  第１期の事業実施の結果、事業計画策定事業者への実行支援（フォロー）は、1社平均で 2015年

度は 3.3 回、2016 年度は 3.2 回実施した。3～4 か月に一度の頻度が目標であったことを踏まえる

と一定の評価をすることができる。 

但し、事業者毎の回数の格差が大きく、フォローの少ない事業者も存在することが課題である。

自身の必要なタイミング以外でのフォローを望まない経営者もいるほか、特に都心部に多いセキュ

リティの整ったオートロック付のマンションなどに事業所を置く小規模事業者等には巡回を行え

ない場合も多いこと等が格差の理由である。これらの事情を勘案しても、事業計画が絵に描いた餅

にならないよう、当所経営指導員等によるフォローの充実を第二期では目指していく。 

  事業計画の実行支援・フォローアップの充実に向けた改善として、以下の事項の検討・実施を行

っていく。 

 

   ・当所経営指導員等のフォロー意識の向上 

     当所経営指導員等が一人当たりでカバーすべき小規模事業者数は多く、より多くの事業者

の相談に対応することも重要な役割である。しかし、支援やアドバイスによって、相談者に

事業改善をもたらせたかという経営支援の本質的な成果を追及する意識を高めることが、当

所の人材育成も含めた課題である。 

職員研修を通じた啓発のほか、毎年取りまとめている支援事例においても、売上や利益率

の変化など定量的な指標を求めるなど、支援の効果測定を業務上行われる体制をつくってい

く。 

   ・フォローアップ実施の管理体制の整備 

     現状、フォローアップの管理は、担当した経営指導員等に委ねられており、事業計画の策

定支援を行った事業者を抽出し、フォローアップの状況を組織的に管理することができてい

ない。上司や経営支援事業の管理を行う中小企業相談センターが状況を確認しやすい仕組み

を導入することで、担当者にフォローアップを促し確実な実施につなげていく。 
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（第２期の事業内容） 
 

  本計画の実施期間（2018 年 4 月～2023 年 3 月）では、第１期から事業内容の大きな変更は行わ

ない。事業を実施する担当者（当所経営指導員）のフォローアップの意識向上、フォロー実施の管

理体制など当所の内部体制を整備していくことで、これまで以上に当所の支援事業が有効に機能さ

せることを優先していく。 

事業計画策定の支援を行った小規模事業者すべてを対象にアプローチし、フォローアップが必要

な事業者には、３か月に１回の頻度で巡回や電話等により状況確認を行う。 

  事業計画の実現に向けて課題が生じている場合は、現状分析のうえ課題解決の方策を検討し、事

業計画の見直し等を進めていく。その他に、当所経営指導員等から専門家派遣を活用した支援や公

的施策の活用提案も行い、課題解決を後押ししていく。 

   

 

①事業計画策定支援を行った小規模事業者への定期的な巡回・電話等の実施 

【継続・改善】 
 

 事業計画の策定支援を行った小規模事業者に対して、当所経営指導員等から巡回・電話等によ

り事業計画の実行状況を確認する。状況に応じて、当所の経営支援事業、公的施策を組み合わせた

支援を提案する。 

 事業者からの支援依頼を待つのではなく、当所からの積極的なアプローチを図るため、事業計

画の策定支援先を抽出し、フォローアップの状況を確認できるよう所内の業務管理の方法の改定を

検討していく。 

現時点では、業務管理の方法の改定の一環として以下の方法での情報の集約を検討している。 

・各経営指導員等が策定支援をした事業計画を中小企業相談センターに集約し、事業計画の内

容、その後の実現状況などを勘案し、好事例については所内で共有を図る。 

・経営指導員等による支援内容の共有を行っている「カルテ管理システム」の改修・拡充によ

る事業計画策定支援先の特定、抽出のシステム化 

   これらの集約したデータを基に、フォローアップの実施状況を捕捉し、担当者へ実施を喚起し

ていく。 

 

②事業資金借入に係る支援【継続】 
   事業計画の実行にあたり、借入による資金調達が必要となる小規模事業者には、マル経融資を

はじめ、日本政策金融公庫や東京都、23特別区の制度融資を紹介し、計画の実施・実現を支援す

る。 

 

③補助金・助成金等の公的施策の活用支援【継続・改善】 
   事業計画の内容に応じ、活用可能な補助金・助成金をはじめとする公的施策がある場合は、実

行支援の一環として、制度案内を行い、計画の実施・実現を支援する。 

   当所経営指導員等が小規模事業者に提案できる施策を増やすため、所内で中小企業庁や関東経

済産業局、東京都、東京都中小企業振興公社が取り扱う主要な小規模事業者向け施策の内容・募

集時期などを整理し、所内イントラネットを通じて共有を図っていく。 

   また、ニーズが高く当所に対する相談が多い施策については、所内での勉強会を開くなど支援

力の向上を図る。 
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④専門家による実行支援【継続】 
   事業計画の実行過程において発生した課題がある場合は、当所経営指導員等が課題を整理し、

専門的な知見が必要な場合には、適切な専門家を派遣し、解決に向けた道筋をつける支援を行う。 

   支援内容に応じ、「エキスパート・バンク」「中小企業活力向上事業」「地域持続化支援事業（拠

点事業）」等、複数ある専門家派遣事業を選択し、当所で適切な専門家を選定のうえ派遣する。 

 

 

（第２期における目標） 
  第１期における本項目に係る目標としては、関連する相談の件数をベースに考えた。しかし、本

計画期間においては、経営状況の分析の項目に準じ、重点的に事業計画の策定を推奨する対象が実

際に事業計画書を策定する件数を目標として設定する。 

  経営状況の分析と同様、その他の事業者を経営分析や事業計画策定支援の対象外にするという趣

旨ではなく、広く地区内小規模事業者に事業計画の策定を促していく。 

  フォローアップの頻度は、３カ月に１回とするが、進捗状況が良く単独で計画の実施・実現がで

きる企業に対しては、頻度を落として、自律的な経営への移行を促していく。 

 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

支援対象事業者数 2,305社 2,335社 2,355社 2,395社 2,430社 

フォロー延べ回数 9,220回 9,340回 9,420回 9,580回 9,720回 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（第１期における取り組み・成果） 
 東京 23 区には、競合相手となる企業が多数存在し、小規模事業者は既存顧客からの安定的な受

注の確保や新たな販路開拓のため、顧客や市場のニーズを把握したうえで自社の商品・サービスの

見直しに取り組む必要がある。顧客要望に対応し、カスタマイズや短納期など独自の工夫を積み重

ねることで、他社との差別化も重要となる。 

一方、自社が保有する技術・ノウハウを活かした新商品・サービスにより、新たな市場へ進出す

るなど、強みを活かした事業展開が情報不足のために検討・実施ができない小規模事業者も多い。 

 当所では、マーケットインの発想での商品・サービスの開発、仕入販売を促すため、参考となる

情報提供、マーケティングにも活用できる商談会・交流会等の開催により、情報収集の機会を提供

することで、小規模事業者等の需要動向調査の支援を行った。 

 

①事業計画策定・計画実施時におけるマーケティング支援 
 

事業計画の策定、計画実施に係る支援にあたって、当所経営指導員等から経営者にマーケティン

グの重要性に係る啓発を行った。そうした支援の際に、メディアの掲載情報や調査会社の公開情報

などを活用し、業界のトレンドやターゲットとなる層の購買動向に関する情報提供を行った。 

 

②展示会出展者に対するマーケティング支援 
 

 東京都中小企業振興公社が実施している展示会等出展支援助成事業（2016 年度からは、新・展示

会等出展支援助成事業）の利用を希望する小規模事業者をはじめ、展示会によるマーケティングを

試みる企業に対しては、展示会の出展準備に係る支援と併せ、展示会当日・終了後の来場者への市

場調査の方法などを助言し、出展効果を高める支援を行った。 

同助成事業の活用にあたっては、助成金申請前に当所が実施する経営診断（2015年度：経営課題

解決支援事業、2016年度から中小企業活力向上事業）を受けることが必要となるが、診断実施時に

業界事情に通じた中小企業診断士を派遣し、取扱商品・サービスに係る市場動向等の参考情報の提

供、販路開拓の手法等についての助言を実施した。 

 

③受発注商談会に関する事前需要調査 
 

  当所主催の受発注商談会では、参加する発注企業に事前調査を行い、商品・サービスに関するニ

ーズ・仕様を受注希望の企業に対し提供した。 
また、受注希望企業の情報（製造業なら保有設備、特徴的な技術等、卸売業なら取扱商品の特徴、

納入可能なロット、単価等）も発注企業に事前に知らせ、商談先を絞ることで、マッチングの精度

を高め、商談の成約率を向上させている。 
商談会の機会に発注企業側の担当者と対話することで、発注側の細かいニーズを掴み、今後の商

品・サービス開発のヒントが得られる機会になっている。 

 

④経済資料センター蔵書の活用 
 

  当所に専門図書館として設置している経済資料センターの蔵書として約 21,000 冊所有している

各種業界誌・専門誌、経営情報誌、各種統計・白書から、支援先の小規模事業者の取扱商品・サー

ビスの需要動向に係る情報を収集し、提供した。 
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⑤情報検索システム等の活用 
 

  全経営指導員が有償の情報検索システム（日経テレコン）を利用できる体制を整え、必要に応じ

て、ＰＯＳ情報から得られる各種商品・サービスのトレンド、新聞紙面で紹介されている消費者動

向などの情報を収集・整理し、支援先企業に提供した。 
 

⑥会報誌およびそのデジタル版による情報提供 
 

 毎月２回（10日・20日）発行している当所会報誌「東商新聞」（7万 7千部発行）において、国 

内主要経済指標（雇用・物価・消費・投資・景気・生産等）をとりまとめて掲載。その中でもトレ 

ンド感のある指標を「気になる数字」という欄で取り上げ、紹介した。その他、毎月 10 日号では

マーケティングプランナーによる連載「Trend ウォッチ」を掲載し、消費者ニーズを探るうえでヒ

ントとなる最新のマーケティング情報を提供した。 

東商新聞は、図書館や各支援機関、行政で配布するだけでなく、当所ホームページにデジタル版

を掲載し、広く一般に公開しており、地区内の小規模事業者が広く閲覧、活用することができる。 
 

（第１期の事業実施、外部有識者の意見等を踏まえた改善のポイント） 
  第１期における取り組みでは、ＢｔｏＢ取引における需要動向調査の提供が中心であった。外部

有識者からは、ＢｔｏＣ取引が中心の小規模事業者に資する情報提供の強化などの示唆をいただい

た。 

東京 23 区を広くカバーする当所の役割を勘案すると、需要動向に係る公官庁や民間シンクタン

ク、調査機関による調査データを分析・整理のうえ小規模事業者に分かりやすく提供し、情報の活

用方法を支援することが現実的であるとの意見があった。 

これらの意見を踏まえ、各種メディアや公官庁、民間調査会社が提供・発信する情報の収集・整

理を従来以上に行い、効果的な情報提供ができる体制の強化に第 2期では取り組んでいく。 

また、2020年には東京でオリンピック・パラリンピックが開催され、大きな観光・インバウンド

需要が見込まれている。これらの需要に合った商品・サービスの開発・改善を支援していく。また、

オリンピック・パラリンピック後も引き続き需要を喚起できるよう地域に対する面的支援と個社の

中長期的な取り組みを支援していく。 

 

 【現在取り組み中の当所によるインバウンド対策事業】 

 ○外国人来訪者を取り込むことによる収益力向上事業（北支部） 
  ・外国人旅行客の視点で北区の中小企業の魅力を紹介するサイトの開設 
      台湾人の観光コンサルタントが店舗の魅力を取材し、外国人からの視点で、２９店の特徴や

歴史、オーナーのこだわりなどを紹介。飲食、買い物、体験のカテゴリーに分かれており、

旅行者が目的別に店舗を検索することが可能。また、コンテンツは、英語、中国語（繁体字、

簡体字）、日本語の３言語に対応する内容、デザインとした。 
    ・上記 29 社を掲載したマップの作成（作成部数：1,000 部）と区内宿泊施設での配布。 
  ・外国人来訪者取り込み策に係る調査研究の実施及び小冊子の発行（作成部数：200 部） 
      小規模事業経営者がインバウンド対策を講じるうえで、北区の特色やインバウンド対策事

例、ツールをまとめた報告書を作成。（作成部数：200 部） 
・インバウンド対策をテーマとした専門家派遣の実施（計 40 回） 

     北区内の小規模事業者を対象に 40 回（21 社）の専門家派遣を実施。専門家がホームページ

の多言語対応や英語メニュー表や POP の作成を指導し、課題解決に向けた支援を行った。 
・インバウンド対策をテーマとした講習会の実施（計 5 回） 
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 ○外国人買い物客対応接客マニュアルの発行（世田谷支部） 

  外国人接客マニュアル製作委員会を設置して、外国人接客時に役立つマニュアルと指差し会話に

利用できるクリアファイルを6,000部、外国人対応が可能であることを伝えるステッカーを6,200

部製作し、世田谷区内事業者を対象に配布した。また、世田谷区報への掲載、マニュアル活用セ

ミナーの開催を通して、普及に向けて周知活動を行った。 

 

 

（第２期の事業内容） 
  各事業者の商品や提供するサービスについての需要動向や市場ニーズについての情報は、事業計

画策定や販路開拓を進めるうえで非常に重要な要素である。一方で、小規模事業者が新商品・新サ

ービスを開発するにあたっては、既存の商品・サービスの応用であることが多く、それゆえ経営者

のセンスや肌感覚、経験則に頼る傾向が見受けられる。本計画の実施期間においても、マーケット

インの考え方の浸透に力点を置き、相談者に応じた需要動向に係る情報提供やマーケティングを行

う機会提供に取り組む。 
 

①個別商談会等を通じた顧客ニーズの収集機会の提供【継続】 
 

当所が主催するビジネス交流会や受発注商談会にて、自社の商品・サービスについて他社からの

評価やバイヤー側のニーズを聴取し、売れる商品づくりを支援する。 

 

  ○ビジネス交流会【継続】 

  ＜調査分析を行う手段・手法＞ 

   当所では異業種の経営者が一堂に会し、情報交換を行うビジネス交流会を多数開催している。

参加している様々な経験や人脈、目線を有する他の経営者に自社紹介を行い、自社の商品・サー

ビス、販売促進の方法等について意見やアドバイスを受ける機会になる。参加企業の顧客や最終

ユーザーのニーズを踏まえた意見を得ることで、マーケティングの参考とすることができる。 

 

  （開催ビジネス交流会） 

   ・「東商ビジネス交流プラザ」 

    業種を超えて、広く情報交換・交流を求めている小規模事業者等が企業概要や商品ＰＲを行

う交流会を年６回開催している。調査標本数は 300件。 

   ・「テーマ別交流会」 

    ものづくり、ＩＴなどの交流テーマを設定し、業種・職種などで参加対象を絞った交流会を

年６回開催している。調査標本数は 300件。 

 

  ○受発注商談会【継続・改善】 

  ＜調査分析を行う手段・手法＞ 

当所では、発注・購入側の企業に対して、小規模事業者や中小企業が商品提案を行う形式によ

る受発注商談会を年に３種４回開催している。商談会に参加し、メーカーや大手流通等の購買担

当との商談を通じて、大手企業等買い手企業におけるニーズを把握する機会になる。 

 

  （開催商談会） 

・「ザ・商談！し・ご・と発掘市」 

製造業等を対象として、金属製品・機械器具、樹脂成型・加工の２種が提案側となる商談会。

調査標本数は 80 件。 
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・「ビジネスマッチング＠ＦＴＪ」 

食品製造業者が首都圏の百貨店・スーパー・外食、卸のバイヤー等に商品を売り込む形式。

調査標本数は 50件。 

・「東京トラベルマート」 

東京の観光をテーマに旅行会社へ観光関連事業者（ホテル・飲食店・運送会社等）が提案を

行う。調査標本数は 20件。 

 

＜成果の活用・効果＞ 

綿密な市場分析を行っている商談相手となる買い手企業はもとより、それらの企業の取引先の

業界や最終ユーザー・消費者のニーズを収集することができ、受注獲得や今後の事業展開の参考

となる情報を得ることができる。 

 

 

②支援施策の活用による消費者・発注者ニーズの分析・提供【継続・改善】 
 

 東京都が取り組む「クラウドファンディングを活用した資金調達支援事業」や東京 2020 年オリ

ンピック・パラリンピック組織委員会による発注が掲載される唯一の電子入札システム「ビジネス

チャンス・ナビ 2020」を活用し、外部からの評価・引き合いを受け、新たな商品・サービスに係る

ニーズを計り、改善に資する情報を収集するよう小規模事業者に勧めていく。 

 

  ○クラウドファンディングを活用したマーケティング【新規】 

クラウドファンディングは、今後、市場への投入を検討している商品・サービスをインターネ

ット上に掲載し、商品・サービスの内容に共感した不特定多数の人々から、資金調達し、事業化

後に資金提供者に対し、優先的に商品・サービスを提供する仕組みである。 

 

＜調査分析を行う手段・手法＞  

クラウドファンディングの利用は、事業開始前にファンづくりや見込み客を集めるほか、資金

提供に対する反応（自社の商品・サービスに対する期待感）を見ることで、自社の商品・サービ

スのニーズを確認することができる。 

東京都が行っている指定のクラウドファンディング業者に対する手数料を補助する「クラウド

ファンディングを活用した資金調達支援事業」の紹介も含め、クラウドファンディングの活用に

よるマーケティングの実践を勧めていく。 

 

＜成果の活用・効果＞ 

新商品・サービスに対するニーズの有無について評価を受けることで、マーケットインの考え

方にもとづく商品・サービスの開発、改善につながる。 

 

  ○ビジネスチャンス・ナビ 2020 の活用による需要動向の調査【継続】 

   ビジネスチャンス・ナビ 2020 は、小規模事業者や中小企業の 2020 年オリンピック・パラリン

ピック関連の受注機会を拡大するために、東京都が 2016 年 4 月に構築し、公官庁や民間の入札・

調達案件が一元的に集約されているＷＥＢサイトである。東京 2020 組織委員会による発注が掲

載される唯一の電子入札システムである。また、オリンピック・パラリンピック関連の受発注に

とどまらず、技術力や実績を含めた企業情報を掲載・ＰＲを行うことができる。 
当所は、「中小企業世界発信プロジェクト推進協議会」の構成機関として本サイトの運営に協

力している。 
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  ＜手段・分析＞ 

2017 年 9 月末で 22,883 社が登録されており、都内企業は 19,886 社と 87％を占めている。大

手企業から中小企業、小規模事業者まで様々な業種の企業が参画している本サイトに情報掲載す

ることで、自社の商品・サービスに対するニーズの高さを計る機会にすることができる。 
 

＜成果の活用・効果＞ 

公官庁や民間企業からの問い合わせの有無から需要を計りながら、自社商品・サービスの改善

につなげることが期待できる。 

 

③需要動向に係る情報の収集提供【継続】 
 

  小規模事業者が新たな販路の開拓や新商品の開発に取り組む際、「良いものだから売れる」との

熱意に加え、需要動向調査の必要性を説いていく。上記①、②の個別調査に加え、自社の商品・サ

ービスに対するマクロの評価を必要とする小規模事業者に対しては、以下の公官庁・民間シンクタ

ンクの調査データを提示していく。 

 

 ＜収集・分析する主な情報のソースと項目＞ 

○総務省統計局 

 ・家計調査年報の品目別都道府県庁所在市ランキングの数値 

○関東経済産業局 

・管内の経済動向（個人消費、雇用情勢、設備投資、公共工事、住宅着工、物価） 

・管内百貨店・スーパー販売の動向（品目別販売額） 

  ○関東財務局 

   ・管内経済情勢報告（個人消費、生産活動、雇用情勢、設備投資、企業収益、企業の景況感、

住宅建設、公共工事、輸出入） 

    ※東京財務事務所による「東京都の経済情勢報告」も活用 

  ○その他 

   ・23 特別区 各区による景況調査（業況等） 

   ・一般社団法人 東京都信用金庫協会「中小企業景況調査」（業況、売上額、収益、販売価格、

仕入・原材料価格） 

   ・帝国データバンク「ＴＤＢ ＲＥＰＯＲＴ業界動向」 
   ・当所経済資料センター（専門図書館）が収集している業界紙・専門誌等 
 
  ＜成果の活用・効果＞ 

   公表されている各種データ等を活用し、相談者の商品・サービスに関連する消費者動向・市場

動向・商圏・競合他社などの情報を分析し、かみ砕いて分かりやすく提供し、商品・サービスの

開発やターゲットの絞り込み、生産・仕入等に係る経営判断をサポートし、効率的な事業運営の

実現を後押しする。 

 

 

（第２期における目標）需要動向調査の提供社数 
 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

①個別商談会等 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100 

②支援施策 50 50 50 50 50 

③公表データ 50 50 50 50 50 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

（第１期における取り組み・成果） 
第１期では、小規模事業者が売上の増加や利益の確保に直結する国内向け、海外向け需要開拓な

ど新たな販路開拓を後押しするため、以下の各種商談会や他機関主催の展示会への出展のサポー

ト、海外展開支援等を実施した。 

 

①主に国内の需要開拓に関すること 
 

当所が主催し、主に国内の取引先開拓を図る小規模事業者に対して行う以下の商談会・展示会出

展支援を通じて、売上の増加や利益の確保に対する取り組みを支援した。 

 

 ○受発注商談会の開催 

国内で新たな外注先を探している企業、新規取引先の開拓を図る企業を対象に、発注側企業に、

小規模事業者が商品提案を行う形の受発注商談会を年４回開催し、主に製造業、観光関連業の販

路開拓に寄与した。 
 

＜成果：商談件数＞ 

・2015年度 1,260件 

・2016 年度 1,332件 

  

 ○ビジネス交流会の開催 

   当所のネットワークを活かして、同業種・異業種間で人脈構築や情報交換を行い、販路開拓や

人脈拡大を図りたい企業を対象に、異業種交流形式、テーマ別（観光、環境など）、職業別（士

業など）、業種別（情報通信産業、サービス業など）など様々なきり口による交流会を開催し、

企業間の交流・連携の機会をつくった。 

参加者同士による取引スタートのきっかけになったほか、信頼関係を築くことで取引先の紹介

につながるケースも有り、販路開拓のサポートに寄与した。 

   

＜成果：交流会参加者数＞ 

   ・2015年度 1,899人 

   ・2016年度 2,050人 

 

 ○展示会出展支援事業 

   費用面や集客面で単独の出展が難しい小規模事業者を対象に、当所として展示会で一定のブー

スを借り切り、東京商工会議所のコーナーを設置し、展示会に出展し、販路開拓をしたい企業の

支援を行った。 
 

＜成果：ブース提供回数＞ 

   ・2015年度 ５回、５５社出展 
   ・2016年度 ４回、４７社出展 
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 ○勇気ある経営大賞の実施   

   革新的・創造的な技術やアイデア、経営手法等により、独自性のある製品・サービスを生み出

しているなど、厳しい経営環境の中で勇気ある挑戦をしている中小企業またはグループで東京都

に事業活動の拠点（支社、支店、工場、営業所、事務所等も含む）を置く未上場の企業を対象に、

当所が顕彰する制度。受賞企業について、その活動を当所からプレスリリースを行い、広く PR

をし、企業の知名度・信用力を大きく向上させ、間接的に販路開拓につなげた。 
 
＜成果：勇気ある経営大賞応募企業数、受賞企業数＞ 

   ・平成２７年度 応募 171 社、大賞 1社、優秀賞 2社、特別賞 2社 

   ・平成２８年度 応募 167 社、大賞 1社、優秀賞 2社、特別賞 2社 

 

②海外の需要開拓の支援 
 

海外展開に関しては、2015 年度から中小企業相談センターに海外展開支援担当を新設し、高度・

専門的な相談に対応する体制強化を図った。 

メイド・イン・ジャパンの商品・サービスに対する評価は依然として高く、海外市場を目指し、

輸出や現地進出を目指す小規模事業者、海外の特色ある商材を輸入し国内での販売を目指す小規模

事業者に対して支援した。 

   
 ○海外展開支援相談窓口 

当所経営指導員や専門家派遣等による海外マーケットに向けた事業展開の支援。 

 

＜成果：海外展開支援相談件数＞ 
   ・2015年度 656件 

   ・2016年度 994件 

  
 ○中小企業国際展開アドバイザー 

当所に登録する海外展開支援に関する専門業者とのマッチング支援。海外進出先の法務・会計等

をはじめ、広範な海外展開の課題へ対応。 

＜成果：国際アドバイザー支援社数＞ 

  ・2015 年度 46 社 

   ・2016 年度 68 社 

 
 ○海外ビジネス、現地事情に関する情報提供 

中小企業・小規模事業者の進出ニーズが高い東南アジアのインフラ整備の状況や工場団地・商業

施設を実際に確認し、海外展開の実施等の判断をする際の参考情報を提供。 

＜成果：視察会先、参加人数＞ 

  ・2015 年度 訪タイ・マレーシア経済ミッション 79人 

   ・2016 年度 訪ベトナム・ミャンマー経済ミッション 95人 

＜成果：セミナー開催回数、参加人数＞ 

  ・2015 年度 11 回、778人 

   ・2016 年度 13 回、884人 
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（第１期の事業実施、外部有識者の意見等を踏まえた改善のポイント） 
  第１期の取り組みに関し、外部有識者からは商談会をはじめとするマッチング関連の事業は、よ

り多くの企業が参加することが成約数の向上につながるので、当所のみならず他の商工会議所等と

の連携により開始するイベントを増やすなど、開催方法の工夫に関して意見があった。 

 

（第２期の事業内容） 
外部有識者の意見等を参考に、出展小間料を特別価格で提供する展示会出展支援事業を縮小し、

これまでの受発注商談会では、支援できなかった業界・分野への商談機会創出を図るため、大手企

業の協力のもと、ファッションや雑貨などの流通分野のバイヤーとの商談会等、当所の会員組織の

協力も得て新たなタイプの商談会を企画し、より幅広い業種の企業を支援していく。販路開拓のル

ートが限られている小規模事業者の新たな販路開拓を後押しするため、国内向け、海外向け双方の

需要開拓支援として効果の高い商談会を実施していく。 

  また、小規模事業者は、多額の費用をかけ、テレビ等マスメディアを使った自社製品の PR をす

ることが困難である。創業者・小規模事業者の販路開拓には、初期投資が少額でも行えるホームペ

ージ、SNS など IT 活用による販売促進、記事・ニュースプレスとしてメディア掲載を目指すこと

も重要な手法である。相談機会を通じて小規模事業者に合った取り組み方法を提案し、積極的な販

路拡大を後押しする。 

 

①海外の需要開拓の支援【継続】 
 

新たな販路開拓のターゲットとして海外展開を目指す企業、海外市場で通用する可能性のある商

品・サービスを持つ企業など、これから海外展開を開始する小規模事業者を主な対象に海外展開支

援を行っていく。 
 

 ○海外展開支援相談窓口【継続】 

   貿易取引の開始、海外現地進出を検討している企業を中心に商社出身の職員・コンサルタント

による窓口・訪問相談、貿易相談員・国際弁護士による窓口相談、専門家派遣等により支援を行

っていく。 
   当所の支援により方向性を固めた企業については、より専門的な支援機関であるＪＥＴＲＯや

中小企業基盤整備機構、東京都中小企業振興公社、国際協力銀行、日本政策金融公庫などに引き

継ぎ、海外展開の実行までサポートしていく。 
  
 ○海外ビジネス、現地事情に関する情報提供【継続】 

   具体的な進出計画のある小規模事業者をメインターゲットに、現地情報の収集機会を提供する

視察会を開催する。 

工業団地、現地進出企業の事業所等への視察、ＪＥＴＲＯ現地事務所、投資調整庁、在外日本

人商工会議所によるブリーフィング、現地進出日系企業等との懇談など、情報収集に加えて現地

での人脈形成にも繋げていく。 

また、小規模事業者・中小企業の海外進出先として関心の高いエリアの地域別、課題別などの

セミナーを開催し、海外展開に資する情報提供を行う。 

 
 ○中小企業国際展開アドバイザーによる支援【継続】 

   海外でのビジネス展開にあたって、法制度や商慣習等が国や地域、宗教などにより異なること

が障壁となるほか、輸出入の手続や契約に対して、国内取引以上の精緻な取り決めを行う必要が

ある。 
一方、小規模事業者等においては人的リソースの事情もあり、社内だけでは通訳・翻訳やＦ／
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Ｓ（事業可能性調査）、海外現地での法務・会計への対応ができないケースが少なくない。 
当所では、中小企業の海外展開支援に豊富な実績をもつ法人企業・団体を「中小企業国際展開

アドバイザー」として約 140 者登録している。書類作成や現地調査等の海外展開に係るビジネス

パートナーを探す小規模事業者等に対しては、登録アドバイザーとのマッチング機会を提供。適

切なパートナー探しを支援することで、円滑な海外市場の開拓につなげる。 
 

②ＷＥＢを活用した需要開拓の支援【継続】 
  

＜支援の考え方＞ 

企業が新たな取引先を開拓する際、消費者が嗜好性の高い商品・サービスを購入する際など、

あらゆるビジネスシーンでＷＥＢサイトの活用が進んでいる。 

しかし、小規模事業者においては、自社サイトの保有をせず従来からの取引関係に頼って事業

を行っている企業も少なくない。こうした小規模事業者の販路拡大の第一歩として、ＷＥＢサイ

トの構築やターゲットに訴求する自社情報の発信の方法を支援する。 

 

＜効果を高める工夫＞ 

ＷＥＢでの情報発信にあたっても、自社の強み（技術やアフターケア等）を示し、他社との差

別化を図る戦略が有効である。ＷＥＢサイトの構築を専門業者に外注する場合でも、どのような

コンテンツで、どのような内容を発信するかを自社で十分に検討する必要がある。 

当所経営指導員等によるアドバイスにより、自社の強みを明確に認識することで、より発信力

の高いＷＥＢ活用を支援する。 

また、自社サイトの構築や維持が難しい企業に対しては、全国の商工会議所等が連携して運営

している「ザ・ビジネスモール」の活用など、簡易に自社のＰＲや商品・サービスの情報発信が

できる方法の提案も行っていく。 

 

＜期待される成果＞ 

今までＷＥＢサイトを保有していなかった小規模事業者においては、新たな引き合いの創出に

つながるほか、サイトの存在自体が信頼性向上に寄与する。 

また、全国で約 25 万の事業所が登録する「ザ・ビジネスモール」の活用は、自社サイトへの

アクセス増が期待できる。 

 

③商談会等による需要の開拓【継続】 
 

第１期の取り組みである受発注商談会に加え、大手企業等との商談機会を提供する商談会を年３

回開催し、新規取引先の開拓を図る小規模事業者を支援する。よりバラエティに富んだ商談会を企

画することで、より広い業界における販路開拓を支援していく。 

 

 ○受発注商談会【継続】 

 

 （開催する受発注商談会） 

・「ザ・商談！し・ご・と発掘市」 

当所をはじめとする全 30 の商工会議所管轄地域の金属製品、機械器具、関連業種（加工・組

立・試作・供給）、樹脂成型・加工、その他関連工事などの製造業に対し、発注案件を提示で

きるメーカーなどの参加を得て、具体的な商談の場を提供する受発注商談会を年１回開催す

る。 

・「ビジネスマッチング＠ＦＴＪ」 

中小食品製造業などの取引機会の創出を図るため、首都圏における百貨店・スーパー、外食、
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卸のバイヤーとの受発注商談会を年１回開催する。 

・「東京トラベルマート」 

東京観光財団や東京都商工会連合会と協力し、観光関連事業者のビジネスチャンス創出のた

め、旅行会社との商談の場を提供する商談会を年１回開催する。 

 

 ＜支援の考え方＞ 

  金属・機械加工や樹脂成型・加工等の小規模事業者を対象とした「ザ・商談！し・ご・と発掘市」

や、加工食品・和洋日配・菓子等の食品製造業を対象とした「ビジネスマッチング＠ＦＪＴ」等、

商談テーマを絞って受発注商談会を開催し、小規模事業者の売上増加と利益確保に直結する取引

拡大のための取り組みを支援する。 

 

＜効果を高める工夫＞ 

「ザ・商談！し・ご・と発掘市」は事前マッチング方式、「東京トラベルマート」はタイムスケジ

ュールに従う予約商談方式、逆指名商談も一部実施するなど、より具体的な商談が無理なく実施

できるよう工夫を行っている。 

 

 ＜期待される成果＞ 

  商談後、取引が開始された際は、売上の増加や利益の確保に直結する。また、成約に至らない

場合でも、既存顧客以外に対して、自社の商品・サービスの発信する機会として商談を重ねるこ

とで、発信力の強化が図られる。 

 

 ○大手流通業等との個別商談会【継続・改善】※従来から行ってきた取り組みを追記 

   
＜支援の考え方＞ 

小規模事業者と大手百貨店との取引障壁を超え、小規模事業者の新しい視点や独自性、ストー

リー性を秘めた商品をバイヤーに直接提案できる機会を創出する。 
   

＜効果を高める工夫＞ 

   エントリーは無料で行えるものの、応募多数の場合はバイヤーによる事前選考があり、４２社

に限っている。バイヤー側のニーズを提示し、商談しやすいエントリーシートの作成支援を行う。 
   

＜期待される成果＞ 

   商談後、取引が開始された際は、売上の増加や利益の確保だけではなく、商品価値や企業価値

の向上、モチベーションの向上などに大きな効果が見込める。また、取引開始に至らない場合で

も、大手百貨店のバイヤーの視点や、対話を通じてニーズを感じることができ、自社商品・サー

ビスの磨き上げのきっかけとなる。   

 

④メディアの活用による販路開拓支援【継続】 
 

優秀な製品・サービスを有し、意欲ある小規模事業者については、共同通信 PR ワイヤーと連携

したプレスリリースサポートによりマスメディアによるＰＲの実施を支援していく。 

 

 ○プレスリリースによる販路開拓支援【継続】※従来からおこなってきた取り組みを追記 

 
＜支援の考え方＞ 

   自社の商品・サービスの情報発信を強化したい小規模事業者を対象に、マスメディアへの記事

掲載等による情報発信の手法を提案していく。メディアへのアプローチ方法が分からない企業は

多く、プレスリリースの方法など情報提供を行っていく。 
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＜効果を高める工夫＞ 

プレスリリースセミナーを実施し、メディアの活用方法を紹介するほか、個社支援として、月

１回、共同通信ＰＲワイヤーの担当者との個別相談会「東商メディア塾」を開催し、効果的なプ

レスリリースの作成を支援する。 

   また、リリース発信のバックアップとして、当所と共同通信ＰＲワイヤーとの連携で国内 2,250

媒体、3,300 か所のメディアに対し、安価で配信できる「プレスリリースサポート」も必要に応

じて紹介していく。 

 

＜期待される成果＞ 

   メディア掲載による認知度向上の効果も大きいが、プレスリリースを作成することを通じ、自

社の商品・サービスの魅力やターゲットを明確し、コンパクトに分かりやすく示すことができる

ようになる。このことで、チラシやＷＥＢサイトなどプロモーションツール、営業用資料の作成

にあたってもプラスの効果をもたらすことが期待できる。 

 

（第２期における目標）新たな需要の開拓 
 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

①海外支援担当、国際 

アドバイザー支援社数 

550 550 600 600 600 

②ザ・ビジネスモール 

支援対象（登録）者数 

商談件数 

                   成約件数 

 

5,000 

800 

20 

 

5,050 

800 

20 

 

5,100 

900 

20 

 

5,140 

900 

30 

 

5,190 

900 

30 

③商談会開催による出展者数 

                  商談件数 

         成約件数 

430 

1,000 

100 

430 

1,000 

100 

430 

1,000 

100 

470 

1,100 

110 

470 

1,100 

110 

④プレスリリース配信件数 250 250 300 300 300 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 
2020 年オリンピック・パラリンピックを控え、当所では、政府、東京都、大会組織委員会を

はじめとする関係機関と緊密に連携し、訪日外国人観光客の受入環境の整備を進め、オールジャ

パンでの機運醸成を図っていく。経済効果を地域に波及させていくため、小規模事業者のインバ

ウンド対策や東京・首都圏の国際競争力強化、都市防災力の強化など、ソフト・ハードの両面で

小規模事業者が持続的に事業を発展させるための環境整備を進めていく。 
 

（第１期における取り組み・成果） 

 

１．２３区全体の活性化に向けた事業 
 

①東京の国際競争力強化に向けた取り組み 

 

＜ねらい・効果＞  

東京都の社会資本整備・都市づくりに関する政策は、東京の更なる成長・発展に向けた基盤であ

るとともに、2020 年オリンピック・パラリンピックの成功と有形無形のレガシー形成に重要な役割

を担うことから取り組みを更に加速させていく必要がある。小規模事業者が持続的に事業を発展さ

せるため、社会資本整備の重要性を踏まえ、安全・安心の土台となる「防災、減災」の視点から要

望を行った。 

 

＜頻度・方法＞ 

首都圏の都市基盤整備の推進を所管する当所首都圏問題委員会（委員長 清野副会頭・東日本旅

客鉄道株式会社会長）で、国家戦略特区を通じた都市の機能・魅力の向上、陸・海・空の交通ネッ

トワーク強化、インフラ老朽化対策など東京の国際競争力の強化に向けた方策や、人口急減・超高

齢化を克服するための方策について、要望・提言活動（2016 年度：「東京都 2020 年に向けた実行

プラン（仮称）に対する意見」、「東京外かく環状道路（関越道～湾岸道路）の整備促進に関する決

議」等５回、2015年度：「国家戦略特区に対する意見」「新たな首都圏広域地方計画に対する意見」

等７回）を行った。 

 

＜成果・評価＞ 

  社会資本整備がもたらす本来的な効果であるストック効果の発現には、社会資本を利用する民間

の役割も重要であることから、国土交通省・東京都と緊密に連携を図っていく。要望活動にとどま

らず、「声かけ・サポート運動」を展開。「外国人おもてなし語学講座」、「鉄道博物館・親子見学会」、

「防災体験学習施設そなエリア東京・親子見学会」を実施し、共助の心を、東京、ひいては日本全

国に定着させ、2020年オリンピック・パラリンピックのレガシーとして未来に引き継いでいくこと

を目指し、活動を展開した。 

 

②都市防災力の強化に向けた取り組み 

 

＜ねらい・効果＞  

東京都では、かねてから様々な防災・減災対策に取り組んでいる中で、東日本大震災時に都内で

約 352 万人の帰宅困難者が発生した教訓を踏まえ、帰宅困難者対策条例を制定し、2013 年 4 月に

施行した。本条例では、事業者の努力義務として、従業者の一斉帰宅の抑制とそのための３日分の

備蓄等が規定されているものの、企業規模が小さくなるにつれ条例や首都直下地震の被害想定の認
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知度は低下し、加えて備蓄をしている割合やＢＣＰの策定率についても同様の傾向にある。事業者

における防災・減災対策の推進は都市防災力の向上に不可欠な要素であることから、都内企業の

99％を占める中小企業を中心に条例のさらなる周知や、被害想定に基づく防災・減災対策の普及啓

発、ＢＣＰの策定支援を行った。 
 

＜頻度・方法＞ 

都市防災力の強化等を所管する震災対策特別委員会（委員長 佐々木副会頭・株式会社ジェイテ

ィービー相談役）では、中小企業・小規模事業者における防災対応力の強化に向け、当所が東京都

と締結した「東京の防災力向上のための連携協力に関する協定」に基づき、帰宅困難者対策条例説

明会（2016 年度：２回、2015 年度：２回）、ＢＣＰ策定支援講座（2015 年度：２回）、帰宅困難者

対策に資する防災訓練・安否確認訓練（2016年度：２回、2015年度：２回）、最新の防災関連施設

の視察会（2016 年度：１回、2015年度：２回）等を実施した。 

また、当所が東京都と締結した「不燃化推進特定整備事業の推進に関する協定」に基づき、東京

都木密不燃化特区制度説明会をはじめとした、木密地域の解消に資する活動を実施。東京都の防

災・減災関連施策説明会を開催し、建築物の不燃化に向けた助成制度等の支援策について東京都の

最新計画と計画に基づく具体的な施策を情報提供した。 

 

＜成果・評価＞ 

  当所では、今後 30 年間で 70％の確率で発生すると予想されている首都直下地震に対して、官民

を挙げた都市防災力の強化を図り、東京都と「東京の防災力向上のための連携協力に関する協定」

を締結した。本協定に基づき、防災対策の取組状況に関する実態調査を実施したところ、備蓄をは

じめ企業の取り組みが進んでいない実態が明らかになった。調査結果を踏まえ、都市防災力の向上

には、地域に根差した小規模事業者の防災・減災対策が重要であるため、要望活動にとどまらず、

国土交通省・東京都と緊密に連携を図り、説明会や安否確認訓練、視察会等を実施し、災害に立ち

向かう企業づくりに寄与した。 

 

③観光活性化に関する取り組み 

 

＜ねらい・効果＞ 

観光は、東京の成長、地域活性化の切り札として、需要の拡大や雇用機会の創出など、幅広い関

連産業に大きな経済波及効果をもたらすばかりでなく、魅力ある都市空間の形成や伝統の継承、文

化の創造など、地域社会の価値向上にも重要な役割を果たしている。また、大きな経済波及効果を

もたらすことから、旅行者数に加え、「訪都外国人消費額」、「外国人リピーター数」や「訪都国内

旅行者消費額」等の拡大を図った。 

 

＜頻度・方法＞ 

観光関連企業等で構成される観光・まちづくり委員会（委員長 佐々木副会頭・株式会社ジェイ

ティービー相談役）を中心に、観光振興に関する事業や提言・要望（2016 年度：２回、2015 年度：

２回）を行った。訪都意欲を醸成させるための「東京ブランド」の戦略的構築と発信をはじめ、首

都圏空港の容量の拡大、各種輸送手段の強化、また既に高稼働率で推移している宿泊施設や、旅行

者を惹きつける地域資源の開発、観光分野における人材の育成と確保、旅行者に対する危機管理体

制の確立など、ハード・ソフト両面の課題について、提案や解決に向けて働きかけを行った。 

  また、東京の魅力ある観光・地域資源を、国内外の旅行者に広く発信するインターネットサイト

「東商 地域の宝ネット」を立ち上げた。このサイトを通じて、当所が関与する地域振興事業で地

域の中小企業と連携して磨き上げた地域資源や、当所職員が地域を回って情報収集・掘り起した食

材・料理、文化、芸術、歴史・伝統、自然、産業などの「東京の日常」を紹介し、来都の際に東京

独自の価値を体験するきっかけをつくった。（2016 年度末：156件、2015年度末：109件） 
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＜成果・評価＞ 

東南アジアの経済成長やビザ発給要件の緩和等を背景に、2015 年には訪日外国人旅行者数が 45
年ぶりに出国日本人数を上回った。このように外国人旅行者が増加しているなか、免税制度の拡充

により都心部の大型店やチェーン店等で売上の伸びが目立つ一方、小規模事業者はインバウンド需

要を取り込めていない。その理由としては、旅行者が訪れる地域や店舗が一部に集中しているほか、

特に小規模事業者においてはインバウンド需要を取り込むための知識・ノウハウ、人材等が不足し

ており、十分に対応できていないことが挙げられる。 
当所では、「ムスリム旅行者受入セミナー」、「実践！ショッピングツーリズムセミナー」を第１

～３回まで開催、「インバウンド取組先進店舗 体験視察会」を実施した。外国人旅行者のニーズ等

に合ったサービス・商品を提供する事業者や取組意欲はあるものの方法が分からない小規模事業者

に対して、多言語対応はもとより、マーケティングや営業・広告方法等に関する支援を行い小規模

事業者のインバンド対応力アップに寄与した。 
 
２．各区を中心とした地域活性化 
 

①地域活性化事業の実施 

 
＜ねらい・効果＞ 

地域に根付いた小規模事業者は、地域の経済環境からの影響も大きく、地域の活性化に向けて、

特定のテーマに焦点を当てた支援事業を実施していく。各区に設置した支部で地域の独自性を活か

すため、各地域の行政、産業団体、関係各所と連携を深めながら地域の活性化に取り組んだ。 

 

＜頻度・方法＞  

事業環境の変化に応じた企業の成長戦略（台東）、外国人来訪者を取り込むことによる収益力向

上事業（北）、情報サービス産業向け職場環境づくり対策事業（品川）、外国人買い物客対応接客マ

ニュアルの発行（世田谷）、豊島区内企業への若者就業促進事業（豊島）、若手製造業者が担う板橋

製造業の未来（板橋）、企業における人的資源の危機管理対策事業（墨田）、有事に対する企業のＢ

ＣＰ策定の周知・啓発事業（足立）、葛飾区内ものづくり産業の販路開拓支援事業（葛飾）、高齢社

員活躍推進事業（江戸川）など 10支部で事業を実施した。  

 

＜成果・評価＞ 

  台東支部では、事業環境の変化に応じた企業の成長戦略を展開した。台東区は 23 区屈指の商業

集積地域であり、卸売・小売業の事業所数も 23 区中２位である。区内には 107 の商店街があり、

地域密着型の日用品を販売する商店から、観光客向けの小売店や、神具・仏壇や厨房製品などの専
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門店、人形・玩具、皮革製品などの問屋街などが業歴の長い企業が存在する。また、区では『台東

区ブランド』を創出するため、若手デザイナーを支援・育成する「台東デザイナーズビレッジ」や

地場産業のリーダーやクリエイターを支援する「浅草ものづくり工房」などを開設している。時代

を超えて生き残り、成長する企業の事例を取り上げ報告書にまとめ、専門家を招聘した基調講演に

より有効な経営手法や事業転換に関する基礎知識の伝達・情報共有を行う。これにより、区内小規

模事業者が今後も引き続き事業を継続・成長させるための契機となった。 
  飾支部では、葛飾区内ものづくり産業の販路開拓支援事業を展開した。区内ものづくり企業、

葛飾区役所、産業技術研究センター、中小企業振興公社、東京理科大学、外部専門家等をメンバー

とするワーキンググループを設置。葛飾区は、城東地域の一画を占める代表的な工業集積地域で、

東京都では第４位の製造業事業所数を誇り、特に金属、ゴム、プラスチックなどの生産が盛んであ

る。一方で、工場数は年々減少傾向にあり、区内ものづくり企業が厳しい経営環境を乗り越え事業

を継続していくためには、継続的な販路開拓支援が不可欠である。ワーキンググループの意見・要

望を踏まえ、2015 年度のニーズ調査を基に、葛飾ものづくり企業ガイドブック 2017 を作成・配付

するなど、区内ものづくり産業の活性化を図った。 
 

②食の地域ブランドの発信 

 

＜ねらい・効果＞ 

地域資源の一つとして、昔から親しまれている食材や地元産の野菜、地域で発祥となったメニュ

ー等を“食の地域ブランド”と位置付け、地域の飲食店や生産者と連携しながらイベントや情報発

信を積極的に行い、地域のブランド化やにぎわいの創出を図る。 

 

＜頻度・方法＞ 

食の文京ブランド 100選推奨事業（文京）、あらかわもんじゃ・北区おでんコン！（荒川・北）、

江戸川産小松菜ＰＲ支援事業（江戸川）等、各地域の関係各所と連携し地域活性化に取り組む。 

 

＜成果・評価＞ 

文京支部では、「食の文京ブランド 100 選推奨事業」を展開した。食の文京ブランド 100 選実行

委員会の構成団体である文京区商店街連合会、文京区観光協会と協力し、昨年度改選した 106 の食

の文京ブランド 100 選推奨店舗での飲食・購買を対象として「食べ歩きラリー」を実施（58 店舗

が参加）し、地域産業活性化と観光振興を促進した。また、文京区産業交流展「文京博覧会 2016」
への出展（４企業）および東京ドームホテルでの出品支援を前年度に引き続き行い、推奨店舗の商

品販売を支援した。 
荒川支部と北支部では、地域振興と出会いの場の創出を目的に、昨年に引き続き、荒川支部と共

催で婚活イベント「あらかわもんじゃ・北区おでんコン！」を開催。「あらかわもんじゃ」・「北区

おでん」・「都電荒川線」という地域資源を活用した区内活性化と男女の出会いを演出した。 
  足立支部では、「足立区新ご当地グルメ創造プロジェクト」の一環として「あだち菜うどん」を

展開し、区内の約 20 飲食店でメニュー提供している。2016 年度は「あだち菜うどん」乾麺の商品

化・一般販売を開始したほか、足立区のふるさと納税である「足立虹色寄付制度」の返礼記念品と

して採用され認知度が向上し、マスコミでも多く取り上げられた。また、2015 年度ＮＰＯ法人化

が実現した「あだち菜うどん学会」では、新たに「あだち菜パスタ」を開発し、生麺が学校・病院

の給食に採用されたほか、乾麺も商品化した。 
  江戸川支部では、「江戸川産小松菜ＰＲ支援事業」を展開した。江戸川区は都市農業という重要

な地域資源を持っているため、農業生産県と生産面や製品開発等で連携し、農業を活用した商業振

興を推進していく。毎年盛況の江戸川区恒例の“江戸川「食」文化の祭典”では、賑わい創出のみ

ならず、特徴ある農産品の絶好のアピールの舞台となり、区外の方々にとっても大きな誘引力とし

て寄与した。 
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③地域活性化イベントや各区の産業振興施策に係る各区行政との連携 

 

＜ねらい・効果＞ 

各区役所等が主催する祭事・産業展等の地域活性化イベントに参画・協力し、一丸となって地域

の活性化に取り組む。また各区行政との連携のため、各区内の小規模事業者と区役所、公的機関、

産業関係団体、区議会議員、各区選出の都議会議員・国会議員等を交えた懇談会を開催し、地域内

での人脈形成・取引拡大の場として、企業間での連帯を高める機会とした。 

 

＜頻度・方法＞ 

支部役員等や事務局が各事業の実行委員会の委員として企画面に関わったり、イベント係員の派

遣などによる運営面、会報誌やホームページ、セミナー、巡回によるチラシ配付等によるイベント

ＰＲなど告知・集客面での支援などを積極的に行った。 

 

＜成果・評価＞ 

  区長との懇談会は 16 支部で実施し、合わせて 8 支部で区政に関する要望を提出した。各区の産

業振興に関する委員会や審議会等に支部役員や事務局員が参画し、小規模事業者・中小企業の現状

や小規模事業者の立場に即した意見を伝え、産業振興施策の実効性を高めた。 
 

（第１期の事業実施、外部有識者の意見等を踏まえた改善のポイント） 
  東京 23 区はそれぞれの区に特性があり、ひとくくりにはできない色々な側面を持っている。課

題も地域に応じて様々であり、産業構成も大きく異なるため、各地域の関係各所と連携を深めなが

ら地域の実状にあわせた活動を展開していく。上記のとおり第１期の事業実施の評価等を踏まえ、

国土交通省・東京都・特別区・関係各所と緊密に連携を図り、要望提言活動と小規模事業者の持続

的な事業発展に資する地域振興に継続的に取り組んでいく。 

 

（第２期の事業内容） 

 

１．２３区全体の活性化に向けた事業 

 

①東京の国際競争力強化に向けた取り組み【継続・改善】 

  東京都の社会資本整備・都市づくりに関する政策は、東京の更なる成長・発展に向けた基盤であ

るとともに、2020 年オリンピック・パラリンピックの成功と有形無形のレガシー形成に重要な役割

を担うことから取り組みを更に加速させていく。社会資本整備がもたらす本来的な効果であるスト

ック効果の発現には、社会資本を利用する民間の役割も重要であることから、当所としても、国土

交通省・東京都と緊密に連携を図っていく。要望活動にとどまらず、「声かけ・サポート運動」を

展開していく。共助の心を、東京、ひいては日本全国に定着させ、訪日外国人の受入体制の整備に

取り組んでいく。 

 

＜改善内容＞ 

  東京を中心に展開していた「声かけ・サポート運動」を広げていくため、ＪＲ東日本との連携を

更に深め、首都圏主要ターミナル駅から横展開を図るほか、本運動を幅広い世代に理解を広げるた

め、親子を対象としたイベントなどを実施していく。 
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②都市防災力の強化に向けた取り組み【継続】 

東京都では、かねてから様々な防災・減災対策に取り組んでおり、事業者における防災・減災対

策の推進は都市防災力の向上に不可欠な要素であることから、国土交通省・東京都と緊密に連携を

図り、都内企業数の 99％を占める中小企業を中心に条例のさらなる周知や、被害想定に基づく防

災・減災対策の普及啓発、ＢＣＰの策定支援を行っていく。 

 

③観光活性化に関する取り組み【継続】 

  外国人旅行者が増加しているなか、多くの地域の小規模事業者ではインバウンド需要を取り込め

ていない。今後、旅行者が東京を訪れた際に、東京独自の価値を体験し東京の日常を知るニーズが

増々高まっていく。食材・料理、文化、芸術、歴史・伝統、自然、産業など東京の日常に根差した

魅力を「地域の宝」として捉え、地域密着の商工会議所ならではの視点で紹介する「地域の宝ネッ

ト」の件数を伸ばしていく。 

 

２．各区を中心とした地域活性化 

 

①地域活性化事業の実施【継続】 

各区に設置した支部で地域の独自性を活かすため、各地域の行政、産業団体、関係各所と連携を

深めながら地域の活性化に取り組み、地域の経済環境の整備を図っていく。 

 

②食の地域ブランドの発信【継続】 

地域の飲食店や生産者と連携し、地域資源である食材や地元産の野菜、地域で発祥となったメニ

ュー等を切り口とした地域のブランド化やにぎわいの創出を図っていく。 

 

③地域活性化イベントや各区の産業振興施策に係る各区行政との連携【継続】 

  地域の経済において、重大な影響がある各区の産業振興施策について、各区の産業振興に関する

委員会や審議会等に支部役員や事務局員が参画し、小規模事業者・中小企業の現状や小規模事業者

の立場に即した意見を伝えていく。また、区政への要望等を取りまとめ、区長や区議会議員等に提

出し、産業振興施策の実効性を高めていく。 

 

④東京オリンピック・パラリンピックの成功【新規】 

２年後のラグビーワールドカップ、３年後のオリンピックと今後も訪日外国人の増加が予想され

るなか、オリンピック・パラリンピック組織委員会、東京都、各区や観光協会など関係機関と連携

して、機運醸成や訪日外国人の受入体制の整備を図っていく。来訪者が安心して楽しめる、魅力あ

ふれる東京をつくり、内外に発信していく。 
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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り組み 

 

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 
 

（現状と第２期における改善方法） 
  従前から関係支援機関との情報交換や連携による事業実施に取り組んでいる。当所自体での経営

支援事業の広報、施策普及に取り組んでいるが、地区内 33 万の小規模事業者に対する認知は完全

ではなく、特に会員でない小規模事業者等に対する施策普及のチャネルを広げていくことは課題で

ある。 

  第 1期では、日本政策金融公庫や地域金融機関との連携強化に重点を置いて取り組んだ。2015年

に新設したビジネスサポートデスクを中心に、事業承継や創業に係る支援での連携を深め、金融機

関支店での相談会やセミナーを開催したほか、年間 100件を超える相談者の紹介を受けた。 

  当所事業に対する金融機関職員の理解促進のため、金融機関支店等での事業説明や金融機関職員

に対し事業承継支援の基本についてレクチャーするなど密接な情報交換を行った。こうした関係構

築は、主に信用金庫・信用組合を中心に進んでいるが、第２期においてはこれまでの取り組みを継

続しつつ、メガバンクや地方銀行などとの関係強化にも取り組んでいく。 

 

（事業内容・目標） 

①創業支援における産業競争力強化法に基づく認定を受けた特別区との連携・協力 

【継続】 
  創業支援事業計画の認定を受けた特別区と連携し、各区に設置している当所支部を中心に個別相

談やセミナー開催等を行う。特に創業予定者に対する各施策の周知方法は、各機関にとっての課題

になっており、その他の支援機関（(公財)まちみらい千代田、興産信用金庫、東京三協信用金庫、

西京信用金庫、城北信用金庫、瀧野川信用金庫、(公財)世田谷区産業振興公社、世田谷信用金庫、

西武信用金庫、八千代銀行、第一勧業信用組合、中野区産業振興センター、練馬区産業振興公社、

みずほ銀行、芝信用金庫、東京信用金庫、巣鴨信用金庫、りそな銀行、江東信用組合、東京東信用

金庫、朝日信用金庫、東京ベイ信用金庫、㈱東日本銀行、文化産業信用組合、㈱商工組合中央金庫、

㈱東和銀行、国際ファッションセンター㈱、東京電機大学、足立成和信用金庫、亀有信用金庫、東

栄信用金庫、青和信用組合、東京理科大学）とも協力することで、各機関が持つ創業予定者へのア

プローチ方法などを可能な限り共有し、地域としての創業支援事業の効果を高めていく。 

 連携事業を通じて、区内創業希望者に創業前・創業後に使える当所の経営支援事業の認知度向上を

図る。 

  各区における開業業種や創業予定者の特色などを連携する各区の担当者と年３回の情報交換を

行い、個別の創業支援にあたり、当所経営指導員が習得すべき業種特性などの把握に役立て、支援

の質的な向上につなげる。 

 

②中小企業庁・関東経済産業局の支援事業との連携【継続】 
 

  当所で受託している「東京都中小企業再生支援協議会」「東京都事業引継ぎ支援センター」と、

日常的に情報交換や情報共有を図り、双方の得意分野に応じ、支援対応するよう相談者の引き継ぎ

を支援案件の都度、随時行い、事業再生・事業引継ぎに係る専門知識や支援スキルを習得につなげ

る。その他、東京都信用金庫協会が実施機関になっている「東京都よろず支援拠点」とも、それぞ

れの相談員の特性に合わせて、相互に相談者の紹介を行い、継続的なサポートを行っていく。 

  これらの専門的な支援事業と協力することで、地域全体としての支援レベルを向上させ、相談企

業の成長・経営改善を後押しする。 
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③大学・地域金融機関等との連携【継続】 
 

  大学・研究機関が多く所在する東京 23 区のメリットを活かし、大学・研究機関と連携し、産学

公連携相談窓口を開設。各大学・研究機関を当所の担当者が年１回以上訪問し、得意分野の情報を

収集。課題を持つ小規模事業者を各機関の担当者に紹介・橋渡しすることで、技術革新・製品開発・

知的財産活用等に係る課題解決を促進していく。 

  当所経営指導員等においては、多岐にわたる製造技術や工場の生産管理に係る実務経験がない者

が多く、技術面の相談に関しては、専門機関との連携が不可欠である。各大学研究室の研究テーマ

や、公設試験所の保有設備、対応可能な検査項目などを把握することで、相談者に対する迅速かつ

適切な相談窓口の紹介を行う。各小規模事業者において、各機関の特徴を把握することは難しく、

ワンストップの窓口として当所が機能することを目指す。 

  大学・研究機関側でも中小企業との連携や支援の意欲も高まっており、担当者の訪問時には製造

業を中心とする小規模事業者の相談ニーズなどを示し、支援者側と相談者側の意識のギャップがあ

る場合には、各機関による支援内容や体制がより実際的なものとなるよう働きかけを行っていく。 

 

※産学公連携相談窓口への協力機関（順不同） 

宇都宮大学、お茶の水女子大学、近畿大学、慶應義塾、工学院大学、産業技術大学院大学、産業技

術総合研究所、芝浦工業大学、首都大学東京、上智大学、拓殖大学、千葉大学、中央大学、帝京大

学、電気通信大学、東海大学、東京海洋大学、東京工業大学、東京電機大学、東京都市大学、東京

都立産業技術研究センター、東京理科大学、東洋大学、鳥取大学、新潟大学、日本大学、日本医科

大学、日本工業大学、文化学園大学、明治大学、明星大学 

 

④日本政策金融公庫との情報交換【継続】 
 

  融資を通じて地区内小規模事業者と経営状況を把握している日本政策金融公庫の各支店と管轄

地区単位で公庫の事業統轄・融資担当者と、当所経営指導員の連絡協議会を年に 2回程度開催する。 

公庫の融資動向から見た地域経済情勢や小規模事業者等などを情報交換し、小規模事業者の抱える

課題を共有し、個社の相談対応（創業者の出店場所の検討等）に活用していく。 

 

⑤中小企業活力向上プロジェクト実行委員会への参画【継続】 
 

  都内商工会議所・商工会で実施する中小企業活力向上事業の推進、都内中小企業者の経営基盤強

化に資する事業企画を行っている中小企業活力向上プロジェクト実行委員会の幹事会（年 2回・管

理職級）、担当者連絡会（年 2 回・実務担当者級）へ参加し、構成団体間（東京都産業労働局・東

京都中小企業振興公社・東京都中小企業診断士協会・東京都商工会議所連合会・東京都商工会連合

会・東京都中小企業団体中央会）で情報交換・意見交換を行う。 

事務局業務を当所が受託しており、各商工会議所・商工会の支援事例の取りまとめや各団体の担

当者との連絡を通じて、経営診断や事業計画策定・実行支援の手法等について情報交換も行ってい

る。また、中小企業活力向上の支援ツールであるチェックシートや施策ハンドブックの改訂や実行

委員会が運営する中小企業活力向上プロジェクト公式サイトでの公的施策等の発信などの業務に

より、当所事務局員の支援スキルの向上にもつながっている。 

 

 

⑥都内中小企業相談所長会議の開催【継続】 
都内 8商工会議所の中小企業相談所長と東京都商工会連合会（オブザーバー参加）が参加する情

報交換会議を年 3回程度開催。都内各地の地域情勢、小規模事業者の経営課題、個社支援に関する
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ノウハウや相談者の掘り起し方法に係る情報交換を実施。 

 

⑦専門家派遣事業実施団体による情報交換会【継続】※従来から行ってきた取組を追記 

  専門家派遣事業を行っている支援機関（東京都中小企業振興公社、東京都商工会連合会、東京都

中小企業団体中央会）の事業担当者による情報交換会を年 1回開催。専門家を活用した支援の進め

方、支援対応する課題の動向のほか、団体職員が行っている小規模事業者等への支援内容などを共

有し、相互研鑽を通じて、支援レベルの向上を図る。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

（現状と第２期における改善方法） 
従来から経営指導員研修を定期的に実施し、全経営指導員が選択・必修を合わせて毎年一定時間

の研修を受講し、支援スキル・知識の維持・向上に努めている。毎年受講している事務局員にも新

たな気づきが得られるよう研修テーマだけでなく研修スタイルにも改善・工夫が必要である。 

  第 1期においても、当所に寄せられる相談の傾向、経営環境の変化を踏まえた企画を行い、講師

については、東京 23 区の小規模事業者に対する支援経験が豊富な方を選定するよう留意した。 

  初めて経営指導員となる事務局員については、座学の研修だけでなく、各支部や担当でベテラン

職員に同行するＯＪＴで、支援スキルや相談者とのコミュニケーションスキルの向上を図った。 

  ＯＪＴは各支部に任されているのが現状で、教育内容にバラつきがあり、部署間で育成ノウハウ

の共有や統一的な育成プログラムなど能力の底上げを組織的に図っていく。 

 

（事業内容） 

①経営指導員研修の実施 
  小規模事業者の経営改善に資する基本的な知識から伴走型支援に必要な能力の向上を図るため

に、経営指導員を対象とした各種研修を実施し、中小企業支援の専門家を中心とする講師から新た

な知見を得る機会とする。 

  各研修においては、講師からの講義だけでなく、ケーススタディなどで参加者同士のディスカッ

ションを行い、実際に経営支援を実施する当所やその他の都内商工会議所の経営指導員等が情報提

供やアイデアを出し合うことで、相互研鑽を図り、支援スキルの向上を図っていく。 

 

a.経営改善普及事業の基本に関する研修（必修）【継続】 

  全経営指導員を対象に、当該年度における経営改善普及事業やそのほかの都・国の小規模事業

者・中小企業向けの施策に関する研修を実施する。新しい施策の紹介や関係機関（東京都事業引

継ぎ支援センター、東京都中小企業再生支援協議会等）事業の支援状況などの説明を行い、小規

模事業者・中小企業を取り巻く基本的な支援情報を身につける。 

 

b.最新の支援施策、経営改善普及事業に係る総合的な研修（必修）【継続】 

  経営指導員として必要な基本的知識の向上、経営指導員としてのコンプライアンス意識の向上、

都・国等の中小企業対策に関する情報提供、小規模事業者が必要とする情報の提供を目的とした

総合的な研修を開催する。年に１回開催（5時間の講義）し、全経営指導員が出席する。 

 

c.テーマ別の専門分野に係る研修（選択）【改善】 

  小規模事業者が抱えている課題や都・国等の政策的な支援テーマについて、的確かつ迅速な対

応・指導ができるよう、実践・実地的研修を行い、資質の向上を図る。全経営指導員が 16 コー

スより 5つ選択し受講する（1コース 3時間の講義）。 

  従来からコースを増やすことで、多様化している小規模事業者の支援ニーズに対応できる能力の

修得を図るとともに、受講する経営指導員等の専門知識の蓄積を図る。 

●設定コース（2017 年度の実施テーマ） 

・決算書の読み方 

・財務分析（ケーススタディ） 

・補助金・助成金の活用 

・実務に役立つ税制の仕組み（消費税 他） 

・創業支援概論（手続きの流れ、等） 

・創業支援の実践（成功・失敗例） 
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・ＩＴ活用支援概論（事例紹介） 

・ＩＴ活用支援の実践（チャンスとリスク） 

・事業承継支援概論（手法・事例 等） 

・事業承継支援の実践（後継者育成編） 

・業種別経営分析（建設） 

・業種別経営分析（小売・飲食） 

・海外展開支援概論（制度説明、等） 

・インバウンド対策（今後の展開、等） 

・海外展開支援エリア別戦略（東南アジア） 

・事業承継支援の実践（引き継ぎ編） 

 

d.外部機関を活用した研修【継続】 

  上記の当所主催の研修ではカバーできないような分野の研修については、本人の希望も勘案し

て、中小企業大学校、その他外部民間機関の研修などを活用することで能力向上を図る。 

●研修テーマ例 

  ・企業再生 

・事業承継 

・経営革新 

・事業計画策定 

  ・キャッシュフロー経営 

 

e.若手経営指導員に対する研修【継続】 

上記、a～dに加えて、経営指導員になって１、２年目の職員については重点的に研修を組み、基

礎的な経営支援能力の修得を図っている。 

  ●１年目の経営指導員への追加カリキュラム例 

・新任経営指導員研修（経営指導員としての心構え、金融支援の基礎知識） 

・通信教育（財務、トラブルを防ぐ融資法務：年２回 各回とも期間３カ月） 

・新任経営指導員研修（融資判断を中心としたフォローアップ） 

  ●２年目の経営指導員への追加カリキュラム例 

   ・通信教育（経営分析と改善アドバイス：期間３カ月） 

 

f．事務局全体の研修体制【継続】 

  当所では、職員がジョブローテーションにより経営指導員とそれ以外の職務双方を経験しなが

ら、キャリアを積む体制になっている。そのため、職員全体を対象に小規模事業者・中小企業へ

の対応を含めた知識・技能・態度の向上を図るため、体系的な研修を実施している。 

  経営指導員としての業務以外でも、税制や労働法制等に関する意見要望活動、会員向けの採用支

援などの業務を通じて、継続的に小規模事業者への経営支援に役立つ、知識・スキルを修得して

いく。 
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＜研修体系＞ 

 
 

 

＜主な研修内容＞ 
１．階層別研修 

 (1)新入職員研修 
  内容：職員としての心構え、東商の組織・事業の把握、社会人としてのマナー、仕事の進め方等  
 (2)若手職員研修（７級職１年目） 
 (3)リーダー研修（６級職１年目） 
 (4)指導職研修 （４級職１年目） 
  内容：各階層により、①人事課が企画する研修への参加。②目標管理制度と連携して実施。 
 (6)管理職研修    集合研修 
 (7)新任管理職研修  内容：ライン管理職としてのマネジメント等 
 (8)新任考課者研修  内容：人事考課の進め方等 
 (9)考課者研修    内容：人事考課実施に当たっての留意点等 
２．部署別研修  

  内容：部・課・センター・支部等において、業務の必要に応じて、ライン管理職の指示に基づき、各

職員が外部研修等に参加する。部・課・センター・支部等にて、グループで実施しても可。 
３．特別研修 

 (1)経営改善普及事業関連研修 
  ①中小企業大学校研修：・専門コース 
  ②東京都研修：    ・経営指導員等研修（一般コース、特別コース） 
             ・基礎研修会（補助員、記帳専任職員） 
  ③その他研修：    ・新任支部事務局長・次長研修 
             ・新任支部経営指導員研修（４月 中小企業相談センター実施） 
 ・国土交通省「官民交流（本省課長補佐級）Ⅰ研修」  ・各地商工会議所研修 
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②専門家や経験豊富な経営指導員の支援同行によるＯＪＴ【改善】 
  経験年数が短い経営指導員を中心に、専門家派遣事業や経営豊富な経営指導員による支援の現場

に同行・同席させることで、座学だけでは習得できないヒアリングスキル、説明能力をはじめとす

る実践的な経営支援のノウハウを吸収させる。 

相談対応力をつける最も有力な方法だが、こうしたＯＪＴの方法、実施期間は、各支部の判断に

委ねられている。指導するベテラン経営指導員のノウハウも様々なため、身につけられるスキルに

もバラつきがある。そのため、以下のような改善策の実施を検討していく。 

・経営指導員等として修得すべき基本スキルの提示 

・新任経営指導員に対するインストラクターの組織的な任命 

・インストラクターに対する育成方法の教育、経営支援業務を統括する中小企業相談センターによ

るサポート 

 

③公的資格取得奨励制度【継続】 ※従来から行ってきた取組を追記 

  当所事務局員の自主的なスキルアップため、公的資格取得を促す制度。経営指導員等の業務に関

係する公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士などの資格取得や日商簿記やビジネ

ス実務などの検定受験などが対象に含まれ、合格時に祝い金の支給が受けられる。 

 

④カルテ管理システムによる情報共有【継続】 
  経営指導員等が小規模事業者等からの経営相談に応じた事業者への支援内容等を記録し、情報共

有するため、企業データベースと連動させたカルテ管理システムを構築している。 

時系列で過去の支援内容や企業の現況等の情報が閲覧でき、経営指導員等の異動・退職があった

際も、過去の経緯を踏まえた継続的な対応を可能にする。また、業種や規模、キーワードなどによ

る情報検索をすることで、支援の際に過去の類似の相談事例への対応方法や結果を参照すること

で、今後の支援方針の検討に際して役立てることができる。 

＜実際のカルテ管理システムの画面＞ 
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⑤指導事例集等の作成による情報共有【改善】 
  経営指導員等の支援による経営改善事例を毎年全員から収集し、所内イントラネット上に掲載し

所内全体で情報共有する。業種や課題等による検索が行え、同種の支援実施にあたって参考にする

ことができる。事例が定性的な成果のみである場合も多く、売上向上・収益改善など定量的な支援

成果を示すことを求めるよう事例フォームの見直しを行うなど、各経営指導員に明確な支援成果を

あげることへの意識づけを強化するために運用の工夫を行っていく。 

  中小企業活力向上事業による優良な支援事例を当所が事務局を受託している中小企業活力向上

プロジェクト実行委員会で収集し、事例集として取りまとめ、都内商工会議所・商工会に配付する。

また掲載事例については、経営指導員を集めた成果報告会で担当者から発表することで、支援現場

でのノウハウを質疑も交えながら共有していく。 

  当所の創業ゼミナールに参加し、創業計画を策定し開業した例も毎年事例集にまとめ、相談者や

セミナー参加者に配付し、創業者の苦労と喜びを創業予定者に伝えるツールとして活用している。 

 

 

     
 

指導事例集掲載例              中小企業活力向上プロジェクト支援事例集 
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⑥本支部での情報共有【継続】 
  年２回、中小企業相談センターが 23 支部を巡回し、各支部における経営支援事業の取組状況な

どを確認し、支援事業の運営面での改善点の指示・アドバイスを行っている。 

また各支部における支援実施、事業推進の好事例を聴き取り、他の支部への共有を図っている。 

 23支部の事務局長が一堂に会して、地域活性化に関する取組の情報共有を行うほか、最新の支援施

策等の情報を中小企業相談センター等の本部部署から情報提供する会議を毎月開いている。その他

に近隣の支部間での情報共有を図るブロック支部事務局長会議も定期的に開催する。 

 

 

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 
 

①東京都による補助金検査を通じた各事業の業務改善【継続】 
  毎年度経営改善普及事業等の補助事業について、東京都産業労働局所管部署の検査を受け、適正

な事業遂行が行われているか評価を受けている。指摘事項については所内で対応策を検討し、東京

都に対して対応状況について報告を行うなど、事業改善に努める。 

 

②事業報告書の作成・公表【継続】 
  東京商工会議所で実施したすべての事業を網羅的にとりまとめた、事業報告書を毎年度作成す

る。作成した事業報告書については、総務統括部に備え付け対外的に公開している。 

 

③外部有識者との意見交換会による事業評価【継続】 
  東京商工会議所の経営発達支援事業の実施状況について、外部有識者に事業報告書をもとに報

告。各委員から意見を求め、事業改善に活用する。また、外部有識者の意見と改善実施の状況につ

いて書面化し、地域の小規模事業者等が閲覧できるよう本部・中小企業相談センターと特別区 23

区にそれぞれ設置する支部に備え付け、対外的に公表を行い、当所ホームページでも地区内小規模

事業者に対して周知を図る。 

 

外部有識者（内諾済み） 

 東京都中小企業診断士協会 会長  

 東京都産業労働局商工部 地域産業振興課課長 

 東京都中小企業振興公社 総合支援部長 

 日本政策金融公庫 国民生活事業 東京地区統轄 

 東京信用保証協会 経営支援部長 

 

④内部的な事業評価 
  当所全体の中期計画である「新・中期ビジョン 2014-2016」、単年度の「事業活動計画」に基づき、

所内全部署において、「事業計画・進捗評価チェックシート」を作成し、ＰＤＣＡサイクルが回す

仕組みを構築。 

このチェックシートを基に、部署全員で①成果目標の設定（1 年後）⇒②上半期取り組み内容・

成果、上半期達成度評価⇒③上半期の課題・下半期に向けた取り組みの確認⇒④年間での主な取り

組み内容・成果の確認⇒⑤目標達成状況の評価⇒⑥次年度に向けた課題の確認を行っている。 

担当者個人レベルでも、「目標チャレンジシート」を用いて、担当業務に関する課題の設定・実

施プロセスを検討し、半年毎に上司と面談のうえ達成状況の確認、業務改善を図っている。 
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 ●東京商工会議所における内部事業評価の流れ 
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中期的な目標の単年度計画 
への落とし込み 

組織目標の部署事業への 
落とし込み 

部署目標の個人業務への 
落とし込み 

半期毎の進捗確認 
取組方法の見直し 

半期毎の進捗確認 
部署事業の改善の実施 

年度毎の進捗確認 
全体の事業改善の実施 

全所的な計画・目標 
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（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 

（2017年 10月現在） 

（１）組織体制（経営発達支援事業の実施に関わる実施体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜各部署の主な担当事業＞ 

  ○中小企業部 

    地域の経済動向調査 

  ○中小企業相談センター、ビジネスサポートデスク 

    経営状況の分析、事業計画策定支援、事業計画策定支援後の実施支援 

    需要動向調査、新たな需要の開拓に寄与する事業、 

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 

    経営指導員等の資質向上に関すること 

事業の評価および見直しに関する仕組みについて 

  ○23支部 

    経営状況の分析、事業計画策定支援、事業計画策定支援後の実施支援 

    新たな需要の開拓に寄与する事業、各区を中心とした地域活性化 

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 

  ○地域振興部 

事務局長 

23支部 

中小企業相談センター 

ビジネスサポートデスク 

地域振興部 

サービス・交流部 

広報部 

総務統括部 

中小企業部 

 
 

組織運営課 

人事課 
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    23区全体の活性化に向けた事業 

  ○サービス・交流部 

    新たな需要の開拓に寄与する事業 

  ○広報部 

    需要動向調査 

  ○組織運営課 

    事業の評価および見直しに関する仕組みについて 

  ○人事課 

    経営指導員等の資質向上に関すること 

 

＜経営指導員等の人員配置＞ ※コーディネーターは事務局員に限る 
部署 経営指導員 業務支援員 記帳相談員 コーディネーター 

人事課 3    

支部運営課 2    

財務課 3 2   

産業政策第一部 1    

中小企業部 5    

中小企業相談センター     

（業務推進担当） 4 1 1  

（経営相談担当） 9 2   

（金融対策担当） 4    

（海外展開支援担当） 4    

ビジネスサポートデスク（東京東）    2 

ビジネスサポートデスク（東京西）    2 

ビジネスサポートデスク（東京南）    2 

ビジネスサポートデスク（東京北）    2 

浅草分室 2    

千代田支部 6 1   

中央支部 6 1   

港支部 5 1 2  

新宿支部 6 2 1  

文京支部 5 1   

台東支部 6 1   

北支部 5 1 1  

荒川支部 6 1   

品川支部 6 1   

目黒支部 6 1   

大田支部 5 1   

世田谷支部 6 1   

渋谷支部 6 1   

中野支部 6 1   

杉並支部 6 1   

豊島支部 6 1   

板橋支部 6 1   

練馬支部 5 1 1  

江東支部 6 1   
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墨田支部 5 1 1  

足立支部 6 1 1  

葛飾支部 6 1   

江戸川支部 7 1   

合計 170 29 8 8 

 

（２）連絡先 

 

 東京商工会議所 中小企業部 中小企業相談センター 

  〒100－0005 東京都千代田区丸の内２－５－１丸の内二丁目ビル 

  ＴＥＬ ０３－３２８３－７７００ 

 

  http://www.tokyo-cci.or.jp/ 

 

 

 

 

 

（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） 

 

2018年度 

(2018年4月

以降) 

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

必要な資金の額 2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 

 
小規模企業対

策事業費 
2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 

（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 

東京商工会議所自主財源（会員、事業収入） 

東京都補助金（経営改善普及事業、中小企業活力向上事業、地域持続化支援事業等） 

東京都事業受託費（経営革新計画点検業務など） 

 

 

（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） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

中小企業活力向上プロジェクト実行委員会 
 東京都内の中小企業に対し、自社の経営課題に対する「気づき」を促し、課題解決に取り組む企業

は、専門家による中期経営計画の策定支援と計画の実行支援を提供する「中小企業活力向上事業」を

都内商工会議所・商工会が実施する。 

 この事業に用いる「中小企業活力向上チェックシート」をはじめとする支援ツールの作成、都内中

小企業に対する広報活動、支援結果の分析による支援モデルの検討を行うために、都内中小企業支援

機関が連携して組成。 

連携者及びその役割 

東京都（中小企業活力向上事業費の各団体への補助、進行管理） 

代表：知事 小池百合子 東京都新宿区西新宿 2-8-1  03-5321-1111 

 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 （支援企業に対する販路開拓等の出口施策の提供） 

代表：理事長 福田良行 東京都千代田区神田佐久間町1－9 03-3251-7886 

 

東京都中小企業団体中央会（組合等を通じた事業の周知） 

代表：会長 大村功作 東京都中央区銀座 2-10-18 03-3542-0368 

 

一般社団法人東京都中小企業診断士協会（経営診断チェックを担当する専門家確保、支援ツール作成

に関する専門知識の提供） 

 代表：会長 米田英二 東京都中央区銀座 2-10-18 03-5550-0033 

 

東京都商工会連合会（中小企業活力向上事業を実施する商工会の取りまとめ） 

 代表：会長 村越政雄 東京都昭島市東町 3-6-1 042-500-1140 

 

東京都商工会議所連合会（中小企業活力向上事業を実施する商工会議所の取りまとめ） 

 代表：会長 三村明夫 東京都千代田区 2-5-1  03-3211-6025 
  ※東京商工会議所が本実行委員会の事務局業務を受託 

連携体制図等 

 



６５ 
 

 

連携する内容 

創業フォーラム 

 下記４機関が連携して開催し、著名な創業者の基調講演と、各支援機関の創業支援策について４機

関からの説明などを行う。 

創業ゼミナール 

 東京信用保証協会と共催で、創業希望者に対して少人数で実践的な内容を指導する。8 週連続全 8

回のコースを年 4回開講する。毎回保証協会の創業担当者が出席し、融資の観点からの指導を行い、

修了者が資金調達できるよう支援する。 

創業塾 

 日本政策金融公庫と共催で、創業希望者に対して短期集中型（2日間・計 12時間の講義）で、創業

に必要な基礎知識を教示する。創業を志す者同士の交流の場になっている。 

窓口専門相談 

 日本政策金融公庫と東京信用保証協会の融資担当者による出張相談日を定期的に開催している。金

融機関取引のない小規模事業者、創業予定者の借入に関する相談に対応している。 

連携者及びその役割 

東京信用保証協会  

代表：理事長 村山寛司 中央区八重洲2-6-17 03-3272-2279 

株式会社日本政策金融公庫 

代表：総裁 細川興一 千代田区大手町1-9-4 03-3270-1300 

公益財団法人東京都中小企業振興公社  

代表：理事長 福田良行 東京都千代田区神田佐久間町1－9 03-3251-7886 

 

役割については、連携体制図参照 

連携体制図等 
 

・創業ゼミナールの開催 
・窓口専門相談 ・創業塾の開催 

・窓口専門相談 

・創業フォーラムの開催 
・情報交換、PR での連携 
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連携する内容 

産学公連携による中小企業の技術面等の課題解決を支援する相談窓口の開設 

大学や研究機関と連携し、東京商工会議所が中小企業との橋渡しを行うことで、産学公連携によ

り、中小企業の技術的な課題の解決をサポートする 

連携者及びその役割 

 

連携者名 代表 住所 

国立大学法人 宇都宮大学 学長 石田朋靖 栃木県宇都宮市陽東 7-1-2 

国立大学法人 お茶の水女子大学 学長 室伏きみ子 東京都文京区大塚二丁目１番１号 

学校法人 近畿大学 学長 塩﨑均 大阪府東大阪市小若江 3-4-1 

学校法人 慶応義塾 塾長 長谷山彰 神奈川県横浜市港北区日吉 3-14-1 

学校法人 工学院大学 学長 佐藤光史 東京都八王子中野町 2665-1 

学校法人 駒澤大学 学長 長谷部八朗 東京都世田谷区駒沢 1-23-1 

産業技術大学院大学 

（公立大学法人首都大学東京） 
学長 川田誠一 東京都品川区東大井 1-10-40 

独立行政法人 産業技術総合研究所 理事長 中鉢良治 茨城県つくば市梅園 1-1-1 

学校法人 芝浦工業大学 理事長 五十嵐久也 東京都江東区豊洲３－７－５ 

公立大学法人 首都大学東京 理事長 島田晴雄 東京都八王子市南大沢 1-1 

学校法人 上智大学 理事長 高祖敏明 東京都千代田区紀尾井町 7-1 

学校法人 拓殖大学 理事長 福田勝幸 東京都文京区小日向 3-4-14 

国立大学法人 千葉大学 学長 徳久剛史 千葉県葉市稲毛区弥生町 1-33 

学校法人 千葉工業大学 学長 小宮和仁 千葉県習志野市津田沼 2-17-1 

学校法人 中央大学 理事長 酒井正三郎 東京都文京区春日 1-13-27 

学校法人 帝京大学 理事長 沖永佳史 東京都板橋区加賀 2-11-1 
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国立大学法人 電気通信大学 学長 福田 喬 東京都調布市調布ヶ丘１－５－１ 

学校法人 東海大学 総長 松前達郎 神奈川県平塚市北金目 4-1-1 

国立大学法人 東京海洋大学 学長 竹内俊郎  東京都港区港南 4-5-7 

国立大学法人 東京工業大学 学長 三島良直 東京都目黒区大岡山 2-12-1 

学校法人 東京電機大学 理事長 加藤康太郎 東京都足立区千住旭町 5番 

学校法人 東京都市大学 学長 三木千尋 東京都世田谷区玉堤 1-28-1 

地方独立行政法人 東京都立産業技

術研究センター 
理事長 奥村次德 東京都江東区青海 2-4-10 

学校法人 東京理科大学 理事長 本山和夫 東京都葛飾区新宿六丁目３番１号 

学校法人 東洋大学 理事長 福川伸次 文京区白山 5-28-20 

国立大学法人 鳥取大学 学長 豊島良太 東京都港区芝浦 3-3-6 

国立大学法人 新潟大学 学長 髙橋姿 新潟市西区五十嵐２の町 8050 

学校法人 日本大学 理事長 田中英壽 東京都千代田区九段南 4-8-24 

学校法人 日本医科大学 理事長 坂本篤裕 東京都文京区千駄木 1-1-5 

学校法人 日本工業大学 理事長 柳澤章 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台 4-1 

学校法人 文化学園大学 学長 濱田勝宏 渋谷区代々木 3-22-1TEL 

学校法人 明治大学 理事長 柳谷孝 東京都千代田区神田駿河台 1-1 

学校法人 明星学苑 理事長 吉田元一 東京都日野市程久保 2－1－1 

 

（連携者の役割） 

連携先の大学等は、東商からの相談案件に対して、各大学の持つ技術や人的支援を活用して、対応

を行う。例えば、新製品開発にあたっての相談、製品改良のサポート、大学教員との共同研究、新

技術に関する大学が保有する研究シーズや研究成果の提供などを行う。 
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連携体制図等 
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