
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
青梅商工会議所（法人番号 3013105001132） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

地域経済の動向把握、伴走型支援、職員の資質向上、ＰＤＣＡサイク

ルの実践と適正な事業評価のもとで、小規模事業者の経営力向上と持続

的発展のために真に必要な支援策を提供する。さらに、小規模事業者の

視点に立ち、様々な分野や施策が連動し合える仕組みのもとで、事業者、

行政、市民、各種支援団体、専門家等の多様な担い手が連携・協働して

まちづくりを進め、当商工会議所が中心的存在となって、小規模事業者

の持続的な発展に貢献していく。 

事業内容 

①地域の経済動向調査に関すること 

地域の経済動向を調査して、経済状況を正確に把握すると共に、地域

の抱える問題点を明確にした上で、真の課題抽出を行う。その上で、当

商工会議所が実施する小規模事業者向けの支援メニューの新規策定・再

構築や経営相談時に活用する。 

②経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の販売する商品・サービスの需要動向についての情報収

集・整理・分析及び提供をすることにより、小規模事業者における経営

資源を効率的に活用して、経営力の向上により持続的な発展を支援する。

③事業計画策定支援に関すること 

地域の経済動向や経営状況の分析を踏まえて、持続的な経営に向けた

事業計画策定を支援し、地域の原動力となる小規模事業者の活性化を図

る。 

④事業計画策定後の実施支援に関すること 

経営指導員による定期的な巡回指導を主体に、計画の着実な実施と、

ＰＤＣＡサイクルを回す仕組みを根付かせる。 

⑤需要動向調査に関すること 

自社の経営状況の分析を踏まえ、今後の戦略の方向性が市場ニーズと

一致するために、需要動向に関する情報の収集・整理・分析・提供を行

い、将来的には事業者が変化をキャッチし、必要な情報を整理・活用で

きるように支援する。 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

新たな販路を開拓するための支援策を講じることで、小規模事業者が

国内外を問わず、販路開拓を行いながら事業計画の目標を達成するため

の支援をする。 

⑦地域経済の活性化に資する取り組み 

地域の課題解決や個性ある地域づくりを推進するため、行政、観光協

会や商店街組織など多くの関係団体との連携・協力のもと、地域に根ざ

した事業を展開する。 

連絡先 

青梅商工会議所中小企業相談所（東京都青梅市上町 373 番地の１） 

        TEL:0428-23-0113 FAX:0428-23-1122 

        WEB: http://www.omecci.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．地域の現状と特色 

 当商工会議所が管轄している地域（青梅市・奥多摩町）は、大消費地である東京都心

部に距離的に近く、鉄道や道路でのアクセスが良いなど、利便性が高い環境にある。ま

た、大規模な工場の集積や高い技術力を持つ工業や充実した商業活力、さらには、奥多

摩、御岳山・御岳渓谷等の観光地が多数あり、東側から順に「工業中心エリア」「商業

中心エリア」「観光中心エリア」と地域分けすることができる。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域内の商工業者数は４，８３４社、このうち小規模事業者数は、３，６５５社であ

り、７６％を占めている。なお、商工業における事業者割合は以下の通りとなっている。

（平成２４年度経済センサス活動調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で、産業の担い手である経営者の高齢化や後継者不足による企業の衰退、雇用の

場の不足、商店街イベントや観光客による経済効果の低下などの問題が表出している。

 

２．産業ごとの現状と課題 

①工業 

地域経済の活性化はもとより、雇用の場の確保や先進的な研究・開発機能など、重要

工業中心エリア

商業中心エリア

観光中心エリア
東京都全図

管内（青梅市・奥多摩町全図） 
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な役割を担っているが、親企業の海外移転、円安によるエネルギーや原材料価格の高騰、

新興国の台頭、経済のグローバル化の進展等に伴い、工業を取り巻く環境は厳しさを増

している。この２０年間は、事業所数、従業者数、製造品出荷額ともに減少傾向にあり、

とくに工業全体の多数を占める小規模事業者の減少が著しい（東京都工業統計調査よ

り）。小規模事業者の多くは、高い技術やノウハウを有しているものの狭い分野に限ら

れており、経営資源も不足していることから、単独で課題解決力を高めるのは大変難し

い。そのため、企業同士の連携の強化、受け身の姿勢からの脱却、新たなビジネスの創

出を図ることが課題となっている。 

 

②商業 

豊かな消費生活の提供、にぎわいや活力の創出など、まちづくりの上で重要な位置を

占めているが、商店街の衰退が大きな問題となっているほか、高齢者等の買い物弱者の

問題も懸念されている。商業においては、従業者数、年間販売額は増加しているが、商

店数の減少が著しい（東京都商業統計調査より）。これは、小規模な個人商店がこの２

０年間で半減しているためであり、こうした小規模事業者の撤退により、旧来からある

地域の商店街の衰退がまちの人口減少や活気のなさの一因になりつつある。 

今後の超高齢社会においては、利便性・至近性から生活に密着した商店街の必要性が

増しており、売上に直結するイベントの実施により、商店街の活性化を進めていく必要

がある。また、商店街等の新陳代謝を目的に、主に若者や女性等を中心に創業を目指す

人に対し、空き店舗等の有効活用により、創業や転業の支援を図る。さらに、魅力ある

商品・サービスを提供する小規模事業者においては、発展著しい海外に活路を求めた販

路開拓も必要である。 

 

③観光 

観光客の志向が多様化し、「安・近・短」の近場で安上がりな日帰り旅行やまち歩き

への関心が高く、多様な趣味に応じられる体験メニューの提供や四季を通じた魅力ある

観光地づくりが求められている。当地域は、奥多摩をはじめ、多摩川の清流、山歩きな

ど自然環境に恵まれている。また、市民マラソンの草分けでもある青梅マラソンをはじ

め、魅力あるイベントも開催され、大都市圏に近いというポテンシャルを持っている。

今後は、行政や観光協会と連携し、積極的な情報発信・情報提供をはじめ、歴史的、

文化的、産業的観光資源の発掘、広域的観光ルートの形成、特産品を活用した新商品の

開発、インバウンドによる訪日観光客受け入れ体制の充実など、多様化する観光ニーズ

に対応した観光振興策に取り組む必要がある。 

 

④新産業創出 

工業、商業、観光業など既存産業を取り巻く環境が厳しさを増し、新たな雇用の場の

確保が大きな課題となっている。また、少子高齢化の進行や社会経済構造が変化する中、

社会ニーズの広がりに対応した産業、まちづくりや地域再生に貢献する産業など、新し

い産業の形態が模索されている。 

こうした中で、優れた発想と高い志を持った起業家の卵を発掘・育成し、新たな産業

の担い手となり得る起業家を数多く輩出することが求められている。 

今後は、若者、女性、シニア起業家を支援する施策を積極的に推進し、第二創業を含
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めた地域に密着したコミュニティビジネス支援など、経済の新陳代謝と地域ニーズに応

える産業振興を図る必要がある。 

 

３．青梅商工会議所の役割と現状認識 

 以上のような地域の現状と特色や、産業ごとの現状と課題を踏まえ、当商工会議所は

地域の総合経済団体として、「産業の活性化なくして、地域の安心・安全なし」を理念

に「企業・地域を元気に！地域産業資源の魅力を創造・発信し、変化に強い競争力のあ

る地域産業を育成」をビジョンとして地域経済および企業の活性化を目指している。 

 そして、国や自治体が取り組む施策への提言・要望活動をはじめ、企業への訪問によ

る現場主義を基本に、経営課題を的確に捉えてきめ細かな経営支援、地域資源の活用、

グローバル化の対応に加えて新産業の創出、経営改善普及事業における地域振興推進事

業等の提案型助成事業にも積極的に取り組んでおり、事業者に寄り添った経営サポート

を実施している。 

 こうした状況の中で、「小規模基本法」および「小規模支援法」の成立により、小規

模事業者支援機関としての当商工会議所の役割が一層重要となっている。本来であれば

その期待に応えた結果を果たすべきであるが、地域内企業で多数を占める小規模事業者

は、各産業に共通して売上減少や収益性悪化に苦しんでいる。現状においては、支援機

関として販路開拓や経営革新支援が十分に発揮できているとは言い難く、国等の支援策

の活用、他の支援機関との連携についても不十分であることが、当面の課題である。 

 

４．小規模事業者支援の中長期目標 

 地域の大多数を占める小規模事業者の振興と地域経済の活性化は表裏一体であるこ

とから、今後はより一層小規模事業者の支援が重要となってくる。そこで、「小規模事

業者の発展を支援し、地域産業の活性化を図る」を理念に、「適切な支援体制を整備し、

小規模事業者のビジネスモデルを再構築することにより、持続的発展を支援する」をビ

ジョンとした小規模事業者支援中長期ビジョン（平成２８年度～３７年度）を策定した。

 この中長期ビジョンでは、現在の小規模事業者支援で課題となっている「販路開拓や

経営革新支援の発揮、国等の支援策の活用、他の支援機関との連携」を克服しながら、

「常に小規模事業者の視点に立ち、小規模事業者のビジネスモデルの再構築を支援す

る。そのために、自らの強みである伴走型支援の特色を活かして、小規模事業者の持続

的発展のため、きめ細かい支援を実施する」を基本方針としている。また、向こう１０

年の活動目標を以下のように打ち出している。 

①多様な需要に応じた販路開拓と新事業展開の促進 

②創業・第二創業を中心とした個人能力発揮の促進 

③地域需要に対応した地域経済の活性化に資する事業展開 

④経営支援体制の整備 

こうした小規模事業者支援の中長期目標を常に俯瞰しながら、前掲の各産業における

地域の課題を解決するために、中長期ビジョンの達成に向かって、基本方針のもとで切

れ目のない支援策を講じ、活動目標に取り組む。 
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５．本事業における目標 

前項で述べた小規模事業者支援における中長期目標の基本方針および活動目標から、

本事業における目標を以下に定める。 

 

①伴走型販路開拓支援による経営改善の増進 

 小規模事業者の中には、優れた商品・技術を生産又は保有するものの、自社だけでは

十分な販路開拓ができないことが多い。地域内における需要開拓にとどまらず、海外展

開も含めた広域需要にも対応できる「商品力、販売チャネル開拓力、プロモーション能

力」を支援し、営業力・販売力の強化により、既存顧客の固定客化・新規顧客開拓等に

つなげる伴走型支援を展開し、持続的発展を支援する。 

 

②創業・第二創業の活発化による新産業創出 

既存事業者支援と並び重要なのが、創業・第二創業支援である。地域で創業するには、

安心して創業できる環境作りが必要であり、創業者向けの専門相談窓口を拡充し、創業段

階に応じた多様な経営相談により伴走型のフォローを実施する。 

 

③地域経済の活性化に資する事業展開 

 地域の多様な関係者と連携し、地域需要対応型事業を推進する。各事業については、

単なるにぎわい創出の事業にとどめず、戦略のもとでの事業意欲向上、顧客獲得、売上

増加、接客向上など個店の経営力向上による経営改善をはかる。 

 

④適切な経営支援体制の整備 

地域の支援機関と連携し、特定の産業に絞った支援ではなく、多種多様な事業者の個

別の経営課題に対して、臨機応変に対応できる体制の整備と拡充をする。 

 

以上の事業目標の実現に向け、既存支援の枠を超えた新たな「経営発達支援計画」を

策定し、地域経済の動向把握、伴走型支援、職員の資質向上、ＰＤＣＡサイクルの実践

と適正な事業評価のもとで、小規模事業者の経営力向上と持続的発展のために真に必要

な支援策を提供する。さらに、小規模事業者の視点に立ち、地域のポテンシャルを活か

したまちづくりを戦略的に進め、様々な分野や施策が連動し合える仕組みのもとで、事

業者、行政、市民、各種支援団体、専門家等の多様な担い手が連携・協働してまちづく

りを進め、当商工会議所が中心的存在となって、小規模事業者の持続的な発展に貢献し

ていく。 

 

（具体的な目標、事業内容、手段、効果等は、「経営発達支援事業の内容」に個別事業

ごとに記載している） 
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＜全体スキーム図＞ 

 本支援計画の全体スキームを図で表すと下記のとおりである。 

 
 

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２８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】 

 当地域は首都圏に近く東京都内に所在するが、有効求人倍率は、平成２７年５月の指

標による東京都平均１．７１％に対して、青梅市周辺は０．５９％、事業所当たりの商

業年間販売額（総務省社会人口統計）は、東京都平均１，０５０百万円に対して１５９

百万円であるなど、東京都全域を表す経済指標とは乖離していることが多い。また、景

況感の波が大都市圏に比べ、遅れてくる傾向があり、とくに景気感の改善を実感するま

でにはタイムラグがある。そのため、地域における経済動向を調査・分析し、正しく把

握することにより、地域特有の課題を発見・明確にした上で、小規模事業者に適した施

策を展開することが可能となる。 
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＜事業内容＞ 

 （１）他団体が実施する各種景況調査結果を利用し、近隣エリア、都内エリア、全国

エリアにおける小規模企業の動向を確認する。これにより、マクロ的な視野に立

った実態把握ができると共に、地域内との比較をはじめ、立ち遅れている業種業

態に対する支援体制の拡充を図る。【指針③】 

 （２）とりわけ、小規模事業者比率が高く、かつ事業所数が大幅に減少傾向にある小

売業と製造業については、個別にヒアリング調査を実施してマクロ調査と比較す

ると共に、経営者の生の声を収集する。【指針③】 

 （３）管内地域における小規模企業の経営実態を四半期ごとに調査・分析することに

より、地域の実情を把握すると共に、その調査結果をもとに「支援メニューの企

画・立案」「経営相談時における経営指導等のための資料」として活用する。な

お、調査結果についてはレポートにまとめ、当商工会議所が発行する会報、ホー

ムページ等で公表する。【指針③】 

 

＜プロセス図＞ 

 

＜目的＞ 

 地域の経済動向を調査して、経済状況を正確に把握すると共に、地域の抱える問題点

を明確にした上で、真の課題抽出を行う。その上で、当商工会議所が実施する小規模事

業者向けの支援メニューの新規策定・再構築や経営相談時に活用する。 

 

＜手段＞ 

 （１）下記のような他団体が実施する各種景況調査結果を、ホームページや刊行冊子

等から入手し、マクロ的な分析をしながら、地域内との比較をする。 

・中小企業景況調査報告書（中小企業庁） 

・全国小企業月次動向調査（株式会社日本政策金融公庫、総合研究所） 

・都内経済情勢報告（財務省関東財務局、東京財務事務所） 

・東京都中小企業の景況（東京都、産業労働局） 
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・中小企業景況調査、日商ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所） 

・東京都内信用保証利用企業動向調査（東京信用保証協会） 

・中小企業景況調査報告（多摩信用金庫） 

・多摩地域商工会エリアの景況（東京都商工会連合会） 

（想定する分析項目） 

   ①生産活動指標・・・生産指数、出荷指数、在庫指数 

   ②消費活動指標・・・家計消費支出、商業販売額指数 

   ③労働関係指標・・・雇用指数、賃金指数、有効求人倍率 

 （２）小売業と製造業の小規模企業を抽出し、経営指導員による面談調査（ヒアリン

グ）により、地域が抱える経営課題を的確に捕まえる（対象 50 社）。 

 

＜効果＞ 

 地域の経済動向調査を定期的かつ着実に実施することにより、地域内の小規模事業者

の実態を正確につかみ、その分析結果をもとに、地域特有の課題を発見し明確にした上

で、小規模事業者に適した施策を展開することが可能となる。また、経営相談時におけ

る活用で、適切な指導・アドバイスも可能となる。 

 

＜目標＞ 

 マクロ的な調査結果のほかに、当地域の実情をミクロ的に把握するためには、管内小

規模事業者の実態把握は必要不可欠である。そのため、四半期ごとに下記のヒアリング

調査により、地域の経済動向を整理・分析して、小規模事業者の取り巻く外部環境・課

題等を把握する。その上で、これらを相談業務に活用し、小規模事業者の課題解決を支

援する。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

マクロ経済分析 2 4 4 4 4 

ミクロ経済分析 

ヒアリング調査回数（対

象 50 社）（＊１） 

1 4 4 4 4 

 

（＊１）ヒアリング調査 

４項目について、管内小規模事業者を対象に実施する。（定点観測） 

①景況感 ②資金繰り状況 ③採算(収益）性 ④経営上の課題 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 経営指導員による巡回指導・窓口相談、専門家を招聘しての講習会集団指導（経営セ

ミナー）・講習会個別指導を通じ、小規模事業者の課題抽出・経営分析を行い、小規模

企業における経営資源を効率的に活用して、経営力の向上により持続的な発展を支援す

る。 

 

＜事業内容＞ 

 （１）経営指導員による巡回指導・窓口相談を主体に、業種や課題に特化した講習会

集団指導（経営セミナー）の開催又は専門家による講習会個別指導を通じて、分

析対象となる小規模事業者を取り上げる。そして、状況に応じて中小企業診断士、

税理士、社会保険労務士等の専門家とも協働し、戦略、組織・人材、マーケティ

ング、ＩＴ、財務、知財等の項目を経営分析する。【指針①】 

 （２）取り上げた小規模事業者の課題については、経営力向上ＴＯＫＹＯプロジェク

トで活用中の「オンライン経営力自己診断」等の分析ツールを使い、課題を抽出

すると共に、他の企業の実績値（業種規模別の標準値）と比較・整理・分析し、

その結果を提供しながら相談内容に応じた対応をする。【指針①】 

 （３）マル経融資（経営改善貸付）をはじめとする金融相談については、対象となる

小規模事業者の決算書をもとに財務分析、ＳＷＯＴ分析を入念に実施した上で、

真の課題解決を目指す。【指針①】 

 （４）対象となる小規模事業者の販路について課題がある場合は、新たな需要の開拓

に寄与する事業を展開し、持続的発展を可能にするための情報提供をすると共

に、販路開拓支援につなげる。【指針①】 

 

＜プロセス図＞ 
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＜目的＞ 

 小規模事業者の経営状況を的確に把握し分析することで、表出した経営課題のみなら

ず、経営者も気づいていない真の経営課題を抽出し、小規模企業における経営資源を効

率的に活用して、経営力の向上により持続的な発展を支援する。 

 

＜手段＞ 

 現在は希望者を対象に経営分析を実施しているが、今後は経営指導員による巡回指

導・窓口相談を主体に、業種や課題に特化した講習会集団指導（経営セミナー）の開催

又は専門家による講習会個別指導を積極的に活用する。また、高度で難易度の高い専門

的な内容については、専門知識を有する専門家との協働で対応する。 

 

＜効果＞ 

 個別企業の扱う商品やサービスの特性や性質を把握しながら、戦略、組織・人材、マ

ーケティング、ＩＴ、財務、知財等の項目ごとに課題を抽出して、経営分析を行うこと

でその実態を正確につかむ。そして、小規模事業者に適した施策を展開し、経営相談時

には適切な指導・アドバイスも可能となる。 

 

＜目標＞ 

 下記の支援方法により、商品・サービスの需要動向に関する情報収集を的確に捉え、

その情報を整理・分析して小規模事業者支援につなげる。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回指導件数 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 

窓口相談件数 420 440 460 480 500 

講習会集団指導回数 20 20 20 20 20 

講習会個別指導回数 55 60 65 70 70 

公的融資斡旋件数 205 210 215 220 225 

経営分析件数（＊１） 80 85 90 95 100 

 

（＊１）経営分析件数 

経営分析件数は、以下の方法によって数値を求めている。（現状） 

経営分析に直結するセミナー回数５回、参加者延べ ２００人 

 セミナーから個別相談へ誘導人数 １００人 

 個別相談から経営分析へ誘導人数 ５０人・・・ａ 

 融資斡旋時に経営分析を実施   ３０人・・・ｂ  （ａ＋ｂ＝８０） 

 

＜想定する分析項目＞ 

 収益性分析・・・売上高利益率、総資産回転率、損益分岐点 

 安全性分析・・・流動比率、自己資本比率、固定比率 

 資金繰り分析・・売上債権回転期間、在庫回転期間 

 その他の分析・・在庫回転率、売上債権回転率 

 



- 10 - 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（ａ）既存事業者の持続的発展支援 

 小規模事業者の多くは経営資源が不足していることから、人口減少や高齢化などによ

る地域需要の変化に応じた取組みができていない。そこで、地域の経済動向や経営状況

の分析を踏まえて、持続的な経営に向けた事業計画策定を支援し、事業承継・販路開拓

支援を中心に、地域の原動力となる小規模事業者の活性化を図る。 

 

＜事業内容＞ 

 （１）経営指導員による巡回指導・窓口相談を主体に、小規模事業者から相談を受け

て、事業者の発掘・啓蒙活動をする。【指針②】 

 （２）事業計画の目的、必要性、活用法などに関する講習会集団指導（経営セミナー）

や個別相談会等により、事業者の発掘・啓蒙活動をする。【指針②】 

 （３）マル経融資（経営改善貸付）をはじめとする金融相談、創業補助金、ものづく

り補助金、持続化補助金等の申請時における事業計画書の策定支援をする。【指

針②】 

 （４）日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」等、小規模事業者

の持続的発展を金融面から支援する施策も活用し、事業計画書の策定支援をす

る。【指針②】 

 

＜プロセス図＞ 

 
 

＜目的＞ 

 地域の経済動向や経営状況の分析を踏まえて、持続的な経営に向けた事業計画策定を

支援し、地域の原動力となる小規模事業者の活性化を図る。 

 

＜手段＞ 

 経営指導員による巡回指導・窓口相談を主体に、業種や課題に特化した講習会集団指

導（経営セミナー）の開催又は専門家による講習会個別指導を活用する。また、高度で

難易度の高い専門的な内容については、専門知識を有する専門家との協働で対応する。

なお、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用する場合は、

公庫担当者と事前協議の上、持続的発展に取り組む小規模事業者の金融面からの支援を

実施する。 
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＜効果＞ 

 自社の置かれている状況を客観的に認識すると共に、販路開拓の精度を高め、自らの

事業を足元から見直し、経営の方向性を定める効果が期待できる。 

＜目標＞ 

下記の支援方法を通じて、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、必

要な支援を実行する。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

講習会集団指導回数 5 5 5 5 5 
事業計画策定事業者数

（＊１） 
40 43 45 48 50 

 

（＊１）事業計画策定事業者数 

事業計画策定事業者数は、以下の方法によって数値を求めている。（現状） 

経営分析に直結するセミナー回数５回、参加者延べ ２００人 

 セミナーから個別相談へ誘導人数 １００人 

 個別相談から経営分析へ誘導人数 ５０人 

 経営分析から事業計画策定へ  ３０人・・・ａ 

 融資斡旋時に事業計画策定指導 １０人・・・ｂ  （ａ＋ｂ＝４０） 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）創業・第二創業（経営革新）支援 

地域が元気になるには、地域にある小さな企業が元気に活動し、新たな起業家たちが、

夢を持ってチャレンジしようとする活気が必要である。一方で、創業希望者や創業して

間もない方の中には、事業計画が曖昧なため、事業目的を達成するために妥当な行程や

手順が不明確で実現性に欠ける、周囲の理解が得られないなどの問題を抱える者も少な

くない。 

そのため、創業予備軍を対象とした「創業塾」を開催すると共に、受講者相互の交流

や経営相談を受ける。また、インキュベーション施設を創業支援拠点の核として創設し

て創業者向けの専門相談窓口を拡充し、事業計画の策定を主体に創業段階に応じた多様な

経営相談に対応できる体制を目指す。 

 

＜事業内容＞ 

 （１）創業に向けて具体的なアクションを起こそうとする創業予備軍を対象とした「創

業塾」を年２回開催する。１回は女性を対象にしたカリキュラムとし、もう１回は

性別を問わないカリキュラムとする。創業に必要な実践能力の修得や事業計画の策

定を行うことで、創業率の向上と、短期間のうちに事業が行き詰るような失敗をし

ない経営知識を身につけさせる。【指針②】 



- 12 - 
 

 （２）創業前もしくは創業して間もない方、事業承継や経営改革を目指す方を支援す

る創業支援施設の中核として、インキュベーション施設を有する「創業支援セン

ター（仮称）」を創設する。単なる集会施設や貸事務所ではなく、利用者に対し

ては、創業等に精通する職員が、創業段階に応じた必要な情報の提供や経営相談

等を行い、創業率の向上に寄与すると共に、地域産業の活性化を図る。また、利

用者の事業成功は、地域の経済と雇用にもつながる活動であり、志ある起業家・

経営者を誠心誠意、伴走型で応援する体制の整備をする。【指針②】 

 （３）既に事業を営んでいる小規模事業者が、業態転換や新事業・新分野に進出する

いわゆる第二創業を支援するために、講習会集団指導（経営セミナー）の開催や

経営革新計画の策定を支援し、既存の小規模事業者の活力の回復・向上を促し、

経済の活性化を図る。【指針②】 

 （４）創業希望者が提供しようとする商品・サービスの需要動向については、地域の

経済動向や経営状況の分析を踏まえた情報提供をすると共に、事業が早期に軌道

に乗るための指導・助言をする。【指針②】 

 

＜プロセス図＞ 

 

＜目的＞ 

 地域において新たに創業（第二創業を含む）しようとする者及び創業して間もない小

規模事業者に対して、ワンストップで課題解決できるきめ細かな支援事業により、新た

な需要や雇用の創出等を促し、地域経済を活性化させることを目的とする。 

 

＜手段＞ 

創業塾、講習会集団指導（経営セミナー）の開催、フォローアップ交流会、インキュ

ベーション機能を持った創業支援施設の創設等により、きめ細かな相談に対応できる体

制を目指す。また、経営指導員による巡回指導・窓口相談はもとより、行政、近隣商工

会、市内金融機関、ハローワーク、大学、高校、大手企業とも連携をとり、広報活動等

により創業を目指す予備群を発掘する。 

 

＜効果＞ 

地域における創業者を支援し、開業率の向上を目指し、着実に地域に根付かせること

で、地域の活性化、雇用の創出、産業の新陳代謝を進めていく。 
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＜目標＞ 

下記の支援方法を通じて、起業者に対してワンストップで必要な伴走型の支援を実行

することで、開業率・残存率の向上を目指す。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

創業塾開催回数 2 2 2 2 2 

個別相談会実施回数

（休日） 
10 50 50 50 50 

創業支援センターにお

ける窓口相談件数 
30 50 80 90 100 

創業支援者数 110 120 130 140 150 

創業計画策定者数 

（＊１） 
99 108 117 126 135 

第二創業支援者数 3 4 5 6 7 

第二創業計画策定者数

（＊２） 
3 4 5 5 5 

 

（＊１）創業計画策定者数 

創業計画策者数は、創業支援者数の９０％を目標にしている。 

（＊２）第二創業計画策定者数 

第二創業計画策者数は、第二創業支援者数の９０％を目標にしている。 
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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、④】 

（ａ）既存事業者への持続的発展支援 

地域の経済動向や経営状況の分析を踏まえて、持続的な経営に向けた事業計画策定の

支援を受けた小規模事業者に対し、その計画を着実に実行させるために、伴走型で経営

改善効果がもたらされる支援を実施する。 

 

＜事業内容＞ 

 （１）事業計画を策定した小規模事業者に対しては、必要に応じて２か月に１度は巡

回による事業所訪問を行い、伴走型で進捗確認や新たな課題の発見をし、事業者

にとって有益な指導・助言を行う。【指針②】 

 （２）事業計画策定後（Plan）においては、その計画の着実な実施と（Do）、途中で

成果を測定・評価し（Check）、必要に応じて修正を加える（Action）。この一連

のサイクルが終わったら、反省点を踏まえて再計画へのプロセスに入り、次回以

降も新たなＰＤＣＡサイクルを進められるように、小規模事業者の意識付けを行

う。【指針②】 

 

＜プロセス図＞ 

 
 

＜目的＞ 

持続的な経営に向けた事業計画策定の支援を受けた小規模事業者に対し、その計画を

着実に実行させるために、伴走型で経営改善効果がもたらされる支援を実施する。 

 

＜手段＞ 

 経営指導員による定期的な巡回指導を主体に、計画の着実な実施と、ＰＤＣＡサイク

ルの回す仕組みを根付かせる。なお、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援

融資制度」を活用した場合は、公庫担当者と連携し、持続的発展に取り組む小規模事業

者のフォローアップを定期的に実施する。 

 

＜効果＞ 

 伴走型でフォローアップすることで、小規模事業者が人口減少や高齢化などによる地

域需要の変化に応じた取組みを着実に実施して、活性化を図ることが可能となる。 

 

＜目標＞ 

下記の支援方法を通じて、事業計画実施後における指導・助言、必要な伴走型の支援

を実行する。 
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項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

フォローアップ事業者

数（＊１） 
40 43 45 48 50 

 

（＊１）フォローアップ事業者数 

事業計画策定後のフォローアップ事業者数は、事業計画策定者数の全数を目標にし、四

半期に１回以上の頻度で実施する。 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）創業・第二創業（経営革新）支援 

創業予備軍を対象とした「創業塾」のフォローアップ交流会を実施し、受講者相互の

交流や経営相談を受け、継続した支援を実施する。また、インキュベーション施設を創

業支援拠点の核として創設して創業者向けの専門相談窓口を拡充し、創業段階に応じた

多様な経営相談により伴走型のフォローを実施する。 

 

＜事業内容＞ 

 （１）「創業塾」受講者を対象にフォローアップ交流会を実施し、受講者相互・先輩起

業家との交流や経営相談を受け、伴走型の継続支援を実施する。【指針②】 

（２）インキュベーション施設を有する「創業支援センター（仮称）」の創設により、

創業段階に応じた必要な情報の提供や経営相談等を行い、創業率の向上に寄与す

ると共に、伴走型で応援する体制の整備をする。【指針②】 

 （３）創業後における成功率を高めるために、必要に応じて２か月に１度は巡回によ

る事業所訪問を行い、伴走型で事業計画の進捗確認や新たな課題の発見をし、課

題については早期対応をとって有益な指導・助言を行う。【指針②】 

 （４）創業者が軌道に乗るためには、早期の顧客獲得が必要となる。そのために、マ

スメディアや広報活動、ＩＴ活用等による需要の開拓が必要であり、そのための

情報提供や販路開拓支援を行う。【指針④】 

 

＜プロセス図＞ 

 
 



- 16 - 
 

＜目的＞ 

創業時に創業計画（事業計画）策定の支援を受けた創業者に対し、創業前であれば創

業に至るまで、創業して間もない場合は事業が軌道に乗るまで伴走型の支援により、創

業計画の着実な実行をフォローする。 

 

＜手段＞ 

フォローアップ交流会、インキュベーション機能を持った創業支援施設の創設等によ

り、きめ細かな相談に対応できる体制を目指す。 

 

＜効果＞ 

ワンストップで必要な伴走型の支援を実行することで、開業率・残存率の向上を図る。

 

＜目標＞ 

下記の支援方法を通じて、創業計画の実行をフォローする。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

起業家交流会 10 12 12 12 12 

創業計画策定後の実施

支援者数（＊１） 
99 108 117 126 135 

第二創業計画策定後の

実施支援者数（＊２） 
3 4 5 5 5 

 

（＊１）創業計画策定後の実施支援者数 

創業計画策定後の実施支援者数は、創業計画策定者数の全数を目標にし、四半期に１回

以上の頻度で実施する。 

（＊２）第二創業計画策定後の実施支援者数 

第二創業計画策定後の実施支援者数は、第二創業計画策定者数の全数を目標にし、四半

期に１回以上の頻度で実施する。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 人口減少や消費者のライフスタイルの変化など、外的要因の変化で需要が減少してい

る。そのため、急速に変化する顧客ニーズに対応するために、市場動向を見据えた新商

品・サービスの開発や、収益性を重視したイノベーションを推進し、需要の創造や掘り

起こしを行う必要がある。そこで、自社商品・サービスの販路開拓活動をするにあたり、

需要を見据えた計画的な行動を支援する。 

 

＜事業内容＞ 

 （１）小規模事業者が提供している商品・サービスについて、マクロ的な視点から各

種情報の収集・整理・分析を実施する。【指針③】 

 （２）経営状況の分析及び事業計画策定支援を実施した小規模事業者を対象に、自ら

の強みを把握した上での需要の創造や掘り起しのために活用可能な各種の調査

結果を提供する。【指針③】 

 （３）対象となる小規模事業者の販路について課題がある場合は、新たな需要の開拓

に寄与する事業を展開し、持続的発展を可能にするための情報提供をすると共

に、販路開拓支援につなげる。【指針③】 

 

＜プロセス図＞ 

 
 

＜目的＞ 

 自社の経営状況の分析を踏まえ、今後の戦略の方向性が市場ニーズと一致させるため

に、需要動向に関する情報の収集・整理・分析・提供を行い、将来的には事業者が変化

をキャッチし、必要な情報を整理・活用できるように支援する。また、販路拡大の事業

計画策定に役立つ基礎データとして活用する。 

 

＜手段＞ 

以下のマクロ情報を整理し、小規模事業者の提供する商品・サービスに関する情報を

抽出する。 

   ・ミラサポコミュニティ 

   ・Ｊ－Ｎｅｔ２１（中小企業庁） 

   ・日経テレコン 

   ・各種業界新聞・機関紙 

   ・日経ＭＪ 
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   ・日本商工会議所、各地商工会議所会報、ほか 

上記に加えて、地域内におけるローカルな情報については、経営指導員の聞き込み調

査をもとに情報収集する。 

こうした情報を取りまとめ、必要な情報を小規模事業者に提供することで、商品特性、

強み、ターゲット顧客を明確にし、今後の経営戦略につながる支援を実施する。 

 

＜効果＞ 

 経営資源の乏しい小規模事業者は、日々の忙しさの中で、自社にとってビジネスチャ

ンスとなる情報や脅威となる情報などの選別ができずにいる。そこで、販路開拓を意識

した定量的な経済動向や需要動向に対して、自社の経営戦略・経営戦術を考える上での

ヒントを掴むことが可能となる。 

 

＜目標＞ 

 情報を一方的に伝えるではなく、自社の強み・商品やサービスの特徴・ターゲット顧

客・マーケティング方法などの考え方を伝え、ビジネスセンスの向上を目指す。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要動向調査件数 

（＊１） 
40 43 45 48 50 

 

（＊１）需要動向調査件数 

需要動向調査件数は、「２．経営状況の分析に関すること」と密接に関連することから、

経営分析件数の５０％を目標にしている。 

 

（想定する調査項目） 

①自社が持っているビジネスの強み ②ビジネスチャンス要因 ③ビジネスモデル

④市場動向 ⑤商圏範囲 ⑥競合状況 ⑦商品又は提供する役務の価値 ⑧価格動向

⑨市場規模 
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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】 

優れた商品・技術を生産又は保有する小規模事業者は存在するものの、経営資源が乏

しいために、自社だけでは十分な販路開拓ができないことが多い。多くの小規模事業者

にとって販路開拓は、事業展開において乗り越えるべき大きな課題となっており、事業

者からも支援に対する期待は大きい。そこで、新たな販路を開拓するための支援策を講

じることで、販路開拓を行いながら事業計画の目標を達成するための支援をする。 

 

＜事業内容＞ 

 （１）営業力強化、販路開拓、特産品開発、インバウンド、海外進出等に関する講習

会集団指導（経営セミナー）や個別相談会等により、事業者の発掘・啓蒙活動を

する。【指針④】 

 （２）製造業向け支援策として、首都圏及び多摩地域内において開催される製造業向

けの工業交流展、商談会等を活用して、小規模事業者に対して出展支援をする。

【指針④】 

 （３）非製造業向け支援策として、地域資源を利用した特産品等の需要を開拓するた

めに、首都圏及び多摩地域内において開催される非製造業向けの展示会、商談会

等を活用して、小規模事業者に対して出展支援を行う。【指針④】 

 （４）営業・販売要員が不足する小規模事業者にとって、ホームページを使った販売

（ネットショップ）は有効なツールである。国内の電子商取引の市場規模が急速

に拡大するなか、積極的にネットショップを始め、ＩＴを活用した販路開拓・売

上向上策に取り組むチャンスである。そこで、地域の小規模事業者に対して、Ｉ

Ｔを活用したネットショップの立ち上げから運用までを支援する。【指針④】 

 （５）人口減少等で国内市場が縮小する中、旺盛な海外需要を取り込むために、小規

模事業者であっても、海外展開により活路を見出すことも必要である。そこで、

地域の資源や産業等の特色を活かして海外展開を目指す小規模事業者に対して、

海外への販路開拓を目的としたバイヤー招聘、海外現地のビジネス動向等を把握

するための有識者招聘、海外企業とのマッチング、現地視察、展示会・商談会へ

の出展等の海外展開を支援する事業を展開する。【指針④】 

 （６）国内における販売実績を持ち、世界に通じる技術力、商品力を持ちながら、現

地とのコミュニケーションや貿易実務経験に対する不安から海外展開を躊躇し

ている小規模事業者が存在する。そこで、上記（５）の事業の補完として、東京

都中小企業振興公社や中小企業基盤整備機構が実施する海外販路開拓支援を利

用して、「海外販路開拓支援事業」を実施する。【指針④】 
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＜プロセス図＞ 

 

＜目的＞ 

新たな販路を開拓するための支援策を講じることで、小規模事業者が国内外を問わ

ず、販路開拓を行いながら事業計画の目標を達成するための支援をする。 

 

＜手段＞ 

当商工会議所独自事業のほかに、下記のような他団体が実施する各種交流展、展示会

等を活用し、より効果的な販路開拓が進展する支援を実施する。 

  ・たま工業交流展（たま工業交流展実行委員会、当商工会議所は実行委員） 

  ・青梅農商工祭（6次産業化支援委員会、当商工会議所は共催団体） 

  ・あおしんビジネスマッチング大会（青梅信用金庫） 

  ・多摩の物産＆輸入品商談会（青梅信用金庫・多摩信用金庫） 

  ・地域発見フェア（東京都信用金庫協会） 

  ・海外販路開拓支援（東京都中小企業振興公社、中小企業基盤整備機構） 

 

 また、ＩＴを活用することでの商圏拡大による新たな客層へのアプローチ、海外展開

を目指す小規模事業者に対して、専門家や支援機関との連携により、海外展開を支援す

る事業を展開する。 

 

＜効果＞ 

 販路開拓を意識した情報収集・分析を重視してイノベーションを推進し、売上目標の

達成と収益力の向上による持続的な発展が期待できる。 
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＜目標＞ 

下記の支援方法を通じて、小規模事業者の販路開拓に必要な伴走型の支援を実行する

ことで、需要の開拓に寄与する。 

 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

製造業向け展示会参加

回数 
2 3 3 3 3 

製造業向け展示会出展

支援者数 
6 7 8 9 10 

上記の成約目標数 

（＊１） 
3 4 4 5 5 

非製造業向け展示会参

加回数（観光業含む） 
1 2 2 2 2 

非製造業向け展示会出

展支援企業数（観光業

含む） 

10 20 25 30 30 

上記の成約目標数 

（＊２） 
5 10 13 15 15 

ネットショップ集団指

導回数 
1 2 2 2 2 

ネットショップ支援企

業数 
3 5 7 10 12 

海外展開集団指導回数 未実施 2 2 2 2 

海外展開支援企業数 未実施 10 20 30 30 

海外展開マッチング参

加企業数 
未実施 5 10 10 10 

海外展開実施事業者数 未実施 3 5 5 5 

 

（＊１）（製造業向け展示会）成約目標数 

成約目標数は、製造業向け展示会出展支援者数の５０％を目標にしている。 

（＊２）（非製造業向け展示会）成約目標数 

成約目標数は、非製造業向け展示会出展支援者数の５０％を目標にしている。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

地域の課題解決や個性ある地域づくりを推進するため、行政、観光協会や商店街組織

など多くの関係団体との連携・協力のもと、地域に根ざした事業を展開する。事業の実

施については、事業ごとに協議会又は実行委員会を年４回以上行い、地域活性化の方向

性を共有し、実施後の効果・検証、次回に向けての反省・評価を繰り返しながら、より

効果的な内容となるようにプロセスを繰り返す。各事業については、単なるにぎわい創

出の事業にとどめず、戦略のもとでの事業意欲向上、顧客獲得、売上増加、接客向上な

ど個店の経営力向上による経営改善を仕組み化する。 

 

＜下記（ａ）（ｂ）共通プロセス図＞ 

 

（ａ）青梅まちゼミ事業（＊１）【改善】 

現在は単独で実施している「青梅まちゼミ」を、今後の方向性や作業分担等を踏まえ

て、当商工会議所、青梅市、まちづくり会社（＊２）、商店街の有志で「青梅まちゼミ

協議会（＊３）」を設立して「青梅まちゼミ」を運営し、単なるにぎわいイベントでは

ない売上に直結するイベントを展開する。 

 

＜事業内容、目的＞ 

 商店街のお店が講師となり、プロならではの専門的な知識や情報、コツを無料で受講

者（お客様）に伝える少人数制のゼミである。商店と消費者の出会いの場を提供すると

共に、お店（店主やスタッフ）とお客様のコミュミケーションの場から信頼関係を築く

ことを目的とする。 

 

＜当商工会議所の役割、手段＞ 

 当商工会議所が主体となってビジョンの共有を目的に協議会を立ち上げ、参加店募
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集、説明会、チラシ作成、実施中のフォロー、反省会などを行う。また、ホームページ

やフェイスブックを活用した情報発信により事業ＰＲをすると共に、マスメディアも活

用して地域の魅力を発信する。 

 

＜効果＞ 

 個店にとっては、「お店を知ってもらうチャンス、新しいお客様につながる」「お店の

専門性や特色をアピール、その分野についての専門性が向上する」「商品について知っ

てもらうことで、お客様にその分野に関心を持ってもらえる」「お客様の声を直接聞け

る、普段から相談に行ける間柄（信頼関係づくり）」が可能となる。 

 地域にとっては、「エリアにあるたくさんのお店が紹介できる、買い回りにつながる」

「市街地エリア全体のイメージアップになる」「安心・信頼できるまちをＰＲ、行きた

くなるまちになる」などの効果が期待できる。 

 

＜目標＞ 

下記の支援により、個店の魅力度向上を支援し、消費者との出会いの場を提供するこ

とで、商業振興に寄与し、もって地域経済の活性化を図る。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

協議会開催数 未実施 4 回 4 回 4 回 4 回 

開催回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

参加店数(1 回あたり) 105 店舗 110 店舗 120 店舗 130 店舗 140 店舗 

参加者数(1 回あたり） 850 人 900 人 1,000 人 1,100 人 1,200 人 

 

（＊１）青梅まちゼミ 

平成２４年度に東京都内で初めて当商工会議所が事業を立ち上げ、年２回（７～８月、

１～２月）実施。１回の参加店舗数は約１００事業所で、そのほとんどが小規模事業者

であり、地域住民の参加者は約８５０人である。 

（＊２）まちづくり会社 

主に中心市街地のまちづくりを推進する主体として、にぎわいと交流のあるまちの再生

を目的に設立されたマネジメント組織。 

（＊３）青梅まちゼミ協議会 

ビジョンの共有や事業運営の方向性を協議することを目的に、当商工会議所職員、青梅

市、まちづくり会社、商店街有志を構成員とした組織。当商工会議所が主導的立場で運

営をする。 

 

＜今後の改善点＞ 

 協議会を中心として、地域における関係者間の意識の共有を更に深める。また、参加

店である小規模事業者が事業を持続的に発展できるように、専門性のアピール、サービ

スの向上、固定客化に向けての支援を充実させる。 
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（ｂ）奥多摩１００円商店街事業（＊１）【改善】 

４年前から実施している「奥多摩１００円商店街」を、奥多摩１００円商店街実行委

員会（＊２）のもとで今後も定期開催し、真に売上に直結するイベントを継続実施する。

 

＜事業内容、目的＞ 

 奥多摩町にある商店街全体を一店の１００円ショップに見立て、参加店の店外（店頭

付近）に１００円コーナーを設置。１００円商品の会計を店内のレジで行い、消費者に

今まで入ったことのない店内の様子を見てもらう。それをきっかけに各店舗に今後の常

連客の獲得をしていただくことで、奥多摩町の商店街活性化につなげる。 

 

＜当商工会議所の役割、手段＞ 

 単なる集客イベントではなく、個店が販促イベントとして、お客さんとの接点に１０

０円商品を活用するということが重要である。そのため、参加店舗へ開催前及び開催中

に巡回訪問し、１００円商品の陳列方法などの販売促進、顧客とのコミュニケーション

の取り方、店内誘導などについてのアドバイスをする。また、１００円商店街開催時以

外にも店舗に来店してもらえるようにサービス券の配布の検討などについてのアドバ

イスも行う。 

 

＜効果＞ 

 イベント当日は、相当数の集客効果が期待でき、（ａ）青梅まちゼミ事業と同等の効

果が期待できる。また、観光客も取り込むことにより、観光と商業が連携して、観光振

興との両立も図る。 

 

＜目標＞下記の支援により、個店の魅力度向上を支援し、消費者との出会いの場を提供

することで、商業・観光振興に寄与し、もって地域経済の活性化を図る。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

実行委員会開催数 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

開催回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

参加店数(1 回あたり) 40 店舗 40 店舗 40 店舗 40 店舗 40 店舗 

来場者数(1 回あたり） 820 人 840 人 860 人 880 人 900 人 

 

（＊１）奥多摩１００円商店街 

平成２３年度に当商工会議所が事業を立ち上げ、現在は奥多摩商業協同組合、奥多摩町、

青梅信用金庫と共催で年２回（５月、１０月）実施。１回の参加店舗数は約４０事業所

で、そのほとんどが小規模事業者であり、地域住民の来場者は約８２０人（町民人口の

約１５％）である。 

（＊２）奥多摩１００円商店街実行委員会 

ビジョンの共有や事業運営の方向性を協議することを目的に、当商工会議所職員、奥多

摩町、青梅信用金庫、奥多摩商業協同組合を構成員とした組織。当商工会議所と奥多摩

商業協同組合が主導的立場で運営をする。 
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＜今後の改善点＞ 

 実行委員会を中心として、地域における関係者間の意識の共有を更に深める。また、

参加店である小規模事業者が事業を持続的に発展できるように、実施後における固定客

化への取り組みを支援する。 

 

 

 

（ｃ）新たな地域活性化事業【新規】 

 上記の事業に加えて、地域経済状況や需要動向を踏まえ、行政、観光協会や商店街組

織など多くの関係団体との連携・協力のもとで実行委員会を立ち上げて新規の事業を展

開する。 

単なるにぎわい創出ではなく、個店の売上・利益増加につながるものであるのと同時

に、地域全体が面的に活性化し、地域の活力を取り戻すことを念頭に実施する。 

 

（平成２７年度実施中） 

・飲食店活性化事業（通称：まちバル）、年１回実施 

（事業概要）個人消費の低迷により、外食産業を取り巻く環境は依然として厳しい状況

が続いている。地域内には魅力的な店舗も多く存在するが、思うようにＰＲの予算を確

保できず周知できていない。そこで、本事業により、各店舗をＰＲすると共に、入店さ

せる仕組みを作ることで、飲食店の活性化につなげることを目的として実施する。 

 

・Ｏｈ！うめーブランド認定プロジェクト、年１回実施 

（事業概要）管内小規模事業者が提供する商品及びサービス等を、地域ブランドとして

「イチ推し」認定し、情報発信する。洋菓子店、和菓子店、喫茶店等が扱うスイーツを

メインに取り上げ、地域発の商品・製品・サービス及び地域ブランド力を高め、知名度

向上による来街者の増加を図ると共に、産業振興及び地域活性化に資することを目的と

する。 

 

（平成２８年度以降） 

 平成２８年度以降の地域活性化事業については、経済状況や地域の課題を踏まえて、

商業のみならず工業及び観光の振興策を計画して実施する。 
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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 

 多摩地区を中心とした支援機関及び専門家と連携し、小規模事業者の需要や動向、支

援ノウハウ、先進事例等に関して情報交換をし、新たな需要の開拓、持続可能な経営基

盤の構築を図る。 

 

＜プロセス図＞ 

 

＜具体的な取組み＞ 

①青梅線沿線地域産業クラスター協議会【改善】 

 当協議会は、経済産業省が平成１３年度から推進してきた地域において、イノベーシ

ョンやベンチャー企業が次々と生み出される産業クラスターの形成を目指す「産業クラ

スター計画」での地域産業活性化プロジェクト「首都圏西部ネットワーク支援活動」の

対象地域としてスタートした。 

産業クラスター計画に対する国の直接的な支援は終了しているが、当協議会は、地域

独自で取り組むクラスターとして民間・自治体等が中心となった「地域主導型クラスタ

ー」として、現在も活動を行っている。参加機関（７商工団体、８行政）はもとより、

経済産業省関東経済産業局をはじめ、推進組織である一般社団法人首都圏産業活性化協

会（ＴＡＭＡ協会）の支援のもと、企業内の人材育成事業や、優秀な人材確保と雇用率

の向上のための合同企業説明会事業などを通じ、産業政策担当者の情報交換や地域産業

の活性化を目指し、行政区域の枠を超えた連携で、事業規模の経済性や支援ノウハウの

共有など多くの共同事業を実施している。なお、当商工会議所は、設立以来この協議会

の主幹事務局をしている。 

現在は、ものづくり企業を対象とした事業が中心であるが、今後は観光、商業、創業

も含めた幅広い産業政策を扱い、企業が求める支援の拡充と地域活性化に向けた支援体

制を強化していく。 

 参画団体（青梅市、奥多摩町、羽村市、瑞穂町、福生市、昭島市、日の出町、あきる
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野市、羽村市商工会、瑞穂町商工会、福生市商工会、昭島市商工会、日の

出町商工会、あきる野商工会、当商工会議所、ＴＡＭＡ協会） 

 

②中小企業相談所長会議 

 東京都商工会議所連合会による東京都商工会議所相談所長会議及び関東ブロック相

談所長会議により、経営改善普及事業の実施方針に関する事項、経営改善普及事業に関

する意見・要望事項等を協議しながら、経営改善普及事業に関する情報交換を定期的に

行っている。 

 

③よろず支援拠点会議 

 構成機関５７団体による東京都よろず支援拠点に参画し、定期開催される会議では、

各支援拠点の情報交換を通じて、東京都内における中小企業・小規模企業の支援状況等

を理解すると共に、各支援機関との情報交換を密にして、必要に応じて連携体制をとっ

ている。 

 

④東京都産業振興機関連絡会 

 東京都中小企業振興公社が主催し、多摩地区の商工団体が一堂に会する連絡会議にお

いて、振興公社の事業内容の理解を始め、各支援機関の情報交換により、各地支援機関

で実施及び予定されている新事業の背景・問題点・方向性等を理解すると共に、振興公

社や近隣支援機関と連携体制をとっている。 

 

⑤日本政策金融公庫連絡協議会 

 日本政策金融公庫が主催する「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」に参画し、地域の

金融事情、融資制度の状況、資金ニーズ等を情報交換し、支援ノウハウの共有を図って

いる。 

 

⑥東京都経営改善普及事業担当者連絡会 

 東京都が主催する経営改善普及事業担当者連絡会（年４回実施）において、東京都関

連施策の勉強や都内各商工会議所の事業進捗状況を共有し、東京都の小規模企業向け施

策の円滑な運営を図っている。 

 

＜具体的な取組み【新規】＞ 

 当所が中心となり下記の支援機関との連携をとりながら「多摩西部地区小規模事業者

支援協議会（仮称）」を立ち上げ、定期的な情報交換を開催し、地域情勢の共有化、支

援機関の支援力向上、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を目指す。 

（想定する連携機関）西多摩地区商工団体、西多摩地区行政、日本政策金融公庫、地域

金融機関、中小企業診断士協会三多摩支部等 

（連携理由） 隣接する商工団体や行政、地域金融機関や専門家集団と連携することで、

既存の支援ネットワークにない情報の収集や気づきが得られる 

（狙いと効果）地域情勢の共有化、支援能力の向上、新たな需要の開拓を進める基盤作

       り、効果的な事業計画の立案等 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 この経営発達支援計画の着実な実行と成果を上げるには、経営指導員を中心に一般職

員も含めた資質向上が不可欠である。これまのインプット学習は、個人の裁量に任せら

れていたため、中小企業支援施策の習得を始め、企業の目利き力、課題解決能力といっ

た支援能力が十分に蓄積されているとは言い難い。また属人的な手法による支援が中心

であったため、組織全体としてのレベルアップの歩みが遅いことが課題である。 

そこで、中小企業大学校が主催する経営指導員向けの研修を始め、日本商工会議所や

東京商工会議所が主催する研修を経営指導員は年１回以上参加する。また、日本商工会

議所による全国統一研修事業(Ｗｅｂ研修)の受講を始め、当所の資格取得報奨金制度や

職場教育「内部･外部研修」を活用して、自己啓発による資質の向上も目指す。なお、

経営指導員に限らず一般職員においても、本支援計画を補助する立場にあることから、

学習と成長、ノウハウ共有により能力向上に努める。主たる内容は、小規模事業者の販

路開拓等の売上・利益に直結するノウハウの習得及び伴走型支援能力の向上とする。 

 

＜プロセス図＞ 

 
 

 

＜習得内容＞ 

①レベル別の習得科目【改善】 

（新任者又は職務経歴５年未満の者） 

・中小企業大学校が主催する「基礎レベル研修」の受講を義務付ける 

・日本商工会議所による全国統一研修事業(Ｗｅｂ研修) の受講を義務付ける 

・東京都の委託で東京商工会議所が実施する経営指導員等研修への参加 

・日本商工会議所が主催する経営指導員等研修への参加 
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（中堅担当者又は職務経歴５年以上の者） 

・中小企業大学校が主催する「専門レベル研修」又は「上級レベル研修」の受講を義

務付ける 

・東京都の委託で東京商工会議所が実施する経営指導員等研修への参加 

・日本商工会議所が主催する経営指導員等研修への参加 

 

②研修分野【改善】 

財務・税務等の基礎的な事項はもとより、下記（例）のように、小規模事業者の利益

確保に資する支援ノウハウを積極的に習得する。 

 ・農商工連携や地域資源活用事業での案件発掘方法やハンズオン支援の進め方 

 ・キャッシュフロー経営手法を理解し、利益・資金計画策定支援を習得 

 ・小規模企業が持続可能な収益源となりうる商品開発ができるように商品開発に対す

る支援能力を向上させる 

 ・経営革新計画策定の支援能力及びフォローアップ能力の向上 

 ・小規模企業のＩＴ化支援に関する対応力向上 

 ・実践的な営業戦略の策定及び販路開拓支援ができる能力の習得 

 ・新たな成長や発展を目指す新規事業・第二創業を支援する方法を習得 

 

＜ノウハウ共有の仕組み＞ 

①研修受講後の体制【新規】 

研修受講後において、受講者を講師にした勉強会を開催する。勉強会は経営指導員に

限らず一般職員も参加し、これにより、研修で得た内容を組織内に広めると共に、組織

全体のレベルアップを図る。（年６回実施予定） 

 

②組織一丸となった支援体制と成功事例の共有【新規】 

相談を受けた小規模事業者の高度で難易度の高い課題案件については、属人的な手法

ではなく、組織一丸となった対応でその解決を図る。具体的には、経営指導員単独での

支援は減らし、他の経営指導員や状況に応じて専門家も含めて解決策を検討し、複数の

着眼点によって成果の上がる解決策をハンズオンで実践する支援体制を構築する。（週

に一度は経営指導員が集合し、状況報告会を実施して支援状況を共有する） 

 また、成功事例については、ドキュメントとして事例集を作成し、経営指導員がその

情報を共有することで、類似の案件発生時に活用する。（成功事例は四半期ごとに取り

まとめ、年４回の内部研修会で報告する） 
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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【新規】 

 事業の実施途中及び終了後においては、すみやかに本計画に記載された事業報告を以

下の方法により実施し、評価及び検証を行う。その上で、事業をより実用的かつ効果的

な事業を遂行するため、ＰＤＣＡサイクルを回して事業を継続的に改善する。 

 

＜プロセス図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価・検証方法＞ 

①中小企業診断士、経営コンサルタント等の外部有識者（＊１）により、事業の評価・

検証作業を受け、見直しが必要な場合は随時反映させる。（半期に１度、年２回実施）

②地域の小規模事業経営者で構成する「小規模企業振興委員（＊２）」及び「評議員（＊

３）」により、事業者の立場から事業の評価・検証を定期的に受けると共に、青梅市

及び奥多摩町の産業政策担当者からも意見を聴収する。（半期に１度、年２回実施） 

③事業の成果を始め、評価や検証結果については、当商工会議所内部組織である正副会

頭会議及び常議員会へ報告し、承認を受ける。（年度終了後に年１回実施） 

④事業の実施状況、成果、改善案を事業報告書にまとめ、事業報告書（冊子）及び当商

工会議所のホームページ（http://www.omecci.jp/）で公開する。（年度終了後に年１

回実施） 

 

（＊１）外部有識者 

外部有識者とは、会員や当商工会議所関連組織等に所属せず、利害関係のない者を想定

している。 

（＊２）小規模企業振興委員青梅市内を担当 

小規模事業者と経営指導員の間にあって、公共奉仕の理念に基づき、当所管内小規模事

業者の振興に寄与するため、次の任務を行っている。（委員数１０名） 

当該地区内の小規模企業の実態と経営上の諸問題を把握し、常時商工会議所中小企業相

談所と情報を交換し、経営指導員の行う経営改善普及事業の実施にあたっては、指導が

円滑に行われるよう、事前の準備、取り次ぎ等小規模事業者との間の連絡調整にあたる。

（＊３）評議員奥多摩町内を担当 

任務は上記（＊２）と同じ（議員数７名） 
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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２７年４月１日現在）

（１）組織体制 

①経営発達支援事業を実施する体制 

当商工会議所の実施体制として、地域振興部の中小企業相談所を中心に統括責任者

とそれを補佐する者及び当該支援事業業務を行う者を配置する。また、近隣行政や商

工団体及び中小企業支援機関とも密接に連携を図る。 

  １．統括責任者 中嶋 徹 

  ２．統括補佐  細川 卓也 

  ３．担当者   岩波 直樹、神田 晶江、田中 麻依子、土井 整 

  ４．補助者   大野 哲明、小林 拓郎、小俣 延和、小笠原 広志 

 

②全体の組織（組織図） 

 

中小企業相談所 ７名（経営指導員６名、記帳相談員１名） 

事務職員数  １５名（地域振興部職員数） 

 その他    ３１名（事業部職員数） 

 

 

 

＊事業部３１名は部長職級２名を含む 
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（２）連絡先 

青梅商工会議所 中小企業相談所 

198-8585 東京都青梅市上町３７３番地の１ 

電話 0428-23-0113  FAX 0428-23-1122 

URL http://www.omecci.jp/ 

 Mail soudan@omecci.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） 

 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

必要な資金の額 88,500 89,500 90,500 91,500

 

中小企業相談所

(経営改善普及事

業) 

 

88,500 89,500

 

90,500 91,500

（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 

国補助金 

東京都補助金 

青梅市・奥多摩町補助金 

事業受託費（国・都・市・町等からの受託金） 

一般会計（会費等から充当） 

 

（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 

事業名：「国の産業競争力強化法に基づく創業支援事業」 

    （別表１における「３．事業計画策定支援に関すること及び４．事業計画策定

後の実施支援に関すること（ｂ）創業・第二創業（経営革新）支援」） 

 

事業内容：国の産業競争力強化法に基づき、創業予備軍を対象とした「創業塾」を開催す

ると共に、フォローアップ交流会を実施し、受講者相互の交流や経営相談を受け、継

続した支援を実施している。また、創業者向けの相談窓口（当商工会議所内における相

談窓口）を拡充し、様々な経営相談に対応できる体制を目指す。 

 

連携者及びその役割 

連携者：青梅市（東京都青梅市東青梅１丁目１１番地の１、市長 浜中啓一） 

青梅信用金庫（東京都青梅市勝沼３丁目６５番地、理事長 平岡治房） 

 

当商工会議所 

・「創業塾」を年２回開催し、創業サポートを実施する。 

  １回目は、創業に向けて具体的なアクションを起こそうとする女性を対象に、３日

間の基礎セミナーと３日間の応用セミナーを組み合わせて開催し、経営戦略(事業計

画)の作成、創業に必要な実践能力の修得などの支援をする。その後、月に一度の間隔

（５回）で、女性起業家を招きフォローアップ交流会を実施し、受講者相互の交流や

経営相談を受け、継続した支援を実施する。 

２回目は、性別を問わず創業に向けて具体的なアクションを起こそうとする方を対

象に実施する。 

・当商工会議所内にワンストップ創業支援窓口を新たに開設し、青梅信用金庫とも連携

して、創業ステージにおける多様な相談に対応する。 
相談窓口は、平日８：３０～１７：００、月１回土曜日（又は日曜日）に対応し、

当商工会議所の経営指導員（中小企業診断士資格保持者）と青梅信用金庫職員、コン

サルタントの専門家が相談内容に応じたきめ細かな対応をとる。 
必要に応じて、「創業塾」への受講を促し、各種補助金申請等、国、都、市が用意す

る支援メニューの活用を促す。 
・市内に土曜・日曜・平日夜間も営業するインキュベーション機能を持った創業支援施

設を開設し、利用者に対しては、創業等に精通する担当職員が、創業段階に応じた必

要な情報の提供や経営相談等を実施し、創業率の向上に寄与すると共に、地域の産業

活性化を図る。 

 

青梅市 

・広報やホームページ等でワンストップ創業相談窓口を市民等に広くアピールする。 

・創業者情報については個人情報保護に配慮した上で創業支援事業者が名簿を作成し、
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関係機関と共有を図る。 

・関係機関との情報連絡会を年１回以上設けて状況報告等、情報共有を行う。 

 

青梅信用金庫 

・ワンストップ創業支援窓口の運営については、連携しながら周知や利用者のフォローを

実施する。 

・窓口のみならず、場合によっては開業予定地まで出向いて現場での指導・助言、現地で

のマーケティング活動支援等も実施する。 

・特に金融面における支援体制の充実と、創業支援施設（インキュベーション施設）に

おける人的支援を当商工会議所と一体となって対応する予定である。 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


