
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
松戸商工会議所（法人番号 1040005005031） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

松戸市産業振興の目標を踏まえ、当所中長期ビジョン（平成 28 年～37 年）である

「千葉県東葛地域(注１)の中心都市として、元気な企業が集まり、ものづくり産業が

さらに発展し、まちが賑わう活力ある都市“松戸”」を実現するため、当所は本計

画の目標として、①創業支援策の強化、②後継者の育成強化、③新産業の創出、④

中心市街地活性化策の強化、⑤情報発信力の強化、⑥地域資源を活用した地域活性

化の促進を目指す。 
(注 1)千葉県北西部に位置する松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市

の 6市からなる地域 

事業内容 

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】 

①「松戸の経済指標」の提供    ②各種景況調査の実施と情報提供 

２．経営状況の分析に関すること        【指針①】 

 ①経営状況分析対象者の掘起し   ②経営分析セミナー開催と相談業務 

 ③経営指導員、専門家による経営分析④財務分析以外の定性的要因把握 

３．事業計画策定支援に関すること       【指針②】 

 ①事業計画策定企業の掘起こし 

②既存小規模事業者、創業者、事業承継者に対する事業計画策定支援 

 ③経営力向上計画を策定する小規模事業者に対する支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること   【指針②】 

 ①事業計画を策定した既存小規模事業者（経営力向上計画認定事業者含む）、 

創業者、事業承継に取り組む事業者に対するフォローアップ 

②支援機関との連携による支援 

５．需要動向調査に関すること         【指針③】 

 ①統計資料や文献等による業種別・品目別の市場の把握 

 ②松戸市内の商圏の把握      ③ターゲット顧客の需要調査 

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】 

 ①ビジネス交流会への参加     ②ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの活用による需要の開拓 

③国内展示会等出展支援      ④海外展開支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 ①松戸地域経済活性化支援協議会設置②観光行事・イベント行事支援 

 ③商店会売出助成事業       ④地域タウンプロデュース事業 等 

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 

 ①千葉県内支援機関での情報交換  ②日本政策金融公庫との情報交換 

③東葛地区の支援機関との情報交換 ④松戸市内金融機関、支援機関との情報交換 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 ①研修会参加と所内での研修、情報共有 ②OJT を通じたスキルの向上 

連絡先 

松戸商工会議所産業振興部経営支援課 

  住  所：千葉県松戸市松戸 1879-1 

 電話番号：047-364-3111 

  F A X番号：047-365-0150 

  U R L：http://matsudo-cci.com/ 

メールアドレス：info@matsudo-cci.com 
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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．地域の概況 

人口 48 万を擁する松戸市は、

都心から約 20km、常磐線で約 30

分の距離に立地し、江戸時代は宿

場町として、近代以降は首都圏の

緑豊かな住宅都市（ベッドタウ

ン）として長きに亘り発展してき

た。 

 平成 22 年/平成 27 年比で人口

は 3.2％増ながら、年少人口比率

0.9 ポイント減少、生産年齢人口

比率 4.2 ポイント減少、老年人口

比率 5.1 ポイント増加しており、

この間、少子高齢化比率は全国値

を上回るスピードで進んでいる。

将来推計によると、平成 27 年/

平成 36 年比で、人口は 3.4％減少し、年少人口比率 1.6 ポイント減少、生産年齢人口比率 2.4

ポイント減少、老年人口比率 4ポイント増加し、今後さらに高齢化が加速する（下記「松戸市の

人口推移、世代別人口割合」参照）。 

 

松戸市の人口推移、世代別人口割合 

年次 松戸市人口 
年少人口 

（同比率） 

生産年齢人口 

（同比率） 

老年人口 

（同比率） 

平成 22 年 469,881 人 
58,921 人 

（12.5％） 

310,363 人 

（66.0％） 

100,597 人 

（21.4％） 

平成 27 年 485,618 人 
56,369 人 

（11.6％） 

300,359 人 

（61.8％） 

128,890 人 

（26.5％） 

平成 36 年 

＊将来推計 
468,970 人 

47,164 人 

（10.0％） 

278,652 人 

（59.4％） 

143,154 人 

（30.5％） 

 

そのため、高齢者が住みやすいまちづくりとともに、高齢者を労働者としてどのように活用し

ていくかが地域課題となっている。また、年齢構造として 30 代前半～40 代後半が多く、この世

代を中心に子育て支援を強化し、年少者の減少を防ぐことも急務である。 

 松戸市では、「子育て・教育・文化を軸にした都市ブランドづくり」、「高齢者がいつまでも元

気に暮らせるまちづくり」、「まちが再生し、賑わいのあるまちづくり」、「経済が活性し、安心し

て働けるまちづくり」といった基本目標を立て、松戸の持つ子育て世代に魅力的な環境をさらに

充実させ、高齢者の雇用、社会活動を推進することで全世代がいきいきと暮らせるまちづくりを

推進している。 

 

２．産業構造の現状と課題 

（１）産業別構成  

平成 24 年経済センサス活動調査報告によれば、松戸市内には、13,076 事業所（公務・農林漁業



2 
 

を除く）(注１)が存在し、そのうち小規模事業者数は 8,996 事業所、概ね 7割である。平成 21 年経

済センサスに比して総数で 8.3％の減少、医療，福祉を除く全業種が減少し、特に卸売業，小売

業の減少が大きくなっている。 
(注１) 松戸市の産業別事業所数・構成比推移／全国構成比 

資料 平成 24 年経済センサス活動調査報告 

 

（２）商業・サービス業 

市内の鉄道 6路線 23 駅の駅前を中心に 82 の商店会が市内全域に分布している。かつては 110

を数えた商店会は合併や解散により減少し、各々の商店会の会員数も廃業等の事由により規模が

縮小しており、経営者の高齢化も進んでいる。 

さらに、平成 17 年に都心部と茨城県つくば市を結ぶつくばエクスプレスの開通に伴い、松戸

市と隣接する沿線の埼玉県三郷市、千葉県流山市、柏市に大型ショッピングモールの出店が相次

ぎ、また、松戸市の中心市街地である松戸駅周辺商業環境の開発の遅れなどにより、松戸市の小

売吸引力は低下、中心市街地の求心力も低下してきている。千葉県消費者購買動向調査によれば、

それまで準商業中心都市(注 2)であった松戸市は平成 18 年度調査結果において単独商圏都市(注 3)に

なり、平成 18 年度調査時と平成 24 年度調査では、小売吸引力は 13.1％低下した。 

商店会に所属している小売業、飲食業、サービス業を営む小規模事業者は、売上の伸び悩みや

客数の減少、消費行動の変化への対応が遅れていることなどの経営上の課題がある。 
(注 2)地元購買率 70％以上、他 1市町村以上から 10％以上の吸引力のある商圏都市 
(注 3)地元購買率 60％以上、外部特定都市への流出 20％未満の吸引力のある商圏都市 

 

（３）製造業 

松戸市の工業は 3つの工業団地を中心に工業生産を維持しているものの、年々製造品出荷額が

減少している。千葉県工業統計調査結果によれば、松戸市製造品出荷額の平成 20 年度/平成 24

年度比率は、△22.8％、1,078 億円の減少となっており、今後もさらなる減少が懸念される。ま

産業 
平成 21 年松戸市 平成 24 年松戸市 同全国

実数 構成比 実数 構成比 構成比

総数 14,287 100.0％ 13,098 100.0％ 100.0％

農林漁業 24 0.2％ 22 0.2％ 0.6％

建設業 1,327 9.3％ 1,216 9.3％ 11.3％

製造業 946 6.6％ 866 6.6％ 10.5％

電気・ガス・熱供給・水道業 11 0.1％ 4 0.0％ 0.0％

情報通信業 125 0.9％ 117 0.9％ 1.1％

運輸業，郵便業 249 1.7％ 213 1.6％ 1.8％

卸売業，小売業 3,582 25.1％ 3,245 24.8％ 22.5％

金融業，保険業 207 1.4％ 187 1.4％ 0.8％

不動産業，物品賃貸業 1,206 8.4％ 1,124 8.6％ 8.0％

学術研究，専門・技術サービス業 553 3.9％ 491 3.7％ 4.7％

宿泊業，飲食サービス業 2,065 14.5％ 1,844 14.1％ 13.2％

生活関連サービス業，娯楽業 1,530 10.7％ 1,443 11.0％ 9.4％

教育，学習支援業 669 4.7％ 553 4.2％ 2.8％

医療，福祉 1,089 7.6％ 1,108 8.5％ 6.7％

複合サービス業 55 0.4％ 43 0.3％ 0.2％

サービス業(他に分類されないもの) 649 4.5％ 622 4.7％ 6.4％
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た、松戸市の工業団地は、東京都に隣接し、道路アクセスも良い恵まれた立地条件であることか

ら、用地利用が製造業から物流業にシフトし、工業団地としての機能が薄れてきているのが現状

である。 

市内の製造業を営む小規模事業者にあっては、コスト競争の激化、人材の確保・育成が困難、

製品等の開発力の弱さ等の経営課題を抱えている。そのため、工業においては、付加価値の高い

製品製造業の誘致を積極的に進めていく必要がある。また、市内及び千葉県東葛地域(注４)は様々

な業種の製造業が数多くバランスよく集積しているため、お互いの保有する技術を組み合わせた

新商品の開発や、環境変化へ柔軟に対応するために市内及び東葛地域内の製造業の連携をさらに

強化していく必要がある。 
(注４)千葉県北西部に位置する松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市の 6 市からな

る地域 

 

（４）開・廃業 

創業については、経済センサス基礎調査では、松戸市の開業率は 5.7％で全国平均をやや上回

る割合であるが、廃業率が全国平均より高い 17.6％であることから、創業率を上げるための取

組みが緊急の課題である。 
 

３．松戸商工会議所の取組 

地域総合経済団体である松戸商工会議所は、国・県・市等の行政と小規模事業者が多数を占め

る地域企業を結ぶパイプ役である。国・県・市等が実施する小規模事業者のための各種支援施策

を理解・普及させるとともに、ニーズや課題などを行政に繋げ、行政が立案・実施する施策等に

反映させるため、小規模事業者の声を届ける役割が期待されている。また、上記２．産業構造の

現状と課題で記載の通り、地域経済を支える小規模事業者は、需要の低下、売上の減少、経営者

の高齢化などの経営課題を抱えているため、事業計画の策定・実施・フォローアップなど今まで

以上に小規模事業者に寄り添った経営サポートが求められている。 

松戸商工会議所は、平成 23 年度より「行動する商工会議所」を会頭方針に定め、組織を挙げ

て組織基盤の強化と会員参画の拡大を強力に推し進めてきた。過去３年間、毎年小規模事業者、

創業者を中心に 350 件以上の新規会員加入を通じた会員数の純増、全国トップレベルのマル経融

資(注 5)推薦件数（平成 26 年度実績：180 件、全国 15 位）並びに小規模企業共済、経営セーフテ

ィ共済の加入件数（各々全国 21 位、15 位）など、小規模事業者に対する支援活動を行っている

ところである。経営革新等支援機関認定：平成 25 年 7 月 10 日。 

 平成 26 年、「小規模企業振興基本法（小規模基本法）」、「商工会及び商工会議所による小規模

事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律（小規模支援法）」が制定・改正される中、当

商工会議所は地域の認定支援機関や中小企業支援機関の中核となるべく、また、小規模事業者を

面的に支援する体制を構築するため、地域の支援機関におけるリーダーシップを発揮していくこ

とが使命であると考えている。 

 これまでの当所の経営支援は、直面する課題に対応するためだけの支援や、経営が困難な状況

に陥った事業者の事業再建支援等、事業者から依頼があれば受ける対処的な支援であり、より経

営に踏み込んだ、小規模事業者の中長期的な事業計画を基としての支援に繋げていなかった。ま

た、事業所ごとの指導が中心であったため、「点」としての支援となっており広義の「連携」、具

体的には企業間、大学、支援機関などの結びつきを強化する手段などの支援が不足していた。 
(注 5)小規模事業者経営改善資金融資制度 

 

４．小規模事業者振興の目標 

（小規模事業者の中長期的な振興のあり方、今後の支援方針） 

当地域の現状や課題を踏まえ、当所は、①税務指導や記帳指導を中心とした従来の経営改善普
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及事業の取組みを見直し、事業計画に基づく経営推進、新たな需要開拓に向けた支援を行う。②

小規模事業者の売上や利益を確保するため、事業者自身がこれまでの経営を見直し、受身的体質

を能動的に変えるために、将来的には全事業者が経営計画を立て、自ら強み・弱みの把握や経営

ビジョンを立てられるようにすることを小規模事業者に対する支援方針とする。 

当所中長期ビジョン（平成 28 年～37 年）では、「千葉県東葛地域の中心都市として、元気な

企業が集まり、ものづくり産業がさらに発展し、まちが賑わう活力ある都市“松戸”」を実現す

ることを目標に掲げる。若年者・女性・高齢者を含め、幅広い世代の創業を支援し、創業率を

5.7％から 7％に上昇させる。また、松戸のものづくり発展のため、技術開発・情報面で大学や

研究機関と連携を図るとともに、全国から注目されるものづくりを発掘する。さらに地域の消費

者のニーズに合った品揃え・商品開発を支援するために、地域需要動向の把握に努め、松戸市の

小売吸引力を約 80％から 100％にすることを目標とする。 

 

（小規模事業者振興の目標） 

当所中長期ビジョン（平成 28 年～37 年）である「千葉県東葛地域の中心都市として、元気な

企業が集まり、ものづくり産業がさらに発展し、まちが賑わう活力ある都市“松戸”」を実現す

るために、当所は本計画の目標を下記の通り設定し、各支援機関・行政機関との強い連携のもと、

伴走型の経営支援に努め、様々な小規模事業者に対する支援策を実施していく。 

ⅰ．創業支援策の強化 幅広い世代に創業セミナー開催を周知するとともに、多くの創業者を

支援できるよう開催回数を増やし、事業計画策定・実行・見直しまでのフォロー体制を強

化し、創業の拡大を図る。 

ⅱ．後継者の育成強化 事業承継を考えている小規模事業者、または、承継が決まっている後

継者を掘り起こし、地域経済動向や需要動向を踏まえた経営状況の分析や事業計画策定支

援、策定後のフォロー体制を強化し、廃業の抑止を図る。 

ⅲ．新産業の創出 市内及び千葉県東葛地域のものづくり企業の受発注のための商談会や産学

官の研究や交流会を開催し、事業所間の柔軟な連携による技術、人材、販路などの結合、

大学との連携による新技術の導入等を通じた革新的技術を活かした製品化開発、販路開拓

を行う。 

ⅳ．中心市街地活性化策の強化 松戸市の中心市街地である松戸駅周辺の商店会団体、大型店、

松戸市、関係諸団体と連携を図り、四季折々のイベントや祭りのブラッシュアップ、新規

イベント等の実証実験を通じて、にぎわいあるまちづくりを推進する。 

ⅴ．情報発信力の強化 地域経済動向や需要動向等地域独自の情報、経営分析や事業計画策定

の意義や需要の開拓に寄与する情報等を積極的に情報発信し、小規模事業者のニーズに応

える。 

ⅵ．地域資源を活用した地域活性化の促進 地域タウンプロデュース事業(注 6)を通じ、松戸市

内に点在する観光名所や地場野菜などの地域資源を商店会活性化プランに取り入れ、地域

活性化を促進し、地域ブランドを育成する。 
(注 6) 商店会等が実施する中心市街地活性化策、地域産品開発策、地域資源を活用した地域活性化

策など松戸のブランド化や賑わいの創出が見込める活性化プランを公募し、公開プレゼン

テーションによる商店会コンテスト。 

 

なお、当商工会議所は、経営発達支援事業の実施期間を松戸市総合戦略実施期間（平成 27 年

度～31 年度の５年間）と歩調を合わせ実施していくこととし、平成 29 年度から 3ヵ年の実施期

間とする。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 
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（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成 29 年 4 月 1日～平成 32 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】 

（現状と課題） 

当所はこれまで、地域の経済指標を毎月会報誌『ブリッジ』（7千部 毎月 10 日発行）に掲載

してはいたが、地域経済動向の分析を行っていなかった。また、地域の中小企業景気動向調査に

ついて、地域としての分析や、定期的に情報の発信を行ってこなかった。 

今後は、これらを地域経済動向として分析し、所内で情報を共有した上で、経営発達支援事業

の施策に反映させる。また、調査結果を小規模事業者や創業者の経営方針、販売戦略、販路開拓、

商品開発等の参考として活用してもらうため広く情報発信を行う。 

 

（事業内容） 

①「松戸の経済指標」の提供（既存事業改善） 

・調査資料名 松戸の経済指標 

・調 査 項 目 松戸市内の人口、金融（マル経件数、金額）、労働（求人・求職、雇用保険）、

ガス需要、電力需要、建築確認申請件数 （既存事業） 

        千葉県内大型小売店販売額、新規自動車登録台数、新設住宅着工件数、鉱工業

生産指数、企業倒産件数、金融情勢、公共工事請負額、中小企業景況判断指数

＊改善調査項目出典元：千葉県月例経済報告（千葉県）、県内経済動向・統計

（千葉財務事務所）、千葉県経済指標（㈱ちばぎん総合研究所）（改善） 

・調 査 時 期 毎月 

・整理分析方法 調査項目を年次及び当年度は月次ごとにグラフ化する。県内データとの比較・

分析を行う。指標の解説や当所のコメントを加え、整理分析する。（改善） 

・活 用 方 法 毎月会報誌に掲載する。（既存事業） 

HP（（http://matsudo-cci.com/）へ掲載する。また、資料としてまとめ、巡回・

窓口相談やセミナー等を通じ、小規模事業者や創業者に提供し、経営分析や事

業計画策定の参考とする。当所の政策立案の基礎資料とする。（改善） 

 

②各種景況調査の実施と情報提供（既存事業改善） 

・調査資料名 日商 LOBO（早期景気観測）調査 

・調 査 項 目 業況、売上、採算、資金繰り、仕入単価、従業員 

月毎にテーマを設定した付帯調査（既存事業） 

・調 査 時 期 毎月 

・整理分析方法 全国ベースでまとめられたデータとの比較・分析も行う。分析の解説や当所の

コメントを加え、整理分析する。（改善） 

・活 用 方 法 会報誌及び HP へ掲載する。資料としてまとめ、巡回・窓口相談やセミナー等

を通じ、小規模事業者や創業者に提供する。当所の政策提言や要望活動に活用

する。（改善） 

 

・調査資料名 中小企業景況調査 

・調 査 項 目 業種ごとに、売上、売上単価、資金繰り、仕入単価、採算、従業員等の状況を

調査する。今期の状況・来期の見通し、今期の水準、今期及び来期の新規設備
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投資の状況、経営上の問題点など（既存事業） 

・調 査 時 期 四半期に１回 

・整理分析方法 調査対象をこれまでの 42 件から 200 件に増やし、より実情に近い地域経済動

向調査を行う。データを分析し、当所のコメントを加え、整理する。（改善）

・活 用 方 法 会報誌及び HP へ掲載する。資料としてまとめ、巡回・窓口相談やセミナー等

を通じ、小規模事業者や創業者に提供し、経営分析や事業計画策定の参考とす

る。また、当所の施策立案の基礎資料とする。（改善） 

 

（目標） 

 主要な調査の実施回数と対象 

・「松戸の経済指標」の提供・・・毎月 1回実施 

・LOBO（早期景気観測）調査・・・毎月 1回実施／8社 

・中小企業景況調査・・・四半期ごと年 4回実施／200 社 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

小規模事業者が持続的に発展していくためには、他社との差別化を行い、価格以外での訴求力

を高めなければならない。そのためには、個々の商品・サービス別、顧客別の売上、利益の状況

等の把握が必要である。しかしながら、自社の経営状況の分析を行い、その強み、弱みを明確に

把握して、自らが持つ強みをさらに伸ばしている事業者は極めて少ないのが現状である。経営の

底上げを支援するために不可欠な経営状況の分析を行う機会を今まで以上に増やすことが求め

られている。 

 

（事業内容） 

①経営状況分析対象者の掘起し（既存事業改善） 

現在は、経営指導員による巡回・窓口相談、経営セミナー、特にマル経融資相談を中心に小規

模事業者と接触し、希望に応じて経営分析を行っている。 

改善点としては、経営状況の分析を行う機会を増やすため、下記の手法等により接触機会の増

加を図るとともに、その都度、経営分析の必要性を説明し、経営分析を行う小規模事業者の掘起

しを図る。 

・経営相談や事業計画策定を働きかけるチラシを講習会・各種セミナーの際に配布する。 

・商店会や各種業種組合の諸会議に積極的に参加し、経営分析の必要性を説明する。 

・経営の持続的発展のための経営分析の必要性を会報誌及び HP に掲載する。 

 

②経営分析セミナーの開催と相談業務の充実（新規事業） 

千葉県産業振興センター等支援機関との連携により、経営分析セミナーを開催し、経営分析を

行う小規模事業者の掘起しを図る。 

 

③経営指導員による経営分析（既存事業改善） 

 現在は、巡回相談や窓口相談により取得した財務諸表等を基に、流動比率等による安全性分析、

売上総利益率等による収益性分析、キャッシュフロー等手元資金の流れの把握等は、借入金の返

済能力や経営安定性を中心とした財務分析を行っている。また、定性面については、事業者との

直接対話により、社長の人柄や家族・従業員構成、取引先の規模や経営状況、競合状況、立地条

件等により経営分析を行っている。 

 改善点として、上記分析結果に加え、事業者が提供する商品やサービスの商圏分析、競合分析、
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販売分析、SWOT 分析等を行う。経営分析は、経済産業省のローカルベンチマークシートを所内

共通のツールとして活用する。 

 

④専門家を活用した経営分析（既存事業改善） 

経営状況の分析を進める過程において、専門家による支援が必要と判断した場合、当所自由業

部会所属の専門家や、国・県・市の専門家派遣制度等を活用し、商品・サービスの内容、保有す

る技術・ノウハウ、従業員等の経営資源の内容等の項目を基に経営全体に亘る分析を含む個別支

援を実施している。 

個別支援の改善点として、「千葉県よろず支援拠点」、「千葉県産業振興センター」、「ミラサポ」

等の支援機関との連携をより一層強化して、専門家の活用機会を増やす。さらにそれら外部専門

家の派遣制度を活用して個別支援を行う際には、経営指導員が積極的に同席し、支援能力向上の

ための OJT 研修の場とする。 

 

⑤財務分析以外の定性的要因の把握について（新規事業） 

伴走型の支援を行っていくためには、安全性（借入金の返済能力）・収益性（売上に対する収

益性）・生産性（より多くの売上高や付加価値等の成果を達成できるかどうか）・成長性（売上や

利益の増加率）等の財務分析に加え、小規模事業者の詳しい事業環境等の定性的要因を把握する

必要がある。そのため、創業からの経緯、経営形態、従業員の構成、商品販売構成、資金繰りや

後継者問題などの項目を整理するヒアリングシートを作成して、経営課題の抽出を行う。ヒアリ

ングシートは経済産業省のローカルベンチマークツールを活用する。 

 

ヒアリングシート 

・経営分析シート 

 

・非財務ヒアリングシート① 
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・非財務ヒアリングシート② 

 
 

以上の結果を活用して、経営課題を抽出し、売上の確保・拡大、販路開拓を目指して、マーケ
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ティング、業務改善等について具体的なアドバイスを行い、次のステップ（事業計画作成や需要

分析など）に向けた経営発達の基礎づくりに努める。 

 

（目標） 

内  容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

経営分析掘起し

巡回件数 
10 件 500 件 600 件 800 件 

経営分析掘起し

窓口件数 
5 件 100 件 150 件 170 件 

経営分析 

セミナー開催数
   0 回 1 回 1 回 2 回 

経営分析 

セミナー参加数
   0 人 20 人 25 人 40 人 

専門家を活用し

た経営分析件数
0件 3 件 5 件 8 件 

経営分析総件数

(定性的要因分析含む)
4 件 47 件 74 件 90 件 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

現在の当所における小規模事業者支援については、小規模事業者持続化補助金やものづくり・

商業・サービス新展開支援補助金申請支援など、直面する課題に対応するためだけの支援等、事

業者から依頼があれば受ける対処的な支援であり、より経営に踏み込んだ、小規模事業者の中長

期的な事業計画を基としての支援に繋げていなかった。その原因として、マル経融資推薦実績や

補助金採択など、目先の定量的な効果に目を奪われていたためによる。 

そこで、中長期的視点のもと、事業者の掘起しと事業計画策定意義を訴求する周知活動を積極

的に行い、上記１．地域の経済動向調査、上記２.の経営状況の分析、及び後述の５．需要動向

調査による分析結果を踏まえ、需要を見据えた事業計画の策定、指導・助言を行う。また、本年

7月に施行された中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定についても、積極的に支

援していく。 

 

（事業内容） 

①事業計画策定企業の掘起こし 

・事業計画策定支援に関する広報での掘起こし（新規事業） 

会報誌、HP 等に本事業を広報、周知することにより、事業計画策定を目指す小規模事業者の

掘起しを行う。 

・窓口相談、巡回相談での広報による掘起こし（既存事業改善） 

窓口相談、巡回相談時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事業計画策定を目指

す小規模事業者の掘起しを行う。 

・マル経融資相談時での掘起こし（既存事業改善） 

マル経融資相談時、積極的に経営分析を行い、事業計画策定を勧める。 

・セミナー開催や個別相談会の開催を通じた掘起こし（新規事業） 

経営分析セミナー（上記２．の経営状況の分析に記載）、事業計画策定セミナー、創業セミナ

ー、創業塾、事業承継セミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定を目指す小規模事業

者の掘起しを行う。 
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②既存小規模事業者に対する事業計画策定支援（既存事業改善） 

当所はこれまで、小規模事業者持続化補助金やものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

申請、貸付金額 1,500 万円超の推薦に係るマル経融資申込を中心に小規模事業者に対する事業計

画策定支援を行っていた。改善点として、補助金申請をするしないにかかわらず、また、高額の

マル経融資申込をするしないにかかわらず、小規模事業者の持続的発展を促すため、事業計画策

定を支援していく。 

事業計画の作成は小規模事業者自らに行っていただくことを大前提とし、上記１．地域の経済

動向調査、上記２.経営状況の分析、及び後述の５．需要動向調査による分析結果を踏まえ、指

導・助言を行う。過去の事業計画策定支援の対応状況を鑑み、1社あたり 3回の支援で事業計画

を策定していただく。 

 

③創業期の段階にある小規模事業者に対する事業計画策定支援（既存事業改善） 

 産業競争力強化法に基づき認定された松戸市創業支援事業計画に則り、松戸市、日本政策金融

公庫松戸支店等と連携し、創業セミナー（3時間の講義）を年 1回実施する。また、創業塾（全

25 時間の講義）を年に複数回（2回以上）開催する。 

創業セミナーは受講者に創業の動機付けの場と位置付け、創業塾は経営、財務、人材育成、販

路開拓の 4つの知識が身につく実践的な講義の場として実施する。創業塾においては、中小企業

診断士等専門家による個別起業相談を併せて実施することにあわせ、経営指導員が継続的にフォ

ローしていき、起業実現性の高いビジネスプランが出来上がるまで支援していく。これまでの経

験から、1件あたり 5回の支援を目安に創業計画を策定していただくが、創業者は事業計画策定

が未経験であることから、案件によっては、目安にこだわらず丁寧に支援していく。 

 

④事業承継を伴う小規模事業者に対する事業計画策定支援（新規事業） 

 特に高齢化が進む松戸地域では、事業承継対策が喫緊の課題である。このため、年間を通じた

相談窓口の開設を行う。また、士業の方々で構成する自由業部会において、年間 5回開催してい

る事業承継セミナーとも連動し、次世代移行期の段階にある小規模事業者の事業承継を見据えた

事業計画策定を支援する。当所単独での対応が困難な事案については、千葉県事業引継ぎ支援セ

ンターと連携を図り、円滑な事業承継が行われる事業計画の策定を支援する。 

 

⑤経営力向上計画を策定する小規模事業者に対する支援（新規事業） 

本年 7月に施行された中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画は、人材育成やコスト管

理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために策定する計画であ

る。簡潔な申請書類であることから、計画の作成は小規模事業者自らに行っていただくことを大

前提とし、上記１．地域の経済動向調査、上記２.経営状況の分析、及び後述の５．需要動向調

査による分析結果を踏まえ、指導・助言を行う。1社あたり 2回の支援で経営力向上計画策定を

サポートする。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

会報誌における 

周知・広報の実施 
1 回 12 回 12 回 12 回 

事業計画策定セミナー

の開催 
1 回 1 回 1 回 1 回 

事業計画策定セミナー 45 人 45 人 50 人 55 人 
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参加者数 

創業セミナーの開催 1 回 1 回 1 回 1 回 

創業セミナー参加者数 10 人 15 人 20 人 25 人 

創業塾の開催 1 回 1 回 1 回 2 回 

創業塾参加者数 40 人 45 人 50 人 80 人 

事業承継セミナー 

の開催 
5 回 5 回 5 回 5 回 

事業承継セミナー 

参加者数（延べ人数） 
79 人 90 人 95 人 100 人 

既存事業者に対する事

業計画策定件数 
3 件 36 件 46 件 50 件 

創業期事業者に対する

事業計画策定件数 
1 件 5 件 10 件 16 件 

事業承継を伴う事業計

画策定件数 
0 件 1 件 3 件 4 件 

小規模事業者の経営力

向上計画策定件数 
0 件 5 件 15 件 20 件 

事業計画策定 

事業者合計件数 
4 件 47 件 74 件 90 件 

   

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

小規模事業者の事業計画は、融資や補助金申請に必要なための書類作りがほとんどであり、そ

のため、本来の目的である経営理念や経営ビジョン、経営戦略が明確化されていなく、事業計画

策定後のＰＤＣＡサイクルを確実に回している小規模事業者は少ない。 

一方、当所としても事業計画策定後のフォローアップを実施はしているが、計画に伴う実施状

況、課題等についての把握が充分とはいえず、事業所のＰＤＣＡサイクルを踏まえたフォローア

ップを行っていく必要がある。また、小規模事業者の成長段階（創業期→成長期→成熟期）に沿

って、進捗を把握して課題解決策を提案する。そのため、日本政策金融公庫松戸支店や地元金融

機関、各種支援機関を活用しながらⅰ．資金調達支援、ⅱ．販路開拓支援、ⅲ．現場改善提案、

ⅳ．事業承継支援などの総合支援を行う。 

 

（事業内容） 

①事業計画を策定した既存小規模事業者に対するフォローアップについて（既存事業改善） 

当所はこれまで、補助金採択後の小規模事業者や、マル経融資実行後の小規模事業者に対し、

フォローアップを実施していたが、頻度やフォローアップの深度が経営指導員によってまちまち

であり且つ部内での情報共有がないケースがあるなど、組織として事業計画策定後の実施支援を

行っていたとは言い難い。 

改善点として、フォローアップ担当者を定め、既存小規模事業者が事業計画を策定した後、原

則 3ヶ月に 1回以上窓口相談、巡回相談等による定期的なフォローアップを行う。策定した事業

計画の進捗状況については当所産業振興部長、次長、経営支援課長で共有し、課題解決に向けた

アドバイスを逐次行っていく。小規模事業者の状況に応じて、ミラサポを活用した専門家派遣や

千葉県よろず支援拠点及び千葉県産業振興センターと連携を図り、課題解決に向けて支援をす

る。また、売上の増加や収益の改善に取組むための新たな事業の実施に必要な設備資金、それに

付随する運転資金を必要とする小規模事業者に対しては、日本政策金融公庫松戸支店と連携を図
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り、小規模事業者経営発達支援融資の活用を提案し、そのために必要な事業計画策定の助言等支

援を行うとともに、事業計画の実施段階においては、継続的かつ定期的にフォローアップを実施

する。 

 

②創業後のフォローアップ（既存事業改善） 

 これまで創業後のフォローアップも行っていたが、頻度やフォローアップの深度が経営指導員

によってまちまちであり且つ部内での情報共有がないケースがあるなど、組織として事業計画策

定後の実施支援を行っていたとは言い難い。 

創業後は、安定的に経営が持続できるよう伴走型の支援を継続する。具体的には担当経営指導

員が 2ヶ月に 1回以上経営状況を確認し、経営分析を行うとともに必要な指導・助言を行う。策

定した事業計画の進捗状況については当所産業振興部長、次長、経営支援課長で共有し、課題解

決に向けたアドバイスを逐次行っていく。経理・税務面での指導を重点的に行うとともに、国・

県・市等行政が行う支援策等の紹介・斡旋を行い、フォローアップする。また、先輩経営者との

交流会等を開催して、創業者間のネットワーク強化とメンタル面での支援を行う。 

 

③事業承継を伴う事業計画を策定した小規模事業者に対するフォローアップ（新規事業） 

 円滑な事業承継が行われる事業計画を策定した小規模事業者に対して、安定的に経営が引き継

がれるまで担当者を定めフォローアップを行っていく。小規模事業者が事業承継を伴う事業計画

を策定した後、原則 2ヶ月に 1回以上窓口相談、巡回相談等による定期的なフォローアップを行

う。策定した事業計画の進捗状況については当所産業振興部長、次長、経営支援課長で共有し、

課題解決に向けたアドバイスを逐次行っていく。小規模事業者の状況に応じて、ミラサポを活用

した専門家派遣や千葉県よろず支援拠点及び千葉県産業振興センター、千葉県事業引継ぎ支援セ

ンターと連携を図り、円滑な事業承継が完了するまで支援をする。 

 

④経営力向上計画が認定された小規模事業者に対するフォローアップ（新規事業） 

小規模事業者が経営力向上計画が認定された後、実施期間完了日まで、担当者を定め原則 3

ヶ月に 1回以上窓口相談、巡回相談等による定期的なフォローアップを行う。認定された経営力

向上計画の進捗状況については、当所産業振興部長、次長、経営支援課長で共有し、課題解決に

向けたアドバイスを逐次行っていく。また、小規模企業持続化補助金やものづくり・商業・サー

ビス新展開支援補助金など、経営力向上に資する補助事業の活用についても積極的に支援する。

 

⑤支援機関との連携による支援（新規事業） 

「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」や、販路開拓や現場改善など小規模事業者

が事業計画策定後に必要となる助成金対策セミナー（フォローアップセミナー）や個別相談会を

千葉県産業振興センターや中小企業基盤整備機構等支援機関と連携のもと実施する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

事業計画を策定した事業者

へのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回数 

（1事業所×4回） 

3 社

12 回

39 社

156 回

85 社

340 回

135 社 

540 回 

事業計画を策定した創業者 

へのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回数 

（1事業所×6回） 

1 社

6 回

6 社

36 回

16 社

96 回

32 社 

192 回 

事業承継計画を策定した事 0社 1 社 4 社 8 社 
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業者へのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回数 

（1事業所×6回） 

0 回 6 回 24 回 48 回 

経営力向上計画認定事業者

へのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回数 

（1事業所×4回） 

0 社

0 回

5 社

20 回

20 社

80 回

40 社 

160 回 

事業計画策定後の 

フォローアップ数合計 

4 社

18 回

51 社

218 回

125 社

540 回

215 社 

940 回 

先輩経営者との交流会 

（創業ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ） 

開催回数 

1 回 1 回 1 回 2 回 

先輩経営者との交流会 

（創業ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ） 

参加人数 

10 名 10 名 10 名 20 名 

助成金対策セミナー 

（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ）開催回数 
1 回 2 回 2 回 3 回 

助成金対策セミナー 

（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ）参加者数 
20 名 30 名 40 名 50 名 

 

（参考）事業計画策定後のフォローアップ カルテ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
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（現状と課題） 

販売する商品や提供するサービスの需要動向に対して、調査している小規模事業所は少ないの

が現状である。当所としてもこれまで小規模事業者が需要動向を把握するための支援を実施して

こなかった。その原因は、経営指導員の経験や勘等の定性要因を判断材料として小規模事業者に

需要情報を提供していたためである。 

小規模事業者を取り巻く環境は一層厳しくなっており、市場動向や業界動向等のマクロ環境、

商品やサービスを提供する地域の細かな需要動向となるミクロ環境を的確に捉えていくことが

重要となる。このことを経営指導員等が十分に理解し、小規模事業者が需要動向を的確に把握で

きるよう調査を支援していくこと必要である。 

今後当所においては、小規模事業者が提供する商品・サービスの販売をさらに促進するため、

需要動向の情報収集・分析・整理を支援し、小規模事業者が的確な情報を迅速に把握できる仕組

みを構築していく。 

 

（事業内容） 

①統計資料や文献等による業種別・品目別の市場の把握（新規事業） 

小規模事業者が製造・販売のターゲットとなる市場動向や業界動向等を把握するために、経営

指導員等が各種統計資料を提供し、小規模事業者が的確に需要動向が把握できるよう支援してい

く。 

支援対象 

事業計画を策定する小規模事業者 

・既存小規模事業者 

・創業者（又は創業準備者） 

・事業承継を考える小規模事業者 

・経営力向上を考える小規模事業者 

調査実施者 経営指導員等 

調査時期 支援対象小規模事業者の事業計画策定段階に随時 

調査項目 

①市場規模 

②市場動向 

③業界動向 

④業種別需要動向 

提供方法 調査資料を印刷し、支援対象小規模事業者に直接提供 

活用方法 

支援対象小規模事業者の業種や品目の動向を把握すること

で、商品やサービス、新たな事業展開を考える参考情報とし

て活用 

期待効果 

・市場規模や業界動向の把握により、支援対象小規模事業者

自社を取り巻く外部環境の分析することで経営の方向性を

見極めることができる 

・支援対象小規模事業者の事業計画策定時に外部環境を整理

するための資料として活用できる 

※調査資料 

資料 収集項目 

矢野経済研究所 
市場規模 

市場動向 

visualizing.info 
市場規模 

（市場規模のグラフ化） 

日経テレコン 市場動向 
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（最新トレンド、売れ筋商品など） 

業種別審査辞典 
業界動向 

（業況や主要企業の紹介・分析、課題と展望など） 

J-Net21 
需要動向調査手法 

（業種別需要動向など） 

 

（目標） 

内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

調査資料提供による 

支援事業所数 
0 件 47 件 74 件 90 件 

 

②松戸市内の商圏の把握（商業・サービス業）（新規事業） 

 小規模事業者が販売する新商品や新サービスの販売促進を行うためには、ターゲットとなる商

圏を把握する必要がある。松戸市においては、ベッドタウンであるが故の転出入や市域内での転

出入、中心市街地その他のマンション建設、松戸市の子育て支援策の拡充などにより、商圏内の

人口構成が変化している。当所は松戸市他より情報を入手し以下の調査を実施し、小規模事業者

に資料として提供し、事業計画策定に役立てていただく。 

 

支援対象 

事業計画を策定する小規模事業者 

・既存小規模事業者 

・創業者（又は創業準備者） 

・事業承継を考える小規模事業者 

・経営力向上を考える小規模事業者 

調査実施者 
支援対象小規模事業者（分析方法①②） 

経営指導員等（分析方法①②③④⑤） 

調査時期 支援対象小規模事業者の事業計画策定段階に随時 

分析内容 
支援対象小規模事業者の商圏 

（主に松戸市内を想定） 

分析項目 

・松戸市内の商圏内人口 

（町別、性別、年代別、年度ごとの増減等） 

・松戸市内の 23 駅の乗降客数 

・松戸市内の競合店 

分析方法 

①支援対象小規模事業者へのヒアリングや現地調査 

②ターゲットとする商圏の設定 

③商圏内人口の調査（松戸市の統計より） 

（昼間人口・世帯数・性別や年代別人口） 

④商圏内鉄道駅の乗降客数の調査（市内交通機関より） 

（年度ごとの乗降者数・平日や土日の乗降客数） 

商圏内の昼夜間人口の調査と比較 

⑤調査結果の分析と整理 

（総務省統計局・統計センター提供の「地図による小地域分

析 jSTAT MAP」等を活用し、商圏を把握する） 

提供方法 
調査資料を印刷し、支援対象小規模事業者に直接提供 

（場合によっては電子媒体で提供） 

活用方法 支援対象小規模事業者の販売計画や商品戦略の見直しの参考
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資料として活用 

期待効果 

・商圏の適切な把握により販路開拓や商品販売戦略の見直し

に向けターゲットの把握することができ、売上の増加が期

待できる 

・事業計画を策定する際に活用することができる 

 

（目標） 

内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

商圏の把握のための 

支援事業所数 
0 件 47 件 74 件 90 件 

 

③ターゲット顧客の需要調査（商業・サービス業）（新規事業） 

 小規模事業者が開発した新商品、新サービスが顧客に評価されるかどうかを調査する際に、調

査の有効性を高めるために、当所は以下の調査を実施し、小規模事業者を支援する。 

 

支援対象 

新商品、新サービスを提供する小規模事業者 

・既存小規模事業者 

・創業者（又は創業準備者） 

・事業承継を考える小規模事業者 

・経営力向上を考える小規模事業者 

調査実施者 
支援対象小規模事業者（分析方法①②③④⑤⑥） 

経営指導員等（分析方法①②③⑥） 

調査時期 
新商品、新サービスを提供する支援対象小規模事業者の事業

計画策定段階に随時 

分析内容 顧客の生の声 

1 支援対象あたりの 

顧客の声回答数（目標）
20 件 

分析項目 

・商品・役務の満足度合い 

・価格に対する感度 

・商品の利用頻度 

・従来商品・他社商品との比較 

・味・雰囲気などの好み等 

分析方法 

①支援対象小規模事業者へのヒアリングや現地調査 

②ターゲットとなる顧客の選定 

（町別・性別・年代別などその事業所にあった切り口で選定） 

③アンケートシートやヒアリングシートの作成 

④店内でのアンケート・ヒアリングの実施 

⑤郵送・メールのよるアンケートの実施 

（返信も郵送・メールでいただく） 

⑥回答の集計・分析 

提供方法 
調査資料を印刷し、支援対象小規模事業者に直接提供 

（場合によっては電子媒体で提供） 

活用方法 
支援対象小規模事業者の販売計画や商品戦略の見直しの参考

資料として活用 

期待効果 ・商圏の適切な把握により販路開拓や商品販売戦略の見直し
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に向けターゲットの把握することができ、支援対象小規模

事業者の売上の増加が期待できる 

・支援対象小規模事業者の事業計画を策定する際に活用する

ことができる 

 

（目標） 

内  容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

需要動向調査事業所

件数（商業・ｻｰﾋﾞｽ業）
0 件 32 件 49 件 60 件 

 

④ターゲット顧客の需要調査（製造業）（新規事業） 

 小規模製造業事業者については、まず既存受注先の需要動向の把握を行う必要がある。当所は

小規模製造業事業者と協議し、既存受注先が、何が不足しているか、何が必要なのかを把握する

ための聴き取りシートを作成する。聞き取り結果をもとに経営指導員は、需要動向を分析する。

また、日本全国の企業をつなぐ商工会議所の商取引サイト“ザ・ビジネスモール”の発注状況か

ら、事業所が開発した新製品の需要動向を調査し、事業計画策定等に活用していただく。なお、

専門性の高い事案については、千葉県産業振興センターと連携を図り、聞き取りシートの作成、

聞き取り結果の分析について専門家の意見も交え、需要動向調査の精度を高めていく。 

 

支援対象 

小規模製造事業者 

・既存小規模事業者 

・事業承継を考える小規模事業者 

・経営力向上を考える小規模事業者 

調査実施者 
支援対象小規模製造事業者（分析方法①②③④⑤⑥） 

経営指導員等（分析方法①②④⑥） 

調査時期・頻度 支援対象小規模製造事業者の事業計画策定段階に随時 

分析内容 既存受注先のニーズの把握 

1 支援対象あたりの 

受注先回答数（目標）
10 件 

分析項目 

既存取引先の現状 

・出荷製品 

・製造工程 

・製造における課題・価格等 

分析方法 

①支援対象小規模製造事業者へのヒアリングや現地調査 

②“ザ・ビジネスモール”の受注状況 

③既存受注先の選定・リスト作成 

④受注先に応じた聞き取りシートの作成 

⑤既存受注先にヒアリングの実施 

（支援対象小規模製造事業者が聞き取りを実施） 

⑥ヒアリング結果の集計・分析 

提供方法 
調査資料を印刷し、支援対象小規模製造事業者に直接提供 

（場合によっては電子媒体で提供） 

活用方法 

支援対象小規模製造事業者の販売計画や商品戦略の見直しの

参考資として、また新たな設備投資を見据えた事業計画策定

の際にも活用 
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期待効果 

・既存受注先の現状を把握することで、新たな需要を創出し、

これまでになかった受注を増やすことで、売上の拡大が期

待できる 

・既存受注先の現状を知ろうと努力することで、受注先の潜

在的ニーズの発掘が期待できるとともに、受注先との関係

性強化が期待でき、競合先との差別化要因ができる 

 

（目標） 

内  容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

需要動向調査事業所

件数（製造業） 
0 件 15 件 25 件 30 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】 

（現状と課題） 

小規模事業者ならではのニッチな商品やきめ細かいサービスの新しい販路を開拓するために

は、商品・サービスの認知度向上のためのプロモーションが重要である。小規模事業者の販路開

拓支援として、ⅰ．ビジネス交流会への参加、ⅱ．インターネットの活用、ⅲ．展示会への参加、

ⅳ．海外への販路拡大支援等を実施し、個社の認知度向上を図り、売上の拡大、収益の向上を目

指す。 

 

（事業内容） 

①ビジネス交流会への参加（既存事業改善） 

・受発注のための商談会・交流会（東葛工業人交流会（注７)）の開催（既存事業改善） 

製造業について、取引先の偏りなどにより取引先廃業・倒産による倒産リスクを抱えた小規模

事業者に対して、販路拡大のための受発注についてのセミナーや取引先マッチングを行う東葛工

業人交流会を開催する。 

改善点として、参加者数の拡大だけでなく、商談件数や成約件数等の目標を掲げ、成約にいた

るまでのフォローの実施や成約要因についての情報収集を行うなど、製造業の新たな需要の創

出・販路拡大を支援していく。 
（注７)東葛工業人交流会参加事業所等：東葛地区 4商工会議所（松戸、柏、野田、流山）及び 4商

工会（柏市沼南、我孫子市、野田市関宿、鎌ヶ谷市）管内製造業事業者や金融機関等、東

葛テクノプラザ（千葉県産業振興センターのインキュベーション施設）・東大柏ベンチャー

プラザ（中小企業基盤整備機構のインキュベーション施設）・産業技術総合研究所等の支援

機関等。 

 

・新分野参入（医療系新分野参入商談会）への支援（既存事業改善） 

新分野への参入を目指す製造業やＩＴ事業者等小規模事業者については、関係団体と連携して

製品・技術・パネル展示及び個別商談会等のビジネスマッチングを実施し、新分野参入の支援と

新規販路開拓を支援する。具体的には、医療産業系に新規参入する小規模事業者には、医療機器

製販企業が集積する東京都本郷地区内にて東大柏ベンチャープラザ・産業技術総合研究所等の協

力を得ながら支援を行う。 

改善点として、千葉県よろず支援拠点等の専門家と連携し、参入可能な事業者の拡大を行うこ

ととともに参加者数の拡大だけでなく、商談件数や成約件数等の目標を掲げ、成約にいたるまで

のフォローの実施や成約要因についての情報収集を行うなど、小規模事業者の新たな需要の創

出・販路拡大を支援していく。 
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・成約率向上相談会の開催（新規事業） 

商談会等に参加する小規模事業者に対しては、成約率を高めるための事前レクチャーを行うと

ともに、双方に対する事前聞き取り調査により、ニーズや製品情報等を収集して、マッチングの

精度向上に努め、成約率を向上させ、新たな需要の創出や販路拡大のために支援を行う。 

 

②インターネットの活用による需要の開拓（既存事業改善） 

良い商品・サービスを取り扱いながら、これまでインターネット販売を行っていなかった小規

模事業者に対し、インターネット販売の有効性を伝えるとともに、インターネットを活用した新

たな販路拡大に取組める事業を推進する。 

・B to C の販路拡大（おもてなしギフト） 

地域の特産品や逸品（農産物関連商品、菓子、伝統工芸品、飲料、観光物産など）を扱う小

規模事業者に対し、消費者向けの販売・PR の機会である「Yahoo!!おもてなしギフト」への登録

を推進する。また、地域ブランドを育成のために専用ツール「千葉名産ドットコム」も紹介し、

販路拡大に向けた相乗効果を図る。 

改善点として、登録後のフォローアップも適切に行い、マーケティングや商品のブランド化

についても千葉県よろず支援拠点のコーディネーターやミラサポ等の専門家と連携しながら、

細かな支援を行う。また、インターネットを活用した受注件数や売上額などの目標を掲げ、効

果の検証についても行っていく。 

 

③国内展示会等出展支援（既存事業改善） 

新製品・新技術等に取り組む小規模事業者に対し、販路拡大のため、国内で開催される展示会・

見本市等への出展を支援する。 

改善点として、成約率を高めるための事前レクチャーを行うとともに、展示会出展後の事後指

導を行い、成約件数を増やす支援を行う。 

 

④海外展開支援（新規事業） 

平成 28 年度新設の松戸市補助制度を活用し、日本貿易振興機構（ジェトロ）が支援する海外

展示会に出展する小規模事業者に対し、海外への販路開拓を支援する。国内市場だけでなく海外

市場への需要拡大を目指す小規模事業者に対し、海外展開支援として、国際ビジネスに関連する

情報提供をはじめ、ジェトロ千葉と連携して、貿易実務セミナーの開催、海外取引の専門相談を

実施し、海外市場への新たな需要の開拓を支援する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

ビジネス交流会への参加 

（東葛工業人交流会）開催回数 
1 回 1 回 1 回 1 回

東葛工業人交流会 

個別商談会参加社数 
117 社 120 社 130 社 140 社

東葛工業人交流会 

成約件数 
不明 2件 4 件 8 件

ビジネス交流会への参加（医療

系新分野参入商談会）開催回数 
1 回 1 回 1 回 1 回

医療系新分野参入商談会 

参加社数 
12 社 14 社 15 社 18 社
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医療系新分野参入商談会 

成約件数 
不明 1件 1 件 1 件

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの活用による需要の開

拓（おもてなしギフト）登録数 
2 社 4 社 6 社 10 社

おもてなしギフト 

受注件数 
0 件 1 件 2 件 3 件

国内展示会等 

出展支援社数 
10 社 10 社 10 社 10 社

海外展示会 

出展支援社数 
0 社 1 社 2 社 2 社

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

松戸市は昭和 30 年代から人口増加に併せて商業が大きく発展し、商店会数も 110 商店会を数

えるに至った。しかし、昨今は、商店会の会員店舗の廃業や経営者の高齢化などから会員だけで

なく役員の担い手も減少し、現商店会数 82 のうち、ほとんど活動していない商店会も少なくな

い。さらに、平成 17 年に都心部と茨城県つくば市を結ぶつくばエクスプレスの開通に伴い、松

戸市と隣接する沿線の埼玉県三郷市、千葉県流山市、柏市に大型ショッピングモールの出店が相

次ぎ、また、松戸市の中心市街地である松戸駅周辺商業環境の開発の遅れなどにより、松戸市の

小売吸引力は低下、中心市街地の求心力も低下してきている。 

一方で、松戸市内には四季を通じて各所で様々な観光行事やイベント行事が開催されており、

多くの人出で賑わっている。それぞれの行事は、賑わいの創出等に関して一定の効果を得ている

ものの、関係機関との意識共有が不足しており、連携した効果検証や事業連携等は限定的となっ

ている。 

そこで、魅力あふれるまちづくりに向けて、松戸市、観光協会、商店会連合会、工業連合会、

とうかつ中央農業協同組合、松戸法人会、松戸青色申告会、当所で構成される「松戸地域経済活

性化支援協議会（仮称）」を新たに発足し、地域の経済活性化への取組や方向性を検討する。 

また、検討された結果を踏まえて、経営指導員、補助員により商店街のイベント指導や、個店

の魅力度向上支援等を行い、松戸地域の経済活性化に向けて積極的に取組み、小規模事業者の経

営発達に役立てる。 

 

（事業内容） 

①松戸地域経済活性化支援協議会（仮称）の設置（新規事業） 

 松戸市、松戸市観光協会、松戸市商店会連合会、松戸工業連合会、とうかつ中央農業協同組合、

松戸法人会、松戸青色申告会、当所で構成される「松戸地域経済活性化支援協議会（仮称）」を

新たに発足し、観光やコンテンツ産業等を含めた交流人口の増加を図る地域活性化の方向性等に

ついて検討する。 

 

②観光行事・イベント行事支援（既存事業改善） 

松戸市内は四季を通じて各所で様々な観光行事やイベント行事が行われており、多くの人出で

賑わっている。主要な行事と人出は以下の通り（人出は平成 27 年度開催実績）。 

春：第 44 回常盤平さくらまつり 18 万人、第 28 回八柱さくらまつり 15 万人、 

第 34 回六実さくらまつり 13 万人 

夏：松戸花火大会 18 万人、第 29 回新松戸まつり 22 万人、第 21 回矢切ビールまつり 1万 5 千人、

第 10 回松戸宿坂川献灯まつり 3万人、第 20 回小金宿まつり 3万人 
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秋：第 8回東松戸まつり 3万人、第 16 回小金ぶらり市 3万人、第 42 回松戸まつり 37 万人 

冬：松戸クリスマス音楽祭 3千人、第 8回松戸クリスマスファンタジー7千人、 

第 7回松戸宿坂川川津さくらまつり 7千人 

これらの行事の実施主体は行政、会議所、商店会、町会など様々であり、その歴史も様々であ

るが、多様な団体との連携により運営されている。 

改善点として、「松戸地域経済活性化支援協議会」構成団体と意識を共有しながら、地域の魅

力を内外に対し浸透させ、賑わいを創出する。 

 

③商店会売出助成事業（既存事業改善） 

市内全域に点在する 82 の商店会には多くの小規模事業者が所属し、松戸市民の消費需要に応

えている。商店街活性化の一助とするため、商店会が行う売出しやイベント事業のチラシ・ポス

ター等宣伝費用の一部を当所が助成している。 

改善点として、今後は、商店会が行う売出しやイベント情報をマスメディアや各種広報誌等に

掲載されるよう働きかけたり、HP やソーシャルメディア等の IT の活用等、効果的な PR 方法を

指導し、商店街活性化の支援を行い小規模事業者支援における面的支援を図っていく。 

 

④地域タウンプロデュース事業（既存事業改善） 

商店会等が実施する中心市街地活性化策、地域産品開発策、地域資源を活用した地域活性化策

など松戸のブランド化や賑わいの創出が見込める活性化プランを公募し、公開プレゼンテーショ

ンによる商店会コンテストを実施している。そして、事業効果が極めて高いと思われるプランに

対し、その実現化を支援、助成している。この事業をきっかけとして、上記②観光行事・イベン

ト行事に記載されている行事に発展した行事もある。 

改善点として、全国各地で行われているイベント事業の情報を参考事例として商店会に提供

し、地域活性化に向けた商店街の PR 支援、イベント指導、各個店への指導を経営指導員、補助

員等が行う。また、千葉県中小企業団体中央会の協力のもと、商店会を対象とする専門家派遣を

行い地域活性化に向けての機会を設ける。 

 

⑤商店会セミナー・交流事業（既存事業改善） 

商店会を対象とする商店街活性化セミナー・交流会事業を開催し、情報交換による知識等自己

啓発を図っている。 

改善点として、千葉県中小企業団体中央会の協力のもと、商店会を対象とする専門家派遣を行

い、地域活性化に向けての機会を設ける。 

 

（目標） 

  支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

松戸地域経済活性化 

支援協議会（仮称）開催回数 
0 件 1 回 1 回 1 回 

商店会売出助成件数 47 団体 47 団体 50 団体 50 団体 

ﾀｳﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ事業参加団体数 6 団体 8 団体 9 団体 10 団体 

商店会セミナー・交流事業開催回数 5回 10 回 12 回 15 回 

商店会セミナー・交流事業出席者数 100 人 200 人 240 人 300 人 

商店会への専門家派遣回数 1 回 5 回 6 回 7 回 

 

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 
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（現状と課題） 

現状では、県内支援機関や日本政策金融公庫、近隣商工会議所との会議を通じて支援ノウハウ

等の情報交換を図っている。しかし、松戸市の認定支援機関や中小企業支援機関とは個々のつな

がりはあるものの、小規模事業者を面的に支援する体制を構築していなかった。 

今回、松戸市内金融機関、支援機関等との連携会議を新設し、当所は地域の認定支援機関や中

小企業支援機関の中核として、支援力向上を図っていく。 

 

①千葉県内支援機関での連携 

・連携会議名 千葉県中小企業支援プラットフォーム連絡会議、千葉県よろず支援拠点連携会議

・主 催 者 公益財団法人千葉県産業振興センター 

・メ ン バ ー 千葉県産業振興センター、県内 21 商工会議所、県内に本店を有する全金融機関、

千葉県信用保証協会、千葉県よろず支援拠点、日本政策金融公庫、商工中金、千

葉県産業支援技術研究所、JETRO 千葉、千葉県、中小企業基盤整備機構 

・開 催 頻 度 年各 3回 

・目   的 県内支援機関の支援力向上 

・内   容 県内での先進事例紹介や問題点の共有化 

 

②日本政策金融公庫松戸支店との連携 

・連携会議名 マル経協議会 

・主 催 者 日本政策金融公庫松戸支店 

・メ ン バ ー 日本政策金融公庫松戸支店及び同支店管轄の商工会議所、商工会 

・開 催 頻 度 年 1 回 

・目   的 管内商工会議所、商工会の支援ノウハウの向上 

・内   容 管内の金融動向、小規模事業者の業況、問題点の共有、融資制度の確認 

 

・連携会議名 創業支援会議 

・主 催 者 日本政策金融公庫松戸支店 

・メ ン バ ー 日本政策金融公庫松戸支店及び同支店管轄の商工会議所、商工会 

・開 催 頻 度 年 1 回 

・目   的 管内商工会議所、商工会の創業支援ノウハウの向上 

・内   容 管内の創業動向、問題点の共有化 

 

・連携会議名 金融支援会議 

・主 催 者 松戸商工会議所 

・メ ン バ ー 日本政策金融公庫松戸支店、松戸商工会議所全経営指導員、補助員 

・開 催 頻 度 年 1 回 

・目   的 松戸商工会議所経営指導員、補助員の経営支援力の向上 

・内   容 松戸市内の小規模事業者の業況、支援ノウハウ、問題点の共有化 

 

③東葛地区の支援機関との連携会議 

・連携会議名 東葛工業人交流会連携会議 

・主 催 者 東葛地区 4商工会議所（松戸、柏、野田、流山） 

・メ ン バ ー 東葛地区 4商工会議所（松戸、柏、野田、流山）、東葛テクノプラザ、東大柏ベ

ンチャープラザ、産業技術総合研究所 

・開 催 頻 度 年 6 回 
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・目   的 東葛地区の製造業の連携支援力向上 

・内   容 連携事業の検討、管内小規模製造業事業者の現状、支援ノウハウの共有化 

 

④松戸市内金融機関、支援機関等との連携会議（新規事業） 

・連携会議名 松戸市内認定支援機関等連携会議（仮称） 

・主 催 者 松戸商工会議所 

・メ ン バ ー 松戸市内の金融機関、税理士、中小企業診断士等支援機関、松戸市、 

松戸商工会議所 

・開 催 頻 度 年 1 回 

・目   的 市内支援機関の支援力向上 

・内   容 市内での取組状況や問題点、関係機関への提言内容の共有化、意見交換 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

 現在、当所経営指導員の職務歴は最短で 6年であるが、担当業務内容により支援能力のレベル

に差異がある。加えて、昨今の法改正に伴う諸施策に応じた小規模事業者支援については、経営

指導員等全員で一層のレベルアップを図る必要がある。また、支援ノウハウや成功事例、小規模

事業者の分析結果等が個々の経営指導員に属人的に集積しがちであり、組織として共有する仕組

みを構築する必要がある。経営指導員等のみならず、一般職員も含め資質向上を図っていく。 

 

①日本商工会議所による研修会への参加（既存事業改善） 

 中小企業相談所長向け会議、全国研修会、分野別研修会に参加し、国の施策や、支援ノウハウ

を学ぶ。改善点として、研修会に参加した担当者を講師に経営指導員等を対象とする研修報告会

を研修会終了後 1週間以内に行い、最新の知識を共有する。また、研修内容は、職員全員が閲覧

できるネットワークフォルダーに蓄積し、職員全員が最新の知識を共有できるようにする。 

経営指導員等 Web 研修、Web 効果測定に経営指導員、補助員全員の受講を必須に、一般職員も

極力受講を勧奨し、組織全体の資質のレベルアップを図る。 

 

②中小企業庁による研修会への参加（既存事業改善） 

 個社支援型研修や IT スキル向上等研修に参加し支援ノウハウを学ぶ。改善点として、研修会

に参加した担当者を講師に経営指導員等を対象とする研修報告会を研修会終了後 1 週間以内に

行い、最新の知識を共有する。また、研修内容は、職員全員が閲覧できるネットワークフォルダ

ーに蓄積し、職員全員が最新の知識を共有できるようにする。 

 

③千葉県商工会議所連合会による研修会への参加 

 国・県の施策、金融・税務、創業、経営、コンプライアンス等各種テーマ別研修会に参加し、

支援ノウハウを学ぶ。改善点として、研修会に参加した担当者を講師に経営指導員等を対象とす

る研修報告会を研修会終了後 1週間以内に行い、最新の知識を共有する。また、研修内容は、職

員全員が閲覧できるネットワークフォルダーに蓄積し、職員全員が最新の知識を共有できるよう

にする。 

 

④所内での研修（既存事業改善） 

 前述①後半の経営指導員等 Web 研修等を行い、組織全体の資質のレベルアップを図る。また、

上記Ⅲ．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、２．①前半、②、③に

参加した担当者を講師に研修報告会（連携会議や研修会参加後 1週間以内に開催）を行い、連携
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会議や研修会に出席した担当経営指導員だけでなく、経営指導員等全員で最新知識を共有し、支

援ノウハウの平準化を図る。研修会には、毎年延べ 20 回以上参加しているので、研修報告会を

毎年 20 回以上実施する。 

 また、新たに、上記４．事業計画策定後の実施支援における、フォローアップを通じた伴走型

支援の成功事例を学ぶ研修会を経営指導員等を対象に実施する。成功事例研修会は、当該小規模

事業者支援を担当した経営指導員を講師に実施する。毎月 1回定例で実施。 

 

⑤OJT を通じたスキルの向上（既存事業改善） 

 当所では、経営指導員の指導能力向上のために Off-JT と OJT の連動により組織全体の経営支

援力の向上を図っている。具体的には、支援経験の浅い経営指導員や補助員については、ベテラ

ン指導員同行で、OJT により支援ノウハウを学ばせ、多くの事例を経験することにより課題解決

スキルの習得を図っている。今後、専門家を派遣する際に、高度な経営課題を解決する指導技術

などを習得するため、積極的に経営指導員が随行する。 

 

⑥支援情報の組織内における共有化（データベース化）（既存事業改善） 

 これまでも小規模事業者支援の情報管理は当所事業者管理システム（TOAS）においてデータベ

ース化していたが、主にマル経融資の実績把握にしか利用してこなかった。 

今後、経営発達支援計画に実行し、組織として支援ノウハウをデータベースとして蓄積し、活

用するために、当所事業所管理システム（TOAS）における個別指導実績データ項目を再整備した

上で蓄積し、経営指導員、補助員だけでなく、一般職も共有し、属人的に集積しがちな支援ノウ

ハウを組織全体の財産として活用していく。 

 

・再整備における新規項目（改善） 

 地域経済動向の提供、経営分析の実施、需要動向調査の提供、事業計画策定支援、 

事業計画策定後のフォローアップ、需要開拓の実施 

 

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 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況、成果について、以下の方法により評価検証を行う。

 

①当所産業振興部（中小企業相談所）内の課長補佐以上の役職で構成する会議において、事業の

進捗状況を確認する。 

 

②中小企業診断士や税理士等の専門家（会員以外）を外部有識者として活用して、事業の実施状

況、成果の評価を受け、見直し案の策定に活かしていく。 

 

③当所産業振興部（中小企業相談所）内の課長補佐以上の役職で構成する会議において、②の評

価に基づく見直し案を策定する。 

 

④商工会議所の会頭・副会頭会議において、事業の成果及び外部有識者の評価結果を報告し、見

直し案について承認を受ける。 

 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果を当所 HP（http://matsudo-cci.com/）において計画期間中

公表する。 
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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 28 年 9 月現在）

（１）組織体制 

 １）松戸商工会議所全体の組織 

  ①役員 

   会頭：1名、副会頭：4名、専務理事：1名、理事（兼事務局長）：1名 

   議員：119 名（うち常議員：35 名、監事：3名） 

  ②職員 総数：23 名（内訳は下記の通り） 

総務部：9名（総務部長、同次長、総務課：5名、経理課：2名） 

産業振興部：14 名（産業振興部長、同部次長：2名、経営支援課：5名、 

商工業振興課：6名） 

  

２）松戸商工会議所において経営発達支援事業を確実に実施するための組織概要 

  ①担当部署：産業振興部 

  ②経営指導員数：11 名 

  ③補助員数 3名 

   総務部 9名は、間接的に事業を支援する。 

  

３）松戸商工会議所の組織  

専務理事 

   

理事兼 

事務局長 

 

    
総務部長 

総務課 

（5 名） 

主任        

 係員  

   係員  

   総務部次長    係員  

 兼課長 係員        

         経理課 

(2 名） 

課長        

 主任        
 

    産業振興部長（経営指導員） 

（中小企業相談所長） 
経営支援課 

(5 名） 

＊経営指導員 3名 

課長（経営指導員）   

係長（経営指導員）  

 主任（経営指導員）  

 産業振興部次長（経営指導員） 

（経営支援課担当） 

主任（補助員）  

  係員（補助員）     

 

商工業振興課 

（6 名） 

＊経営指導員 5名 

課長（経営指導員）   

  産業振興部次長（経営指導員） 
（商工業振興課担当） 

課長補佐（経営指導員）  

係長（経営指導員）  

係長（経営指導員）  
主任（経営指導員）  
係員（補助員）     
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（２）連絡先  

  松戸商工会議所 産業振興部 経営支援課   

住 所 〒271-0092 千葉県松戸市松戸 1879-1 

   T E L 047-364-3111 

 F A X 047-365-0150 

   U R L http://matsudo-cci.com/  

E-mail info@matsudo-cci.com 

 

 

 

（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） 

 29 年度 

(29 年 4 月以降) 
30 年度 31 年度 

必要な資金の額 111,190 111,190 111,190 

 

中小企業相談所会計 

一般会計 

商業振興事業費 

サービス業振興事業費 

工業振興事業費 

106,750  

2,190  

700  

1,550  

106,750   

 

2,190   

700   

1,550   

 

106,750  

2,190  

700  

1,550  

（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 

会議所会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託金、事業所参加者負担金 

（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 

○創業支援事業 

 松戸市創業支援事業計画に基づき、松戸商工会議所と松戸市の連携を中心に、日本政策金融公

庫松戸支店等市内金融機関、千葉県産業振興センター等支援機関とも連携し、創業希望者の創業

前から開業後まで、長期的に支援する体制のもと年間 40 件の創業の実現を目指す。 

連携者及びその役割 

○創業塾、創業セミナー、創業相談支援事業、各種講習会の開催 

松戸商工会議所 

  

○創業・経営総合相談、施策情報の提供、市の各種補助制度 

松戸市（千葉県松戸市根本 387-5/市長 本郷谷健治） 

 

○創業等のための融資相談、開業資金融資・マル経等事業資金、小規模事業者経営支援融資制度

株式会社日本政策金融公庫 松戸支店（千葉県松戸市本町 7-10 5F/支店長 岩穴真明） 

株式会社千葉銀行 松戸支店（千葉県松戸市本町 7-10/支店長 角畑博文） 

 株式会社京葉銀行 松戸支店（千葉県松戸市松戸 1776/支店長 村井利美和） 

株式会社千葉興業銀行 松戸支店（千葉県松戸市根本 6-8/支店長 福島隆） 

東京ベイ信用金庫 松戸支店（千葉県松戸市仲井町 2-139/支店長 杉山亨） 

  

○創業者の将来的な経営革新認定取得に向けた相談の他、製品等技術革新に向けた相談 

公益財団法人千葉県産業振興センター（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1/理事長 庄司英実） 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業振興センター 

専門家派遣事業 

技術革新相談 

事業計画相談 

日本政策金融公庫 

市内金融機関 

創業者向け融資・相談会 

創業塾講師派遣 

松戸市 

創業・経営相談 

施策情報の提供 

各種補助制度 

松戸商工会議所 

創業支援事業（相談窓口・融資斡旋） 

将来的な経営革新支援事業 

交流会・講習会の開催

 
創業希望者、創業者 

連  携 
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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 

○経営状況の分析、事業計画策定支援、事業計画策定後のフォローアップ 

 小規模事業者の経営発展に向け、当所は経営の分析、事業計画策定支援、事業計画策定支援後

のフォローアップを実施する。専門性の高い案件は、以下の支援機関等と連携し実施する。 

連携者及びその役割 

○経営状況の分析、事業計画策定、策定支援後のフォローアップの際の専門家派遣 

公益財団法人千葉県産業振興センター（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1/理事長 庄司英実） 

 千葉県よろず支援拠点（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1/ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 井口章） 

千葉県事業引継ぎセンター（千葉県千葉市中央区中央 2-5-1/統括責任者 梅澤道博） 

○経営状況の分析、事業計画策定、策定支援後のフォローアップの際の支援ツールの活用指導 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（東京都港区虎ノ門 3-5-1/理事長 高田坦史） 

○事業計画策定支援後の資金調達支援 

株式会社日本政策金融公庫 松戸支店（千葉県松戸市本町 7-10 5F/支店長 岩穴真明） 

株式会社千葉銀行 松戸支店（千葉県松戸市本町 7-10/支店長 角畑博文） 

 株式会社京葉銀行 松戸支店（千葉県松戸市松戸 1776/支店長 村井利美和） 

株式会社千葉興業銀行 松戸支店（千葉県松戸市根本 6-8/支店長 福島隆） 

東京ベイ信用金庫 松戸支店（千葉県松戸市仲井町 2-139/支店長 杉山亨） 

○事業計画策定に係る需要動向セミナーの講師派遣、専門家派遣 

 日本貿易振興機構千葉事務所（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1/所長 櫻井麻子） 

○事業計画策定、策定支援後のフォローアップ等に伴う専門家相談 

松戸商工会議所自由業部会所属専門家：中小企業診断士、公認会計士、税理士、弁理士等 

松戸市（千葉県松戸市根本 387-5/市長 本郷谷健治） 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業振興センター 

松戸商工会議所 

連  携 

小規模事業者 

よろず支援拠点 事業引継ぎセンター 

中小機構 自由業部会 ジェトロちば ミラサポ 

日本政策金融公庫、地元金融機関 松戸市 
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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 

○東葛工業人交流会 

製造業について、当所を含む近隣 4 商工会議所、4 商工会・各種支援機関等で組織する東葛工

業人交流会事業において、大手企業等によるニーズ発表会後に個別商談会を実施し、新規に販路

を開拓する。また、交流会に参加する地域内外事業者の交流を通じて各種情報の収集を図り、ビ

ジネスマッチングにつなげる。 

医療産業系の新分野への参入を目指す小規模事業者については、医療機器製販企業が集積する

東京都本郷地区内にて中小企業基盤整備機構等の協力を得て、製品・技術・パネル展示及び個別

商談会等のビジネスマッチングを実施し、新分野参入の支援と新規の販路を開拓する。 

連携者及びその役割 

○参加者募集、展示者、商談者への助言、助成 

松戸商工会議所 

 

○東葛工業人交流会の共同開催 

 野田商工会議所（千葉県野田市中野台 168-1/会頭 髙梨兵左衛門） 

柏商工会議所（千葉県柏市東上町 7-18/会頭 寺嶋哲生） 

流山商工会議所（千葉県流山市流山 2-312/会頭 池森政治） 

 

○医工連携商談会企画立案、ベンチャー企業参加者募集、専門家の派遣 

公益財団法人千葉県産業振興センター 東葛テクノプラザ 

（千葉県柏市柏の葉 5-4-6/所長 中田裕之） 

  

○大企業マッチング企画立案 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 東大柏ベンチャープラザ 

（千葉県柏市柏の葉 5-4-19/ﾁｰﾌｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ 原田博文） 

  

○製品等技術革新に向けた相談、専門家の派遣 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 ベンチャー支援室 

（茨城県つくば市梅園 1-1-1/室長 木村行雄） 

株式会社つくば研究支援センター（茨城県つくば市千現 2-1-6/代表取締役 矢口喜一郎） 

  

○事業広報、施策情報の提供 

野田市（千葉県野田市鶴奉 7-1/市長 鈴木有） 

柏市（千葉県柏市柏 5-10-1/市長 秋山浩保） 

流山市（千葉県流山市平和台 1-1-1/市長 井崎義治） 

松戸市（千葉県松戸市根本 387-5/市長 本郷谷健治） 

  

○研究技術の情報提供 

国立大学法人東京大学 フューチャーセンター推進機構 

（千葉県柏市柏の葉 5-1-5/推進機構長 保坂寛） 

学校法人東京理科大学 科学技術交流センター 

（東京都新宿区神楽坂 1-3/センター長 藤本隆） 
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○参加社募集 

柏市沼南商工会（千葉県柏市風早 1-6-16/会長 森和夫） 

我孫子市商工会（千葉県我孫子市寿 1-13-27/会長 青木宏栄） 

野田市関宿商工会（千葉県野田市東宝珠花 237-1/会長 富澤昇） 

鎌ヶ谷市商工会（千葉県鎌ヶ谷市南初富 6-5-60/会長 井出勝則） 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大柏ﾍﾞﾝﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞ

大企業マッチング 

企画立案 

コーディネート 

野田・柏・流山 

商工会議所 

東葛工業人交流会の 

共同開催 

東葛ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ 

医工連携商談会企画立案

ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業参加者募集 

専門家の派遣 

松戸商工会議所 

参加者募集、 

展示者、商談者への助言、助成 

 
ものづくり 

事業者 

産学官連携 

産総研 

つくば研究ｾﾝﾀｰ 

製品等技術革新に向けた

相談、専門家の派遣 

東京大学、 

東京理科大学 

研究技術の情報提供 

野田・柏・流山・松戸市 

事業広報、施策情報の提供

柏市沼南・我孫子・野田市

関宿・鎌ヶ谷商工会 

参加者募集 


