
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
大東商工会議所 （法人番号３１２２００５００１７１９） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

地域の総合経済団体及び小規模事業者の支援機関として、地域の現状

と課題を十分に認識し、周辺の産官学金機関等との連携を密にしながら

伴走型の支援を行い、小規模事業者の持続的発展と地域経済の活性化を

支援していく。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

地域経済動向調査を通じ、外部環境である地域経済の動向を把握し、 

小規模事業者の持続的発展に資する経営分析や事業計画策定の基礎情 

報として活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 

経営状況分析を実施し、小規模事業者の課題認識から持続的発展に 

向けた事業計画策定や計画の実行支援に活用する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

経営状況分析の結果を踏まえ、伴走型で事業計画策定支援を行い、

小規模事業者の持続的発展を図る。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画に定めた目標に対し、定期的に進捗状況を確認しながら、 

各課題に応じた支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者が取り扱う製品・商品。サービス等のマーケティング 

情報を事業者と共に収集し、整理、分析して小規模事業者へ提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

ＩＴを活用した情報発信力の強化、展示商談会への出展支援、関係

機関とのマッチング支援等により、需要開拓支援を行う。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．市内工業の活性化策 

「ものづくり教育道場」「ものづくり先進企業への見学交流事業」

「工場見学受入れ協力企業ＭＡＰ」などを推進することで、工業面

から地域活性化を図る。 

２．市内商業の活性化策 

「大東まちゼミ」「クーポンチケット事業」「大東市スマイルミネー

ション」などを推進することで、商業面から地域活性化を図る。 

連絡先 

大東商工会議所 中小企業相談所   大阪府大東市曙町３番２６号 

電話番号：072-871-6511   FAX番号：072-871-0330 

メールアドレス：daitocci@daito-cci.or.jp  

ＵＲＬ：http://www.daito-cci.or.jp/ 

 

mailto:daitocci@daito-cci.or.jp
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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 

１．大東市の概況 
 

大東市は住道、四条町、南郷村の 2町 1村が合併し、昭和 31年 

4月に誕生。光と将来への展望を「光は東方より」のことわざに託し 

「大東市」と命名された。                              

地勢は、東西 7.5㎞、南北 4.1㎞、面積 18.27㎢で、大阪府東部 

河内平野のほぼ中央に位置し、人口およそ 12.2万人。 

東は豊かな自然が息づく「金剛生駒紀泉国定公園」を境に奈良県に、

西は大阪市に接している。 

大阪市内及び京都府南部方面へは、JR 学研都市線で結ばれ、道路

も市の中央を南北に外環状線（国道 170 号）、東西を府道大阪生駒線が走り、

交通の便に恵まれたところである。全国と結ぶ主

要幹線道路が近接していることなどから、1950年

代に急速な都市化、工業化が進んだまちである。 

 

大東市内は、北側から寝屋川が、南東からは恩 

智川が住道駅前で合流しており、両河川とも高い

堤防をもっている。市街化区域と市街化調整区域

に大きく二分され、コンパクトに生活機能が集ま

っており、効率的な企業活動や行政運営が可能な

まちといえる。市民の移動に大きく影響する河川

や鉄道による生活圏の分断や急傾斜地などの地域

特有の地理的要件を乗り越え、小回りが利くこと

の優位性を活かした取組が求められている。 

 

当市産業の特色として、工業は、金属製品・生

産用機械器具・はん用機械器具などを中心に、大

阪東部の一大ものづくり集積地の一翼を担ってい

る。製造業が当市の基幹産業となっているが、製

造品出荷額で府内 17 番目と近年その順位を落と

している。 

 商業は、総事業所数のうち、卸売業・小売業が約 20％を占めている。全体の年間商品

販売額は府内 20番目であり、工業と同様、近年その順位を落としている。 

（平成２６年工業統計・平成２６年商業統計、大東市統計情報） 

 

大東市の地域資源にかかる直近の動きとしては、東部にある飯盛山に戦国時代に築か 

れた山城があり、信長に先んじて畿内を治めた「三好長慶」の居城であったことから、

市をあげて文化遺産（国史跡）にしようとい 
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う取組が始められている。 

 

２．地域の小規模事業者の現状と課題 
 

 西は大阪市に隣接しており、アクセスの良さという地域特性を活かした産業（製造業

850、運輸業 179、不動産・物品賃貸業 633、建設業 389、教育・学習支援業 123 など）

が成立しており、大東市の事業者数は４,８２１事業者である。 

そのうち小規模事業者数は３,４７３事業者であり、全体の７２％にのぼる。 

 

（表１）大東市主要業種の事業所数・小規模事業者数など 

 全業種 製造業 運輸業 
不動産・ 

物品賃貸業 
建設業 

教育・ 

学習支援業 

事業所数 ４,８２１ ８５０ １７９ ６３３ ３８９ １２３ 

小規模事業者数 ３,４７３ ７０２ １２５ ６１４ ３７７ ７３ 

小規模事業者率 ７２．０％ ８２．６％ ６９．８％ ９７．０％ ９６．９％ ５９．３％ 

※平成２６年経済センサス 
  

 当市は、大阪東部のものづくり集積地の一翼を担い、はん用機械器具・金属製品・生

産用機械器具・非鉄金属など多様な業種で構成されている製造業が基幹産業である。 

 現在、製造業は全体として技術力、精度、小ロット、短納期にも対応しているものの、

最終製品を製造している事業者が少なく、優れた技術はあるが、市場での認知度が低く、

経営基盤は脆弱である。その他、後継者不足や雇用面での人材不足なども大きな課題と

なっている。 

 

下の表２は、大東市製造業における製造品出荷額を平成２０年と平成２６年とを比較 

したものである。 

比較対象の６年間に市内製造業の製造品出荷額合計は、４０％強も落ち込んでいる。 

 

 （表２）製造品出荷額の推移                    （単位：万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※経済産業省「工業統計調査」 

 平成２０年 平成２６年 

製造業計 ４０,００６,４３９ ２３,４２７,２６０ 

はん用機械器具製造業 ５,１７４,１５５ ４,１０１,２２７ 

金属製品 ４,０９４,１１４ ３,００５,５９１ 

生産用機械器具 ４,０４５,４３３ ３,３７８,７５１ 

非鉄金属 １,２２７,４９４ ６９８,６７３ 
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商業においては、JR学研都市線住道駅にあるサンメイツ 1番館のイズミヤと専門店で 

構成される住道本通り商店街、ポップタウンの京阪百貨店を核とした住道駅前大通商店

街、JR学研都市線野崎駅前にある野崎参道商店街が市の主な商店街であり、それぞれが

地域に密着した展開を図っている。特に野崎参道商店街は、野崎観音の参道として元禄

時代より伝わる「野崎まいり」期間（毎年 5 月 1 日～8 日）は毎年特に大勢の参拝客で

賑わっている。 

しかしながら、大型チェーン店舗の相次ぐ出店に加え、経営者の高齢化、インターネ

ットの普及による購買スタイルの変化などにより商店街において空き店舗が増え続け、

小規模事業者である商業者を取り巻く経営環境は年々厳しさが増す状況に陥っている。 

 

（表３）卸売業・小売業別の事業所数、従業員数及び年間商品販売額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※経済産業省「商業統計調査」 

 

上の表３は、大東市の卸売業及び小売業の事業所数、従業員数、年間商品販売額につ 

いて、平成１９年と平成２６年とを比較したものである。 

比較対象である７年間に市内卸売業及び小売業の年間商品販売額は、２５％強の減少 

を示した。事業所数の比較では減少幅はより大きく、３７％強の落ち込みであった。 

 特に小売業の比較では、事業所数は４０％近く減少したのにもかかわらず、年間商品

販売額は２１％も増加している。これは大型チェーン店舗の相次ぐ出店がみられる中、

これまで大東市商業を支え続けてきた地域密着型の個店が、価格競争をはじめ、経営者

の高齢化、インターネットの普及による購買スタイルの変化などに対応できず、廃業が

止まらないといった厳しい現状を示している。 

 

 平成１９年 平成２６年 

合 

計 

事業所数 １,０００ ６２５ 

従業員数（人） ８,０００ ５,６０８ 

年間商品販売額（百万円） ２５９,５４９ １９３,４６２ 

卸
売
業 

事業所数 １８９ １３７ 

従業員数（人） ２,２４９ １,２６９ 

年間商品販売額（百万円） １６９,０３７ ８３,７７１ 

小
売
業 

事業所数 ８１１ ４８８ 

従業員数（人） ５,７５１ ４,３３９ 

年間商品販売額（百万円） ９０,５１２ １０９,６９１ 
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３．大東商工会議所の取組の現状と課題 
 

 大東商工会議所では、中小企業相談所の経営指導員８名を中心に相談事業（金融・税 

務・労務・販路開拓などの支援事業）や経営改善のための各種講習会、交流会、展示会、 

地域活性化のためのイベントなどを実施してきたが、従来の取組には以下の課題が挙げ 

られる。 

 

・小規模事業者と地域経済環境の実態把握が不十分である。 

・支援の段階でも小規模事業者の定量情報を入手することを主眼とした相談事業を実施

してきたが、多くは事業者の内面まで踏み込んだ関係を築くまでには至っていない。 

・事業計画策定の重要性を小規模事業者へ理解させる機会が少なく、経営状況の把握、

需要動向を踏まえた事業計画の策定から計画策定後の支援へと続く伴走型支援の取

組が不十分である。 

・講習会終了後のフォロー不足により事業者の事後の進捗状況の把握が十分に出来てい

ない。 

・事業所ごとに支援カルテは作成しているが、小規模事業者の持続的発展のための支援

には活かされていない。 

 

 

４．中長期的な振興のあり方 

 

 大東市の現状と課題を踏まえ、地域の中長期的な振興は、市内事業者数の７２％を占

める小規模事業者の振興及び持続的発展なくして考えられない。そこで、小規模事業者

の自立成長を促す為、小規模事業者のおかれた状況や経営課題等を抽出し、課題を解決

する為の支援や売上増加に繋がる施策を実施することが必要である。 

大東市も「人口減少」「マーケットからの認知度の低さ」「地域経済の低迷」といった

行政が把握する近年の課題を受けて、平成２７年度に「大東市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」を策定した。その中には、「しごと」があれば「ひと」が集まる。「ひと」が

集まれば「しごと」が生まれる。「しごと」と「ひと」の好循環をつくることで、まち

の活性化を図ることが大きな政策目標として掲げられている。 

そこで、当所は地域の総合経済団体として、大阪府、大東市、各関係機関や専門家等

との連携を深め、新規事業の創出や事業承継の推進など創業者を増やす取組に注力し、

また「マーケットからの認知度の低さ」「地域経済の低迷」を改善するべく従来以上に

小規模事業者に寄り添った伴走型の支援と経営サポートを実行し、地域産業が持続的に

発展できるよう地域全体で振興を図る。 

 

 

５．経営発達支援事業の目標 

 

小規模事業者の実態及び直面する経営課題の把握と解決のため、支援カルテを活用し 
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ながら巡回・窓口相談による経営支援を強化する。また、小規模事業者の持続的発展を

推進すべく、事業者の内面まで踏み込んだ関係を１件でも多く築けるよう小規模事業者

に寄り添いながら小回りの利いた伴走型の支援を実施していく。 

具体的には、地域の雇用を支え基幹産業でもある製造業においては、自社の高い技術

力を理解し積極的に販路開拓していくことをサポートすると同時に、労働者の高齢化、

雇用不足、技術伝承といった課題解決にも小規模事業者と共に積極的に取組んでいく。

また、価格競争だけでなく、経営者の高齢化、購買スタイルの変化などに対応できず  

廃業が増加している商業においても、小規模事業者と一緒になって、各個店の魅力向上、

情報発信力の強化、新規創業を増やす等の取組を継続強化しながら実施していく。 

次に、講習会終了後のフォローも従来以上に注力し、経営状況の把握、需要動向を踏

まえた事業計画の策定から計画策定後の支援へと続くフォローアップの仕組みづくり

を行う。 

さらに、小規模事業者への伴走型支援には、経営指導員において幅広い支援スキルが

必須であるため、経営指導員の資質向上、組織内で情報を共有する仕組の構築、関係機

関連携によるネットワークの深耕などを通し、地域における経営発達支援体制の強化、

地域産業の継続的な振興に資することを目指す。 

 

 

６．目標達成に向けた取組内容 

 

 従来の取組における課題を踏まえながら、以下の支援方針で経営発達支援事業に取り

組み、本計画の進捗状況や結果等をＰＤＣＡサイクルで毎年度検証し、次年度の行動計

画に反映させ実行していく。 

 

〇 経済動向調査、需要動向調査、経営分析 

 行政が公表する景況調査の結果分析のほか、小規模事業者に対し地域経済景況調査を

実施する。展示会来場者からニーズなど需要動向の情報を収集・分析し、事業計画策定

の基礎資料として活用する。相談支援時に課題把握手法として、経営分析を行う。 

 

〇 事業計画策定及び事後フォローの伴走支援 

 各事業者の課題解決を目的に事業計画策定支援を行う。実施にあたっては伴走型支援

を基本とする。事後フォローにも留意し、必要に応じて専門家も活用する。 

 

〇 小規模事業者販路開拓支援 

 地域に向けて「だいとうクーポンチケット」や「大東まちゼミ」のほか、「大東ビジ

ネス創造センター（Ｄ-Ｂｉｚ）」との連携により支援を進める。広域に向けては、「大

阪勧業展」や「ビジネスチャンス発掘フェア」を活用する。ＩＴ活用として「ザ・ビジ

ネスモール」や当所「どこどこサーチ」などを活用し、販路開拓につなげる。 

 

〇 関係機関との連携による支援の強化 

 商工会議所の特性を活かし、行政、大学、金融機関、その他地域の関係機関との連携
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を進め、それらのネットワークを小規模事業者のために最大限活用する。 

 

〇 事業の評価 

 大阪府補助金の評価制度や外部有識者で構成される本支援計画の事業評価検討会議

による評価制度を有効に活用することで、的確な評価・検証を行う。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

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】 

 

【概要】 

  経営発達支援事業を進めていくためには、地域の経済動向や小規模事業者の経営課

題を把握していく必要があるが、従来のような日々の経営指導員による情報収集だけ

では、地域経済状況を全体的に把握していくのは困難であり、平成２８年度より地域

経済動向調査を開始したところである。今後も経済動向調査を継続的に実施し、情報

を収集すると共に整理、分析も行い、小規模事業者に対して適切かつ効果的な経営発

達事業施策を推進するうえでの基礎資料とする。 

  また地域経済動向調査の分析情報を、経営指導員が巡回・窓口相談時のほか講習会

開催時において小規模事業者へ情報提供を行い、経営分析や事業計画の策定を支援す

る際に活用するだけでなく、会報誌、ホームページ、メールマガジンなどにも掲載・

公表し、広く提供していく。 

 

【事業内容】 

（１） 地域経済動向調査の実施 

地域の事業者に対し、地域経済動向調査を実施することで、ミクロの経済状況

や支援ニーズを把握する。 

 

回数：年２回（上半期調査は１０月、下半期調査は４月に実施） 

方法：往復はがきを使ったアンケート調査で、事業者の景況を調査する。 

数量：アンケート対象数は約１５００社。 

   業種別では、製造業が３５％のほか、建設業１３％、卸売業７％、 

小売業２２％、飲食業７％、サービス業１６％。 

内容：調査項目は、「出荷・売上高」「製・商品単価」「原材料単価」「営業利益」 

「採算状況」「資金繰り」「雇用状況」「設備投資」「来期の業況」で、景気 
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動向指数（Ｄ．Ｉ指数）を指標として採用。 

その他、自社が直面している経営上の問題点や業界動向などを自由に記載 

頂く形式。 

   結果：調査結果は、上記項目の前期比較及び大阪府景気観測調査結果との比較で 

まとめ、会報誌やホームページで公表し、巡回及び窓口相談時においても 

積極的に情報提供を行う。 

    

（２） 各種調査情報の収集・分析 

    大阪府の統計課が公表する「大阪の統計」から、当所中小企業相談所会議にお 

いて地域の小規模事業者に役立つ経営動向の情報を収集、整理、分析を行う。 

 特に、前述の大阪府景気観測調査結果は、四半期ごとに公表され、大阪府下の 

業況判断だけでなく、上昇・下降要因や適宜賃金や賞与等の動向調査結果なども 

伺い知ることが出来るので、経営指導員間で積極的に収集、整理、分析を行う。 

また、その結果を地域の小規模事業者へ積極的に情報提供を行い、経営分析や 

事業計画策定に活用する。 

 

（３） 金融機関との勉強会による地域経済動向把握 

 日本政策金融公庫及び地域の金融機関（枚方信用金庫）と勉強会を開催し、 

管内小規模事業者の現状と見通し（景況感、経営上の問題点、雇用・賃金動向、

設備投資動向、売上増加への取組）など地域経済動向に係る情報交換を行う。 

得られた情報は、地域の小規模事業者支援の際に提供・活用する。 

（※枚方信用金庫は平成２８年８月に大東市と包括連携協定を提携） 

 

【目標】 

  地域経営動向調査を通じて、外部環境である地域経済の動向を把握し、小規模事業 

者の持続的発展に資するための経営分析や事業計画策定の基礎情報等として有効に 

活用する。また、地域経済の活性化に資する取り組みにも活用する。 

  
支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

経済動向調査実施回数 ２回 ２回 ２回 ２回 

各種調査情報収集・分析 未実施 ４回 ４回 ４回 

金融機関との勉強会回数 ２回 ３回 ４回 ４回 

 

 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【事業内容】 

〈現状〉 

 現在、小規模事業者の経営資源（ヒト、モノ、カネ、ノウハウ、情報）を把握する
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手段としては、税務相談や記帳指導などが多い傾向にある。しかし、これまでは単

なる経営改善に留まるケースが多い。 

〈目標〉 

  今後は、持続的経営、経営発達を目指す小規模事業者を発掘し、やる気を喚起し、

経営分析を行い、その分析結果を経営の持続的発展につなげる。経営指導員による

巡回・窓口相談を積極的に行い、今回より行う景気動向調査を経営分析を行う際の

資料とし、事業計画書を策定する上での根拠として活用する。 

 

【手法】 

１．中小企業基盤整備機構のソフトを活用し、財務諸表を基にした収益性、効率性、

生産性、安全性、成長性などの分析項目により定量分析を行う。 

２．定性分析として SWOT分析を活用、自社の「強み・弱み・機会・脅威」を整理す 

る。 

３．巡回・窓口での掘り起こしをはじめ、事業計画作成セミナー、経営分析セミナー 

などの機会に経営分析に取り組む事業者の掘り起こしを行う。 

 

【活用方法】 

（１）小規模事業者が、自社の経営状況の実態を正確に把握することができる。これに

より自社の状況を正しく理解できる。 

（２）個別企業の財務状況や強みなど現状を深く知り、分析結果を事業計画書を策定す

るうえでの根拠として活用する。 

（３）経営指導員との間で信頼関係が築かれる。経営課題解決に向けて事業計画策定の

意欲が高まる。 

 

《分析の流れ》 

 １．経営分析対象小規模事業者の発掘 

  （手段）景気動向調査、巡回・窓口、セミナー等の開催時など 

 ２．経営分析 

  （手段）経営自己診断システム「中小企業基盤整備機構提供」 

  （内容）①財務指標値の把握 

収益性、効率性、生産性、安全性、成長性 

      ②業界内での位置の把握 

       経営自己診断システムに蓄積されたデータと比較した業界内での位置 

を把握 

 ３．課題解決 

  （手段）経営指導員による指導、助言 

      専門家および連携機関を活用した支援 

 

【経営分析目標数】 

 以下の通り、経営分析支援を行う。経営分析のための巡回や経営分析セミナーにより

経営分析を行う小規模事業者の掘り起こしを行う。 
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支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

経営分析のための巡回件数 ２００件 ３００件 ４００件 ５００件 

経営分析セミナー受講者数 １３件 ３０件 ４０件 ４０件 

経営分析実施事業者数 ― ６０件 ７０件 ８０件 

    

なお専門的な分析については、当所に登録のある専門家（ビジネスサポーター）の

他、大阪府、地域金融機関、中小企業基盤整備機構、大阪産業振興機構のコーディ

ネーター等と連携し、より丁寧な経営支援を展開する。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

事業者が経営課題を解決する為、上記の経済動向調査、経営分析等より、顧客ニーズ

や自らの強み・弱みを踏まえた事業計画策定支援を行う。 

これまでも事業計画作成に関するセミナー、個別相談会を開催しているが、なれてい 

ない小規模事業者にとって計画書を作成し完成させるまでには険しい道程を越えてい

かねばならない現状がある。また従来、小規模事業者の事業計画を作成する目的は、補

助金や資金調達を目的とする場合が多く見受けられていた。 

事業計画策定の本来の意義は事業の持続的発展に向けた経営の安定化や発展であり、

明確な「経営理念」「経営戦略」に基づいた事業計画の策定が不可欠である。 

これらのような現状を踏まえ、小規模事業者が厳しい経営環境を乗り越え、持続的発

展を目指すためには、意識改革を図り、「需要」を見据えた事業計画の策定が必要であ

る。 

ついては当所は事業計画作成に係る過程に伴走し、きめ細かい支援を行っていく。 

 

（事業内容） 

【支援対象者】 

（１）「２．経営状況の分析に関すること」で経営分析を実施した事業者 

（２）事業計画の策定を希望する事業者（経営革新、第二創業など） 

（３）販路開拓を希望する事業者 

（４）創業を希望される方 

   など 

 

【小規模事業者への事業計画策定支援について】 

（手段・内容） 

（１） 事業計画策定等に関するセミナーや個別相談会、巡回・窓口相談により、事業

計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

（２） その企業が保有する経営資源、強みなどに着目し、経営資源を最大に活用し、

収益の拡大につながる事業目標を明確にした経営力向上計画など計画策定支援
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を実施する。 

（３） 計画作成時より、事業計画を着実に遂行していくために、進捗状況の確認や見

直しなどを実施する PDCAサイクルの手法のレクチャーを行う。 

（４）専門的な知識を必要とする事業計画策定については、当所に登録のある専門家（ビ

ジネスサポーター）の他、大阪府、地域金融機関、中小企業基盤整備機構、大阪

産業振興機構のコーディネーター等とも連携するとともに、大阪府よろず支援拠

点、ミラサポの専門家支援制度を活用し、小規模事業者の持続的発展を図る。 

（５）事業計画策定とその後のフォローアップに係る資金需要発生時に、日本政策金融

公庫「小規模事業者経営発達支援融資制度」の積極的な活用について助言を行う。

また従来からあるマル経融資の活用といった支援メニューも積極的に提案、活用

し、資金面での充実した支援を行っていく。 

 

【創業者・創業希望者への事業計画策定支援について】 

 創業に必要となる知識とあわせて、事業計画策定の重要性を啓発し具体的な策定の支 

援を行う。 

（手段・内容） 

（１）当所内に創業相談窓口を常設し、創業者・創業希望者への支援を行う。 

（２）個社の創業相談に加え、年１回、近隣の商工会議所と「創業塾」を開催し、創業

時に必要となる経営知識を「５時間×３回」の講義で、集中的に取得できるよう

支援するとともに、創業事業計画書の策定を伴走型で支援する。 

（３）創業支援体制〈だいとう産業活性化協議会（当所・市・大産大）・日本政策金融

公庫・枚方信用金庫〉のメンバーとして、連携し創業に係るセミナー、支援を  

行っていく。 

（４）専門的な知識が必要となる事業計画策定については、中小企業診断士等の専門家

派遣を行うとともに、大阪府よろず支援拠点など各種団体の支援制度を活用し支

援する。 

 

【第二創業（経営革新）への事業計画策定支援について】 

 第二創業（経営革新）に必要となる知識とあわせて、事業計画策定の重要性を啓発し 

具体的な策定の支援を行う。 

（手段・内容） 

（１） 第二創業（経営革新）に係るセミナーを開催し、第二創業（経営革新）につい

ての事業計画策定を支援する。 

（２） 事業成果をより得ることを目的に、経営指導員と専門家が連携して事業計画の

作成に伴走し、大阪府の経営計画承認認定（経営革新）を受けられるレベルにま

でブラッシュアップを図る。 

  

【事業承継に係る事業計画策定支援について】 

 事業承継に必要となる知識とあわせて、事業計画策定の重要性を啓発し具体的な策定 

の支援を行う。事業承継問題がクローズアップされる中、当所ではこれまでも事業承継 

セミナーを実施してきたが、参加者が非常に少ないという現状がある。ついては以下の 

ように連携先諸機関との共催で、より多くの受講者を参集していく。 
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（手段・内容） 

（１）２７年度の講座（２８年２月実施）として「当所・日本政策金融公庫・枚方信用

金庫・大東市」が共催の事業承継セミナーを企画した。当セミナーでは講師からの

レクチャーをはじめ、当所の会員企業から事例紹介をいただき、共催機関からは施

策紹介が行われ、広く事業承継に係る情報の伝達が行われた。当所ではこのような

共催による事業承継セミナーを継続し、計画的な事業承継対策の必要性を PR して

いく。 

（２）事業承継は受け継ぐべきは「ヒト」「資産」「目に見えにくい経営資源」の承継な

ど多岐に亘っており、１０年程度の中長期的な経営計画が必要である。ついては専

門家、金融機関などと連携し、各企業ごとの課題に応じた支援を実施していく。 

 

（目標数） 

 以下の通り、事業計画の策定・実施支援を行う。 
支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

事業計画策定セミナー受講者数 ― ３０件 ３０件 ３０件 

創業計画策定セミナー受講者数 １０件 １０件 １０件 １０件 

経営革新計画策定セミナー受講者数 １０件 １０件 １０件 １０件 

事業承継計画策定セミナー受講者数 １０件 １０件 １０件 １０件 

事業計画策定事業者数 ― ４０件 ４５件 ５０件 

創業計画策定者数 ― ５件 ５件 ５件 

経営革新計画策定事業者数 ― ５件 ８件 １０件 

事業承継計画策定事業者数 ― ３件 ５件 ８件 

 

 

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【概要】 

  事業計画策定支援の対象事業者すべてを支援対象とし、事業計画の策定支援により 

策定された事業計画に基づいて、売上や収益等目標設定の達成に向け、販路拡大、マ 

ーケティング、資金調達等の取り組みが確実に実行されているかを確認する。 

また、進捗状況を随時確認しながらフォローアップを行う。 

 

【事業内容】 

（１）事業計画策定後は、経営指導員が定期的に（３か月に１度）巡回訪問し、事業計

画実施の進捗状況の確認を行う。創業者については進捗状況に応じて訪問頻度を

検討する。原則として、創業者については当初は毎月の訪問を行う。 

（２）事業計画策定後のフォローアップの際には、諸補助金の案内をはじめ、国・府・

市の施策情報やこのたび立ち上げる「地域経済景気動向調査」の情報などを提供
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していく。 

（３） 事業計画の目標である売上・収益等の目標達成に向けた販路開拓が実施できる

ように、顧客獲得となる販路拡大の手法と商品・サービスのＰＲ方法等について 

経営指導員が指導、助言を実施する。 

（４） 資金調達については、国の融資制度である日本政策金融公庫の小規模事業者経

営改善融資制度及び小規模事業者経営発達支援融資制度の活用を指導、支援す

る。大阪府の融資制度については、信用保証協会、地域金融機関と連携を密に広

く金融支援を行う。また当所は地域支援ネットワークとして「大阪府中小企業信

用保証協会」「枚方信用金庫」と「開業者の支援に関する協定書」を取り交わし

ており、開業者に対する融資後のフォローアップ等々を綿密な連携のもとに創業

融資等につなげる。 

（５） 高度で専門的な知識を必要とする指導・助言が必要な課題が発生した場合は、

中小企業診断士等の専門家派遣を行うとともに、大阪府よろず支援拠点、ミラサ

ポの専門家支援制度を活用し、事業計画の達成に向けて指導する。 

（６） 創業者の事業計画策定後の支援については、創業支援体制（当所、大東市、日

本政策金融公庫、枚方信用金庫）とのより密接な情報交換等を行い、情報の共有

化をはじめ、連携をすすめ個別相談会やセミナー開催等の支援を実施する。 

 

【目標】 

以下の通り、事業計画等策定支援者のフォローアップを行う。 

  特に対象となる事業者が事業計画に定めた目標達成に対し、定期的（３か月に１度） 

に進捗状況を確認しながら必要な支援や助言を行うと共に、諸施策への申請や事業資 

金調達など計画実施に必要となる支援を行う。 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状】 

  消費者が小規模事業者に対し何を期待し、何に不満があるかを理解していないケー

スが多い。また、需要の動向を見据えて商品または役務を提供しいていない経営状況

の個店が多くある。加えて、相談または指導する立場である経営指導員も需要の動向

に見合った情報を伝えきれていない。 

 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

事業計画フォローアップ件数 未確定 ４０件 ４５件 ５０件 

創業者・創業希望者 

フォローアップ件数 
未確定 ５件 ５件 ５件 

第二創業（経営革新） 

フォローアップ件数 
未確定 ５件 ８件 １０件 

事業承継計画 

フォローアップ件数 
未確定 ３件 ５件 ８件 
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【目標】 

  小規模事業者の商品を調査対象として、消費者ニーズを把握し、新商品開発や新た 

な販路開拓による売上アップに結びつける。 

  大阪市に隣接する本市は、交通の便も良く製造業の街として発展してきた経過があ

るが、小売業は特に大規模小売店舗の影響もあって減少傾向が進んでいる。そこで小

売商業の支援策として、地域住民に密接につながりがあり商店街の中核的存在でもあ

る、パン屋（ベーカリーショップ）、洋菓子店、食堂飲食店を対象に需要動向調査を

実施し、販路の開拓支援や新商品支援を行っていく。 

 

【手段・手法】 

 調査は、支援対象業種に関連する業界紙等から新商品開発の参考になる情報を収集 

する方法と店頭等でアンケート調査により直接消費者の生の声を聞く方法の２通り 

で行う。 

 

(1)業界紙からの情報収集    

①パン屋（ベーカリーショップ）の場合 

業界紙等  ：日経テレコン、日経産業新聞、日本パン菓子新聞、日本食糧新聞等 

収集する項目：食パンの生産量等に関する統計情報 

パン用小麦価格等に関する統計情報 

消費者のパン食嗜好（食べる頻度（週何回）、好み）等に関す 

る情報 

消費者のパン購入時の重視点（味、食感、価格等）に関する情 

報等 

    

②洋菓子店の場合 

業界紙等  ：日経テレコン、日経産業新聞、日本パン菓子新聞、日本食糧新 

聞、ベーカースタイムス等 

収集する項目：小麦、乳製品、卵の価格など、原材料の関する情報 

       洋菓子の季節性、新商品、売れ筋など、トレンドに関する情報 

       消費者の好み（カロリー、甘さの程度、価格帯）等に関する情 

報等 

 

 ③食堂飲食店の場合 

業界紙等  ：日経テレコン、日経産業新聞、日本食糧新聞 

専門紙   ：「近代食堂」、月刊食堂」 

収集する情報：消費者に好まれるメニューに関する情報（レシピ） 

賑わいのある食堂飲食店の事例に関する情報 

店構え、接客サービス等に関する情報等 

 

(２)消費者の生の声の収集（アンケート調査）  

①パン屋（ベーカリーショップ）の場合 

  アンケート調査項目：属性（男・女、年齢層）、価格、食感、風味・香り、味、 
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品質等 

アンケート調査件数：アンケート調査対象は１００人とする。 

 

②洋菓子店の場合 

  アンケート調査項目：属性（男・女、年齢層）、価格、見た目（色・デザイン）、 

味（甘さ）、量・ボリューム等 

   アンケート調査件数：アンケート調査対象は１００人とする。 

 

③食堂飲食店の場合 

  アンケート調査項目：属性（男・女、年齢層）、価格、味付け、見た目、高級感、 

盛り付け、味、品質等 

アンケート調査件数：アンケート調査対象は１００人とする。 

（なお、アンケート調査項目については、支援対象事業者と意見交換して決定する） 

 

(3)調査の頻度 

 ①情報紙からの情報収集 

  毎日情報紙に目を通し参考となる情報を収集するが、取りまとめは四半期毎に行 

う。 

 ②アンケート調査 

  実施時期については事業者と協議して決定するが、基本的には夏と冬の年２回行 

う。 

  

【調査結果の活用】 

業界紙等から収集した情報とアンケート調査で収集した消費者の生の声は、専門家

等の協力を得つつ整理分析して小規模事業者に提供する。その上で、新商品開発や販

路開拓の資料として活用してもらう。なお、活用に当たっては、商工会議所経営指導

員が助言、アドバイスを行う。 

 

【数値目標】 
 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

支援する業種 ―― 
パン製造 

販売業者 

洋菓子製造 

販売業者 
食堂飲食店 

支援する個社数 ―― ５件 ５件 ５件 

 

 

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】 

 

 従来もＭＯＢＩＯの販路開拓機能を活用するなど様々な、そして新たな需要開拓への

取り組みを行ってきた。しかしながら、その多くは個別企業と当所の関係のなかで販路

開拓の支援をであり、この方法であると販路開拓を求める小規模事業者に対し、需要開
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拓に必要となるニーズの情報提供が十分とはいえない。 

 したがって小規模事業者が直面する最大の課題である「需要の創造や掘り起こし」を

目的に、以下の施策を展開し、個社の課題に応じた販路開拓の機会を創造し、売上増加

や利益確保に貢献できる支援を行う。 

 

【ビジネスモールをはじめとしたＩＴの活用】 

（手法・内容） 

① 小規模事業者は大企業と比較し、ＩＴの活用が非常に遅れている。ついては当

所では、「ＩＴを活用した販路支援セミナー」「ＩｏＴに関するセミナー」などを

積極的に行い、これまで以上にＩＴを活用した販路開拓支援に注力する。 

② 当所ホームページに無料で事業所のホームページを立ち上げ、広く周知を図り認

知度の向上に努める。 

③ 小規模事業者のＢ to Ｂ 取引の機会増加を図るため、商談支援サイト「ザ・ビジ

ネスモール」の活用を勧める。企業情報登録では、上記の「②」と同様、自社の

強み、ブランド名、事業内容に対する効果的なキーワード設定を指導助言し、取

引機会の拡大を図る。そして「商談モール」など、サイト運用実務をサポートし、

成約の拡大を目指す。 

（支援の対象） 

  地域のみならず広く市場を開拓したいという小規模事業者、新商品・新サービスな

どの売込みを図りたい小規模事業者を中心に、需要拡大支援を行い販路拡大に導

く。 

（効果） 

  ・ＩＴに係る販路支援セミナーを充実させることでＩＴに関するリテラシーを向上 

   させることができる。 

・当所ホームページにそれぞれの事業所のホームページを立ち上げることで小規模

事業者の認知度向上を図り販路拡大を支援する。 

・Ｂ to Ｂ サイトを活用することで、全国規模に取引先を拡大することが期待でき、

営業力に乏しい小規模事業者の弱点を補う。 

 

【展示商談会への出展支援】 

（手法・内容） 

・だいとう産業活性化協議会（当所、大東市、大阪産業大学の３者で構成）におい

て、大東の中小企業に対して広く受発注に係るヒアリングを実行し、その情報を

もとに当協議会主催の「展示商談会」を実施する。具体的には「ＲＥＳＡＳ分析」

で作成した主に製造業で構成される中核企業リスト（１００社）に掲載されてい

る企業、そして大東市産業振興課が構成を行っている「大東市ものづくり企業支

援データベース」掲載企業を中心に、だいとう産業活性化協議会の構成員である

当所と大東市、そしてさらに金融機関（りそな銀行、枚方信用金庫）などが訪問

し、市内取引の活性化、すなわちマッチングを図り、そして展示商談会につなげ

ていく。 

・大阪商工会議所が主催する「大阪勧業展」、そして八尾商工会議所が主催する「ビ

ジネスチャンス発掘フェア」を通じ、主として製造業の販路拡大を支援する。また
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小規模事業者が出展しやすい環境づくりとして、「ビジネスチャンス発掘フェア」

の出展料を当所が半額負担する。 

 ・展示商談会の開催情報について、当所の会報、電子メール等を活用して速やかに

提供し、出展事業者数および、マッチングに向けた来場小規模事業者の増加を図

る。 

 ・経営指導員、専門家が、展示商談会に係る出展製品、サービス等のブラッシュア

ップを行う。具体的には、「①製品やサービス、技術などの本質的な向上に関する

こと ②包装紙やネーミングに関すること ③製品等の PRに関すること」などの

指導・助言を行う。 

 ・POPやブースのあり方についての助言を行い、売上増加に役立てる。  

（支援の対象） 

  既存の販路だけでなく新たな販路を拡大したいと考えている小規模事業者を中心 

に、需要開拓支援を行う。 

（効果） 

  ・小規模事業者に対し、出展料の減額など出展しやすい環境を整えることにより、 

出展件数の増加を図ることができる。 

  ・経営指導員、専門家による出展商品、サービス等のブラッシュアップにより、商 

談数、成約数の増加が期待できる。 

 

【関係機関とのマッチング支援】 

〇だいとう産業活性化協議会（上述の通り） 

 

〇創業支援体制（だいとう産業活性化協議会・日本政策金融公庫・枚方信用金庫） 

（手法・内容） 

創業に係るセミナー、個別のきめ細やかな支援を行っていく。「創業支援体制」の 

一員として、創業に役立つ知識や情報を習得できる「一歩進んだ起業セミナー2018」 

などを実施する。 

そしてこのセミナーを通して創業希望者同士の交流を促進することで、それぞれが 

 欲しい情報、すなわち新たな需要開拓に係る情報を交換できるようにする。 

（支援の対象） 

  創業者・創業希望者を対象。また既存の路線だけでなく新たに第二創業（経営革新） 

を検討している小規模事業者が支援の対象。 

（効果） 

  創業支援体制が持つ総合力で経営に係る支援全般や金融支援を行うことで、情報に 

乏しい創業者・創業希望者の弱点を補う。 

 

〇大東ビジネス創造センター（Ｄ-Ｂｉｚ）との連携 

（手法・内容） 

  大東市では、平成２９年２月に「売上向上と創業支援」に特化した「大東ビジネス 

創造センター（Ｄ-Ｂｉｚ）」が立ち上げられた。このＤ-Ｂｉｚは当所およびだいとう

産業活性化協議会に強く関連づけられた位置づけで運営がなされており、当所との相

乗・連携効果で新たな需要開拓への貢献を果たしていく。 
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（支援の対象） 

  Ｄ-Ｂｉｚにおいて「売上向上と創業支援」の経営相談を行った小規模事業者が支 

援の対象。 

（効果） 

  Ｄ-Ｂｉｚの相談員と当所の経営指導員、そして専門家による支援で「売上向上と 

創業支援」に対する相乗効果が期待できる。 

 

 

（数値目標） 

 以下の通り、新たな需要開拓への寄与を行う。 
支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

自前の展示商談会開催回数 ０回 １回 １回 １回 

展示商談会出展支援者数 １１件 ２０件 ２５件 ３０件 

簡易ホームページ作成事業者数 未確定 ４５件 ５０件 ５５件 

ビジネスモール HP作成事業所数 未確定 ４５件 ５０件 ５５件 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１． 地域活性化事業 

 

【概要】 

 当所ではこれまでも、大東市、大阪産業大学と連携し、各種事業を実施して一定の成

果を挙げてきた。しかしその効果は一過性のものに留まってしまうことも多く、小規模

事業者の継続的な売上拡大や需要の拡大には必ずしもつながっていなかった。 

そうした中、大東市では、平成２７年９月３０日「大東市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」が策定され、大東でしか体験できない付加価値の高い暮らし方の実現を目指す、

大東スタイルの実現に向けた取組が始まった。大東市がこの総合戦略を策定するにあた

っての産業政策の切り口は、「しごと」と「ひと」の好循環づくりである。 

「しごと」があれば「ひと」が集まる。「ひと」が集まれば「しごと」が生まれる。「し

ごと」と「ひと」の好循環をつくることで、まちの活性化を図る、とした市の基本的な

考えは、基幹産業である製造業を強化すると共に、サービス産業など地域に根差した域

内型産業を強化するすることで、女性や若者の雇用の場を誘発・誘引することを目標に

掲げている。 

当所でも、大東市の創生総合戦略の基に、「しごとを増やす」意識の共有を図り、小

規模事業者の持続的発展を推進していくためにも、工業面では人材育成や先進的事例の

紹介、商業面では主に個店の繁栄を目指した地道な地域活性化事業に取り組んでいく。 
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【事業内容】 

（１） 市内工業の活性化策①「ものづくり教育道場」（新規） 

当所が中心となり、大東市、大阪産業大学との「だいとう産業活性化協議会」の 

枠組みで、基幹産業である製造業の技能向上を支援する。 

具体的には、大阪産業大学の協力を得て同大学のクリエイトセンターを活用した 

技術系の実践研修を開催する。 

予定している内容は、三次元 CADやマシニングセンタプログラミングの講座など。 

（※連携先：大東市、大阪産業大学） 

 

（２） 市内工業の活性化策②「ものづくり先進企業への見学交流事業」（既存） 

ものづくり先進企業を見学することにより、イノベーションを含む地域の小規模

事業者にとって新たに取り組むべき課題や技術革新に向けた刺激や知識を喚起

すると同時に、優れた経営者の話を聴き、事業者間の交流促進支援も図る事業。 

普段、個々の小規模事業者では見学することが困難な先進企業を見学するニーズ

は高く、今後も本事業を改善強化して実施する。 

 

（３） 市内工業の活性化策③「工場見学受入れ協力企業ＭＡＰ」（既存） 

大東市内の小学生が工場見学を実施したいとする際、受入れについて前向きに検

討して頂ける事業所を募集し「大東市内工場見学受入れ協力企業ＭＡＰ」を作成。 

平成２９年度から開始されたばかりの施策だが、今後改善強化を行い、作成した

協力企業ＭＡＰは、市内小学校へ配布するほか、当所ホームページ等にも掲載し、

広く企業のＰＲと将来の就業へとつなげていく。 

（※連携先：大東市） 

 

（４） 市内商業の活性化策①「大東まちゼミ」（新規） 

大東市内の商業を営む小規模事業者は、大型店舗の相次ぐ出店やインターネット

を介する消費者の購買行動などにより、非常に厳しく苦境に立たされている。 

そこで、個店の店主が講師となり、個店の専門知識やプロのコツを無料で地域の

潜在顧客に教えるミニ講座を開催することで、大型店舗には出来ない地域に密着

した新たなファンづくりを行い、個店の持続的発展につなげていく。 

（※連携先：大東市） 

 

（５） 市内商業の活性化策②「クーポンチケット事業」（既存） 

大東市内の個性あふれる小売・サービス業を営む小規模事業者に対し、自社のこ

だわりの逸品や付加価値をつけたサービスを見直すためのマーケティング支援

や販路開拓支援を行う。 

具体的には、個店の「逸品やこだわりのサービス」を聴き取ると共に提案・助言

を行い、クーポンチケットのチラシ作成を支援、またこれらを当所ホームページ

から閲覧できるようにするほか、WEB やスマートフォンなど SNS を活用すること

で、本事業の波及効果を増幅させる。 
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（６）市内商業の活性化策③「大東市スマイルミネーション」（既存） 

当所会頭が実行委員長となり、大東市が市内企業や市民と共につくりあげる、ア

ットホームなイルミネーションイベントを過去４回実施。イベントの中で、結婚

するカップルを祝福する公開結婚式「スマイルウエディング」を開催し、大東市

でしかできない幸せの瞬間を表現する。イベントの中では、飲食業を営む小規模

事業者にも出店頂き、来場者を増やしイベントを盛り上げることに一役買っても

らう。 

（※連携先：大東市） 

 

（７）市内商工業の活性化策①「だいとうのええもん事業」（既存） 

大阪産業大学、大東市、当所が中心となり、地域の「ええもん」を紹介する冊子

「だいとうのええもん」を年１冊発刊する。大阪産業大学の学生と小規模事業者

が協力し合い記事を作成。当所は地域のええもんを発掘する役割と小規模事業者

と学生との連絡を円滑に行うサポート及び冊子配布の面で支援を行う。 

（※連携先：大阪産業大学、大東市） 

 

【目標】 

 以下の通り、地域の活性化に資する取り組みを行う。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

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 

   

【概要】 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

ものづくり教育道場開催回数 未実施 ２講座 ３講座 ３講座 

先進企業見学回数 １回 １回 ２回 ２回 

工場見学受入れ協力企業 MAPへの 

登録企業数 
１０件 １５件 １５件 ２０件 

大東まちゼミ参加店舗数 未実施 ３０件 ３５件 ４０件 

クーポンチケット発行店舗数 ３８件 ３８件 ３８件 ７６件 

大東市スマイルミネーション 

参加店舗数 
１０件 １０件 １０件 １０件 

だいとうのええもん紹介事業者数 ８件 ８件 ８件 ８件 



２０ 

  小規模事業者の支援を効果的に実施するには、他の支援機関と連携して地域の経済

動向調査や需要動向調査の結果を共有し、それぞれの支援に関係する情報交換を行う

ことが不可欠である。 

  現状は、大東市・大阪産業大学との情報交換会や日本政策金融公庫との勉強会等が

開催されているが、他の金融機関とは定期的に開催されていない。今後は、他の金融

機関や支援機関との連携を密にし、地域の経済動向や需要調査の分析結果や経営支援

事例の情報を共有することにより、支援機関としての支援ノウハウが互いに向上し、

地域全体の支援能力向上につながることで、地域の小規模事業者への効果的な支援が

可能となる。 

 

 

【情報交換会議】 

① だいとう産業活性化協議会 

大東市、大阪産業大学との連携会議で、事務局会議は毎月（年１２回）、役員会は年

４回程度開催する。 

事務局会議では、各機関が毎月実施した経営支援事業の報告と事務レベルにおける

当面の課題等について情報を交換する。また、各機関が地域の小規模事業者より相

談を受けている個別の経営課題に対しても、互いに情報を共有し、必要に応じ課題

解決法を検討し合う。 

役員会では、３者連携の枠組みで今後実施すべき事業の検討や各機関連携の可能性

について協議を行い、３者連携が地域の小規模事業者へ提供できる支援の充実など

を図る。 

 

② マル経（小規模事業者経営改善資金）協議会 

マル経融資（小規模事業者経営改善資金貸付）制度を通じ、小規模事業者への適切

な経営指導と円滑な金融支援を行う目的で、年２回開催する。マル経融資制度の利

用促進と有効活用に向けた情報交換のほか、地域の経済動向や需要動向、効果的な

支援事例に係る情報共有など、小規模事業者に対する金融支援の円滑化を図る。 

 

③ 大阪東部商工会議所の中小企業相談所長会議 

大阪東部商工会議所（北大阪、守口門真、東大阪、八尾、松原、大東で構成）の中小

企業相談所長が、小規模事業者に対する支援の更なる充実を図る目的で年２回程度参

集する。各所の効果的な支援事例や経営指導員の資質向上策等に関する情報を共有す

ることで、地域小規模事業者に対する経営支援の円滑化な実行を図る。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   

【現状と課題】 

  当所経営指導員への資質向上対策としては、大阪府商工会連合会が開催する研修会

や外部研修会に参加することであるが、１年間に受講できる時間に限りがあり、体系

的な知識習得までには至っていない。 
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また、経営指導員の経験年数や担当業務によって習得する知識に差が生じており、

若手経営指導員が各種支援ノウハウを習得するには非常に長い時間がかかっている。 

今後、経営発達支援計画を円滑に推進していくうえでも、従来以上に経営指導員の

資質向上への取組みが必要である。 
（※当所では、事務局長を除き全職員が経営指導員の登録を行っており、一般職員はいない） 

 

【事業内容】 

① 外部研修の積極的活用 

日本商工会議所が主催する研修や大阪府催商工会連合会が実施する経営指導員研修

へ積極的に参加することに加え、民間企業が主催する研修会やＷＥＢ研修も活用し、

体系だった小規模事業者支援に資する支援ノウハウや知識習得を目指す。 

 

② ＯＪＴによる資質向上 

ベテラン経営指導員による支援や専門家による高度な支援の際、若手経営指導員も 

同席させ、課題の把握から解決へ向けたアプローチなど、一連の指導手順や支援方法 

などを学ばせる。これにより、若手経営指導員も幅広い支援の過程や知識を比較的短 

時間に習得することが期待できる。 

 

③ 支援ノウハウ共有の為の内部研修の実施 

経営指導員が外部研修や日常の相談業務から学んだ支援ノウハウや個別案件の分

析結果を報告・研究する経営指導員の内部研修会を年４回開催する。 

また、事業者との接触記録や経営支援の具体的内容を事業者毎・年度毎に纏めた

経営カルテをデータベース化し、支援ノウハウを共有することで、多様な経営課題

の解決に対応できることに繋げると共に全経営指導員の資質向上を図る。 

  

 

２． 事業の評価及び見直しをする為の仕組みに関すること 

 

  毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評

価・検証を行う。 

 

① 外部より中小企業診断士等の有識者、そして大東市、日本政策金融公庫に参画い

ただき事業評価検討会議を開催し、事業の実施状況を確認し、成果の評価・検証

を行い、以降の事業実施に反映させる仕組み作りを行う。 

 

② 事業評価検討会議で評価・見直しされた結果については、事業実施結果とともに

当所のホームページ（http://www.daito-cci.or.jp/）で計画期間中公表する。 

 

http://www.daito-cci.or.jp/
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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 

 

 

（平成２９年１１月現在） 

（１）組織体制 

 

（１－１）大東商工会議所の組織体制 

   構成員・・・役員１人（事務局長兼務） 

         中小企業相談所 経営指導員８人 

         総務課     経営指導員３人 

          

（１－２）経営発達支援事業実施体制 
    

事業 職務 総括責任者 主担当者 担当者 

 

 

 

経営発達支援事業 

・地域の経済動向調査 

・需要動向調査 

中小企業相談所 

所長 

中小企業相談所 

課長 

総務課 

経営指導員２人 

中小企業相談所 

経営指導員５人 

・経営分析 

・事業計画書の策定、

実施支援 

・販路開拓支援 

 

中小企業相談所 

所長 

 

中小企業相談所 

経営指導員７人 

 

地域の活性化に

資する事業 

・合同企業説明会 

・キャリア教育 

・大東市の歴史資源 

 

中小企業相談所 

所長 

 

中小企業相談所 

課長 

 

中小企業相談所 

経営指導員５人 

 

支援力向上対策

事業 

・支援機関との連携、

情報共有 

・外部研修の受講手配 

・内部研修の実施 

 

中小企業相談所 

所長 

 

中小企業相談所 

課長 

中小企業相談所 

経営指導員５人 

総務課 

経営指導員２人 

 

評価・見直し 

 

・事業評価検討 

 

事務局長 

中小企業相談所 

所長・課長 

中小企業診断士 

大東市 

日本政策金融公庫 

 

 

（２）連絡先 
 

大東商工会議所 中小企業相談所 

所在地：大阪府大東市曙町３番２６号 

電話番号：072-871-6511   FAX番号：072-871-0330 

ホームページアドレス：http://www.daito-cci.or.jp/ 

メールアドレス：daitocci@daito-cci.or.jp 

 

http://www.daito-cci.or.jp/
mailto:daitocci@daito-cci.or.jp
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（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） 

 ３０年度 
(３０年４月以降) 

３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 25,000 25,000 25,000 

 

一般事業費 

 

経営改善普及事業費 

17,000 

 

8,000 

 

17,000 

 

8,000 

17,000 

 

8,000 

（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 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費収入、府補助金、市補助金、事業収入、受託料収入 
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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 

１．だいとう産業活性化協議会 

大東商工会議所、大阪産業大学、大東市の３者が連携して、市内の小規模事業者の中

小企業支援拠点として、経営全般に関する支援、創業支援、商品開発支援、マーケティ

ング支援などさまざまな支援メニューを用意し、地域の小規模事業に対しワンストップ

サービスを提供する。 
※商工会議所が支援の主体。平成２９年４月、だいとう産業活性化センターから名称を変更した。 

 

２．創業支援体制 

だいとう産業活性化協議会を中心に、枚方信用金庫、日本政策金融公庫と連携し「創

業支援体制」構築し「産学官金」による創業支援を行う。 

 

３．大東ビジネス創造センター（Ｄ-Ｂｉｚ）との連携体制 

 大東市では平成２９年２月に「売上向上と創業支援」に特化した「大東ビジネス創造

センター（Ｄ-Ｂｉｚ）」を立ち上げた。当所との相乗・連携効果で大いに新たな需要開

拓への貢献を果たしていく。 

 

連携者及びその役割 

１．だいとう産業活性化協議会 

〈連携者〉大東商工会議所 

（代表）会頭 永木 康司 

（住所）大東市曙町３番２６号     電話 072-871-6511 

     （役割）大東商工会議所の経営指導員は巡回・窓口相談などにより、地域小

規模事業者が抱える諸経営課題の解決を図る。また各種セミナーの

開催や会員間の交流会による企業連携の促進、専門相談員派遣、融

資相談などにより事業者の発展を支援する。だいとう産業活性化セ

ンターの実際の活動部隊的な位置づけ。 

 

〈連携者〉大阪産業大学 

（代表）理事長 吉岡 征四郎  

（住所）大東市中垣内３丁目１番１号  電話 072-875-3001 

（役割）産学連携の窓口となり、技術相談、受託研究などの相談に応じる。  

また当協議会の事業である大東市の名物となる「企業、商店、製品、

商品、人物、歴史的資産等」を掲載した「だいとうのええもん」は、

大阪産業大学経営学部経営学科観光ビジネスコースの学生が中心と

なり地域の小規模事業者へ取材を行い作成するものである。 
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〈連携者〉大東市 

（代表）市長 東坂 浩一 

（住所）大東市谷川１丁目１番１号   電話 072-872-2181 

     （役割）当センターの運営全般を担当する。また市内中小製造業事業者を対

象とした情報発信サイト（ものづくり企業支援データベース）の管

理を担当する。 

 

２．創業支援体制 

〈連携者〉大東市 

（代表）市長 東坂 浩一 

（住所）大東市谷川１丁目１番１号   電話 072-872-2181 

（役割）創業セミナー、 

創業希望者向け勉強会「起業家の卵ミーティング」など 

 

〈連携者〉大東商工会議所 

（代表）会頭 永木 康司 

（住所）大東市曙町３番２６号     電話 072-871-6511 

（役割）相談窓口、創業塾など 

 

〈連携者〉枚方信用金庫 

（代表）理事長 吉野 敬昌 

（住所）枚方市岡東町１４番３６号   電話 072-841-1191 

（役割）相談窓口、創業支援融資、創業セミナーなど 

 

〈連携者〉日本政策金融公庫 東大阪支店 

     （代表）支店長 下山  修 

     （住所）東大阪市高井田元町２丁目９番２号  電話 06-6782-1321 

     （役割）相談窓口、創業支援融資、創業セミナーなど 
 

※だいとう産業活性化協議会と金融機関が協働して創業後のフォローアップ支援も行う。 
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３．Ｄ-Ｂｉｚとの連携体制 

〈連携者〉大東市 

（代表）市長 東坂 浩一 

（住所）大東市谷川１丁目１番１号   電話 072-872-2181 

（役割）D-BIZの運営主体。 

     

〈連携者〉大東商工会議所 

（代表）会頭 永木 康司 

（住所）大東市曙町３番２６号     電話 072-871-6511 

（役割）D-BIZ と絶えず情報交換を行い、相乗・連携効果で新たな需要開拓へ

の貢献を果たしていく。 

 

〈連携者〉大阪産業大学 

（代表）理事長 吉岡 征四郎 

（住所）大東市中垣内３丁目１番１号  電話 072-875-3001 

（役割）産学連携支援、技術相談、受託研究、発明相談など 
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連携体制図等 

１． だいとう産業活性化協議会 （※平成２９年４月だいとう産業活性化センターから名称変更） 

 
 

☆大東商工会議所、大阪産業大学、金融機関、その他支援機関等が連携し、下記のよう

な経営課題に対応します。 
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だいとう産業活性化センター 

 

 

 

連携体制図等 

２．創業支援体制 

〈全体像〉※下線は特定創業支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方信用金庫 

・相談窓口 

・創業塾 

連連  携携 

日本政策金融公庫 

・相談窓口、創業支援融資 

・創業セミナー 

大東商工会議所 大東市 

・ワンストップ相談窓口設置 

・創業セミナー、 

起業家の卵ミーティング 

・情報提供 

・技術支援 

（産学連携） 

大阪産業大学 

創業希望者、創業者 

・相談窓口、創業支援融資 

・創業セミナー 
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連携体制図等 
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