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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）当該地域（大阪市）の現状 
【概況】 
大阪市は、多くの経済指標において東京都区部に次いで全国第2位を占める地域である。事業所数では

全国の 3.4％、総生産では 3.9％、従業員数では 3.9％、人口は 2.1％を占める。特に卸売業販売額は
8.6%という高い全国シェアを誇っており、繊維品や衣服関係の集積が歴史的にも厚い。これらのシェアについ
ては、東京一極集中が進む中長期的に減少傾向にあったが、近年一部で下げ止まりも見られる。 
一方、近畿においては、事業所数の 21.7％、従業者数は 24.4%、卸売業販売額では 58.9％と圧倒

的なシェアを持ち、近畿経済の中枢を担っている。 

（大阪市の基礎データと全国における割合） 

 
事業所数 
（カ所） 

従業員数 
（人） 

人口 
（人） 

域内 
総生産 
（億円） 

製造品等
出荷額 
（億円） 

卸売業 
販売額 
（億円） 

小売業 
販売額 
（億円） 

大阪市 190,629 2,267,364 2,702,033 187,361 36,348  308,055 39,893 

全国における
割合（%） 

3.4 3.9 2.1 3.9 1.2 8.6 3.2 

（「2017年大阪の経済」：大阪市） 

【産業構成の特徴】 
産業構成においては、当市域のサービス業は広域的な中枢性を有し、中核的産業となっている。また、全

国と比較して、卸売・小売業のシェアが大きく、「商都」型の構造となっている他、情報通信業のシェアも大き
い。サービス業が近年拡大基調にある一方、製造業の割合は全国と比較して小さく、年々低下している。 
また、産業別に従業者数と市内総生産の産業比を比較すると、４割強を占めるサービス業の生産額シェア

は 24.3％と労働生産性が低い。 

（域内総生産における産業別構成比（%）） 

 製造 建設 卸売・
小売 

金融・
保険 不動産 運輸 情報・

通信 サービス その他 

大阪市 10.4 3.1 27.6 5.0 10.9 4.9 12.1 24.3 1.7 

全国 21.0 6.7 16.3 5.1 13.3 5.5 6.4 22.4 3.4 
（「2017年大阪の経済」：大阪市） 

（2）当該地域における小規模事業者の現状と課題 
【小規模事業者数】 
当市域の事業所数は 190,629 事業所で、うち小規模事業者数は 123,952 事業者であり、全体の

65.0％に上る。（「平成 26年経済センサス」：大阪府） 
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業種別に見た当市域の小規模事業者の現状と課題は以下のとおりである。なお、これらについては第 1 期
と比較して各業種とも大きく変化するものではないが、変更が生じた部分については下線   で示す。 

【製造業】 
大阪市域全体では、化学、金属等の「基礎素材型」の割合が比較的高く、淀川北岸一帯には付加価値

の高い化学工業が集積している。また、市域東部（東成、生野、城東、平野の 4 区）には、機械、金属、
ゴム、プラスチック製品等の小規模工場が多数立地し、隣接する東大阪市や八尾市と一体となったものづくり
分業ネットワークを形成している。 
また域内には、次世代の成長産業（バイオテクノロジー、環境、エネルギー、ロボット、ナノテクノロジー等）

を支えるハイテク素材、情報通信等の基盤産業も厚く集積しており、それら企業との長年にわたる取引によっ
て培われた高い製品品質・技術水準の小規模事業者等が数多く存在するのも当該地域の特徴である。一
方、長年にわたり家電をはじめ大手メーカーと下請関係にある小規模事業者は、親企業の海外生産シフトに
伴う受注減少で経営危機に直面している。 
将来の国内市場の縮小に対応するため、域内の小規模事業者は、新製品開発や新技術の応用、海外

市場展開の強い意欲を持っているが、そのための人材が不足していること、大学や公設試験研究機関の利用
度が低いこと、各事業者の強みが域外に十分に周知されていないこと等が隘路となっている。 
このため、大都市における多層な産業集積と大阪市の強みである全国トップクラスの高密度な工業集積を

活用したビジネスマッチング、産官学連携による製品・技術開発の仕組みづくり、地域ブランドとしての情報発
信等を強化し、新たな需要の開拓、国内外市場で通用する次世代の大阪のモノづくり企業の育成に取り組
むことが重要になっている。 

【卸売業】 
機械器具、鉱物・金属材料等の「生産財・資本財」が府内全体の販売額の 82％を占めている。特に西

部臨海部には、古くから造船技術をベースにした金属製品、機械器具等の製造・卸売業が立地し、1/3 以
上が自立して自社製品主体の生産取引を行っており、同地域の出荷額の大宗を占めている。 
一方、市中央部の「船場」と呼ばれる地域には、今も小規模な繊維・衣服卸売業者が多く、中国はじめ

東南アジア諸国で委託生産した製品を輸入しているが、近年の円安の影響を受けて採算性が著しく悪化して
いる。さらに、卸売業者を通さない流通形態が徐々に広がっており、国内外の新たな販路の開拓が必要になっ
ている。 

【小売業】 
店舗数シェアでわずか１％の大型小売店舗（売場面積 1,000 ㎡以上）が小売販売額の約 4 割を占

めている。2011 年に「キタ（梅田地区）」や「天王寺・あべの」の再開発による大型商業施設の開業・増床
により、都心部の売り場面積が３割強増加した結果、一部の商店街を除き、顧客・売上の減少、空き店舗
の増加、後継者難による廃業等、小規模小売業者を取巻く経営環境は一層厳しさを増している。 
当市域には、全国的に知られた個性的な商店街（天神橋筋、駒川、千林等）が形成されており、重要

な都市機能を担うとともに、街の魅力を創出している。本会議所の支援により、「商店街三種の神器」と言わ
れる①100 円商店街、②バル、③まちゼミを実施する商店街がかなりの数に上っており、若手経営者を中心
に商業活性化策に対する地域の期待と評価が高まっている。 
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また、当市域は、飲食店の常住人口千人あたり事業所数が他の地域に比べ大きく上回るが、事業者数、
従業員数ともに全国より早いペースで減少しており、特に小規模事業者の割合が高い飲食店にとって、事業
環境は厳しいことが伺える。 
全国有数の大商業集積地としての集客力をいかに周辺の小規模小売事業者へ波及させるか、「食い倒

れの街」大阪の個性ある飲食店の良さを全国に強く印象づけ、個店の売上増につながる事業の仕掛けづくり
をどのように構築するか、増加を続けながら、モノ消費からコト消費へとシフトしつつある外国人観光客を取り込
む仕組みをつくり（ツーリズム開発）、新たな顧客をどう戦略的に獲得するかについて、行政をはじめ商店街、
百貨店、鉄道会社、本会議所が取り組みの方向性を共有し、一丸となって内外の顧客拡大を図っていく必
要がある。 

【サービス業】 
市域の事業所数が減少する中で、サービス産業は事業所数で 38.6％、総生産で 24.3％を占めており、

小規模な事業者が多い。大阪における多種多様なサービス業の最大の特徴は、ファッション、デザイン、コンテ
ンツ、広告、情報サービス等のクリエイティブ関連産業の全国シェアが、事業所数、従業者数ともに約 8％を占
め、東京都に次いで多くなっている点にある。 
しかしながら、大阪市におけるクリエイティブ関連産業のビジネスチャンスは、首都圏に比べて必ずしも大きく

ないため、その潜在能力を十分に発揮できていない。このため、同産業の小規模企業に従事するデザイナーや
クリエイターが活躍できる「場」（新たな顧客獲得のための仕組み）を創造することが課題となっている。また、
サービス業は大阪市内の従業員シェアでは 41.9％を占めている一方、総生産シェアが 24.3％であることか
ら、労働生産性の低下が見て取れる一方、人材不足が深刻化している。このため、付加価値の向上やサービ
ス提供プロセスの改善、IT活用等を通じた効率の向上を通じた生産性の向上が課題となっている。 

◆業種別に見た小規模事業者の現状と課題 

【現状】                    【課題】 
1．製造業 

 

新製品開発や新技術の応用、海外市
場展開のための人材が不足している。

親企業の海外生産シフトに伴う受注減
少で経営危機に直面している。

大学や公設試験研究機関の小規模事
業者の利用度が低い。

大都市における多層な産業集積を活用
したビジネスマッチング

産官学連携による製品・技術開発の仕
組みづくり

地域ブランドとしての情報の発信

新たな需要の開拓、国内外市場で通
用する次世代の大阪のモノづくり企業の
育成
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2．卸売業 

 
3．小売業（小売店） 

 
4．小売業（飲食店） 

 
5．サービス業（全般） 

 
６．サービス業（クリエイティブ関連） 

 

近年の円安の影響を受けて採算性が著
しく悪化している。

卸売業者を通さない流通形態が広がって
いる。

新たな販路の創出・開拓

海外委託先の開拓

店舗数シェア1％の大型小売店舗が小
売販売額の約4割を占める。

大型商業施設の開設・増床により商店
街の経営環境は厳しい。

外国人観光客をはじめとする新たな顧客の
獲得をターゲットにした取り組み

個店魅力の向上

大型店との協働による集客力の強化

事業所数・従業員数とも全国より速い
ペースで減少している。

「食い倒れの街」大阪を印象づけ、内外
の観光客の増加、個店の売上につながる
仕掛けづくり

最も多い従業員数（41.9％）でありなが
ら、総生産におけるシェアは24.3％にとど
まっている。

人手不足が深刻化している。

付加価値の向上やサービス提供プロセス
の改善、IT活用等による効率UPを通じ
た生産性の向上

全国シェアが事業所数、従業者数とも東
京都に次ぐも、首都圏に比べビジネスチャ
ンスが小さく、その潜在能力を十分に発
揮できていない。

関連産業に従事するデザイナーやクリエ
イターの活躍できる場の創造
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（3）小規模事業者支援の取り組みにおける課題 
本会議所では、大阪市内に 5支部（北支部、東支部、中央支部、西支部、南支部（50ページ））を

設置し、約 50 名の経営指導員を配置して相談事業や経営改善のための各種講習会や交流会、地域活
性化のためのイベント等を実施するとともに、上記に記載した業種別課題等に対応した情報提供事業や商談
会、マッチング事業、インバウンド促進事業等を経営改善普及事業として企画・立案し、実施してきた。 
これまでの取り組みにおける課題は以下のとおり。 
【第 1期計画開始時における課題】 
・ 小規模事業者の販路開拓支援においては、地域内の需要を超えた新たな取引や大手企業との取引
をさらに進める必要がある。こうした取引を支える大阪の都市や企業、地域、商品のもつ「魅力」、「強み」
がまだ十分に地域外にまで PR、浸透できていない。 
・ 外国人観光客が急増しているが、一部の商業地に偏り、周辺地域の個店にまで客足が及んでいない。 
・ 各種の情報提供事業や商談会等の販路開拓事業、観光インバウンド促進等の支援事業と、相談事
業との連携が十分でなく、個社に対する総合的な支援が行えていない。 
・ 事業計画策定の重要性を理解する小規模事業者が少ないことから、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策定後の支援へと続く、一連の伴走型支援への取り組みが十分でない。 
・ 専門的技術に関する課題や海外進出等高度化、専門化する小規模事業者の支援ニーズへの対応を
さらに強化する必要がある。 
・ 相談事業においては、マル経融資の推薦等の金融支援に偏っており、小規模事業者の多様な支援
ニーズに対応して支援の幅を広げていく必要がある。 

これに対し、27年度から実施してきた「第 1期経営発達支援計画」の取り組みと評価は以下のとおりであ
る。 

【第 1期の課題への取り組みと評価】 
・ 大手企業の技術課題解決のためのオープンイノベーションを促進する「MoTTo OSAKA」や、大手流通
業者に直接自社製品を売り込む「ザ・ベストバイヤーズ」等の事業は、各回で商談が成立する等、成果を
上げている。小規模事業者の販路開拓のためには、事業の改善を図りながら、今後も継続的な取り組
みを行うことが必要である。また、都市の魅力を高めるための「食の都・大阪」推進事業や、地域ブランド
発掘推進事業等に取り組んできた。「食の都・大阪」推進事業は、イベント参加者数が 27年度、28年
度の 2 年間で約 40,000 人に上り、大阪の「食の街」としてのイメージ浸透に一役買っているものと思わ
れる。また、機械・金属加工業が加工工程を分担して受注拡大を図るためのネットワークを構築する「も
のづくり加工ネットワーク強化事業」は、大阪でのこれら業種の産業集積をブランド化するのが最終目標で
あるが、現在実施している経営者間の交流・商談会を通じて、新規受注の獲得に貢献している。今後は
さらに、西部以外の東部・北部・南部各エリアの集積において、こうした交流グループを形成・拡大してい
きながら、中堅・大手企業や域外から新規受注できるよう、認知度の向上等の取り組みが必要となる。こ
うした事業については、「ブランド化」のための長期的取り組みが不可欠である。 
・ 外国人観光客の増加は年々著しいが、まだまだその恩恵を受けているのは特定地域の商業地に限られ
ている。これらの地域にはホテルが多く集積しており、交通の便も良いこと、一方で地域型の商店街等が
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積極的な対応を行ってこなかったことが理由である。しかし、外国人観光客が団体旅行客から個人旅行
主体となる中、市内各地に個人向けの宿泊施設が次々とできる等現在は大きな変化の中にある、これ
まで実施してきた周辺商業地への観光客取り込みを強化するため、「コト消費」へのニーズシフトや、「民
泊」客増に対応した新たな仕組みが必要である。 
・  各種情報提供事業や販路開拓事業において実施するアンケートにおいて、相談事業への支援ニーズ
の聞き取りを実施。相談希望事業者に対するアプローチについては概ね実施できている。今後も希望者
を確実に相談事業へつなぐ取り組みが必要である。 
・ 大阪府の方針により、府の相談事業は、事業者の経営状況の把握、課題分析、事業計画策定等の
支援の提案・実施、事業計画策定後の支援と成果の把握という流れで実施し、これらの支援の経緯・
結果をすべてカルテ化して記録・保存している。小規模事業持続化補助金等に関連し、事業計画策定
支援数はこの２年間で 3,389 件まで増加しているが、事業計画策定後の支援への取り組みが十分と
は言えない。フォローアップをはじめ、計画後の支援を強化する必要がある。 
・ 大阪府や国の専門家派遣制度を活用した支援は、27・28 年度の 2 年間で 329 社 1,035 回にも
上る一方、専門相談事業においても、29 年度から「ものづくり・技術」「営業・マーケティング」を新設して
新たな専門課題に対応する等、専門家と連携した支援を充実させてきた。今後も事業者のニーズに沿っ
て専門的課題への対応策を引き続き充実させていく。 
・ 大阪府は、相談事業において 18の支援メニューを定めている。そのうち、小規模事業者経営改善資金
にかかる支援は、第 1期以前には経営相談実施対象事業者の 6割近くに及んでいたが、28年度には
52％まで低下。支援事業者数が約 3 割増加する中で、「金融支援以外の支援」を実施した事業者の
割合が増え、金融支援偏重の傾向に改善が見られている。今後は、経営指導員の資質向上を図り、
小規模事業者の経営合理化を図るための IT 化や、長期的課題である事業承継等の支援にも力を注
ぎ、多様な経営課題への対応力を高めていく。 

（4）中長期的な振興のあり方と経営発達支援事業の目標 
①中長期的な振興のあり方 
これら現状と課題を踏まえ、本会議所は、地域の総合経済団体として、域内の産官学各機関や商業組

織、経済団体等と連携し、小規模事業者の新分野や新市場への進出、地域ブランドの開発、創業の促進、
国内外からの観光客の誘致強化等の支援を通じ、小規模事業者がその力を最大限に発揮できる経営環境
の整備に取り組むとともに、懇切丁寧な伴走型経営支援により、大阪経済を支える小規模事業者の「稼ぐ
力」を強化して持続的発展に寄与することを目指す。 
上記を踏まえ、目標を次のとおり定める。 

②経営発達支援計画の目標 
【継続目標】 
第 1 期に掲げた以下の目標は、現在の状況や課題を踏まえ、その重要性等に変わりがないため継続

目標とする。 
１．小規模事業者に対し、多様な業種や規模の企業への販路開拓・拡大の機会を提供する。 
２．大阪の小規模製造業の特性を踏まえたブランド力と情報発信力を強化する。 
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３．小規模事業者を中心とした大阪固有の「食のブランドアイデンティティ」確立を目指し、「食の都・大
阪」を実現する。 

４．「モノづくり」における企業間協業を促進し、小規模事業者の高付加価値製品の開発を支援する。 
５．海外の観光客の市内商店街での買い物消費の拡大を図り、その経済効果を大阪全体へと波及さ

せる。 
６．地域内小規模事業者のすぐれた商品を発掘し、販路開拓を支援することで地域ブランドを確立・向

上させる。 

【新規目標】 
７．人手不足や新技術への対応等を背景にした小規模事業者の生産性向上への取り組みを支援す

る。 
８．小規模事業者の持続的発展を図りつつ、同時に後継者育成や親族外承継の実施を通じて、円滑

な事業承継を実現する。 

（5）小規模事業者支援の今後の方針 
従来の取り組みにおける課題に加え、上記の新た課題を鑑み、本会議所では従来の支援方針に新たな

支援方針を加えて経営発達支援事業の実施に臨む。 
【支援方針】 
・ 小規模事業者の最大の経営課題である販路開拓に資する事業を、業種や目的等に応じて幅広く実
施する。 
・ 「食の街」としての大阪や、大阪製品の魅力を「ブランド」として広くアピールする事業を積極的に展開し、
小規模事業者が新たな需要を開拓するための仕掛けづくりを行う。 
・ 小規模事業者の多い小売店や飲食店等への波及効果を高めるため、観光インバウンド促進事業の取
り組みをさらに強化するとともに、観光客の流れを周辺地域へ拡大する新しい仕組みをつくる。 
・ 各種支援事業や地域活性化事業と相談事業との結びつきを強化して支援の相乗効果を図り、小規
模事業者の「稼ぐ力」の獲得・強化を総合的に支援する。 
・ ビジネスモデル再構築のため、小規模事業者に事業計画策定の意義と重要性を認識させ、顧客ニーズ
を踏まえた事業の推進ができるよう、伴走型支援を強化する。 
・ 「ミラサポ」等、国の専門家派遣事業の活用をさらに推し進め、高度・専門的課題への対応力を強化す
る。これにより支援の幅を広げるとともに、経営指導員は専門家との支援における連携を図り、資質向上
に努める。 
・ 「大阪府よろず支援拠点」をはじめ、日本貿易振興機構（JETRO）や中小企業基盤整備機構、大
阪産業技術研究所等、多様な公的支援機関等との支援連携を強化する。 

【新たに追加する方針】 
・ 経営力向上計画の策定やコスト管理、新設備の導入支援を通じ、小規模事業者の生産性向上を図
る。 
・ 小規模事業者の後継者についての情報把握に努めるとともに、「大阪府事業引継ぎ支援センター」との
連携を通じた円滑な事業承継を推進する。 
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※大阪府における小規模事業経営支援事業について 
1．一般に、小規模事業経営支援事業においては、都道府県から人件費と事業費に対する補助が各商工
会議所等に行われるが、大阪府の場合は、補助金全てが事業費という独自の方式をとっている。 

2．相談事業において、他府県では対象となる簡易な相談は大阪府においては対象外であり、課題分析を
行い、定められた支援メニューを実施し、成果（結果）が出た支援のみが件数として認められる。このた
め、本会議所では、相談事業における成果把握は、相談件数ではなく、対象事業者数が基本単位であ
り、本計画における主要な数値目標も事業者数を採用している。実際においては、一事業者への 1 つの
支援メニューに対し、数回の相談件数がある。 
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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 35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】 
地域の経済動向調査等を実施し、小規模事業者の経営状況分析や事業計画策定における基礎情報

等として相談事業において有効活用するとともに、その重要性と有用性を小規模事業者に理解していただく。 

＜第 1期における取組と成果＞ 
(1) 第 1期の事業実施の評価 
地域の経済動向等を調査・分析することで、小規模事業者を取り巻く経営環境の変化やその影響、業種

や規模別の経営実態、地域特有の課題、さらに支援ニーズ等の把握ができた。 
調査結果については、HP や支部情報を発信する冊子「NEWS LETTER」等にも掲載するとともに、景況

調査については、新たに機関紙「大商ニュース」にも掲載する等の改善を行った。また、支部事務局長会議を
通じた情報共有も実施でき、小規模事業者に対する経済動向調査の周知を向上させることができた。実施
回数や配布数等の数値目標も達成できた。 

(2) 外部有識者を活用した評価・見直し結果 
地域経済動向の調査・分析、小規模事業者の実態把握、調査結果の周知への努力が認められるととも

に、目標数値を達成したことが評価された。 

(3) その他事業実施における改善点 
相談事業への活用という側面において、「商圏分析システム」（エリア別の規模、成長性、消費購買力等

のデータ、及び当該エリアの年齢別、性別、昼夜間別、業種別等の人口規模・構成等の現況と将来予測か
ら商圏力を分析するシステム）を新たに導入し、最新の各種経済調査に基づいて商圏評価ができる体制を
整えた。また、経営指導員全員を対象とした研修を通じ、相談事業に活用できる体制を整えることができた。
しかし、各種経済調査のデータや分析結果の相談事業への活用はまだ十分でないため、第 2 期は、その重
要性・有用性を経営指導員が十分に理解し、小規模事業者に適切に提供できるよう、引き続き研修等を通
じて啓発に努める。 

＜第 1期の実績（上段：目標、下段：実績）＞ 

支援事業および目標 27年度 28年度 29年度 

景況調査および経営・経済動向調査実施回数 
 
調査結果の提供先事業者数（1回あたり）  
 

4回 
4回 

23,000 
25,300 

4回 
4回 

23,500 
25,600 

4回 
- 

24,000 
- 
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資金調達調査実施回数 
 
調査結果の提供先事業者数（1回あたり）  
 

1回 
1回 

23,000 
25,300 

1回 
1回 

23,500 
25,600 

1回 
- 

24,000 
- 

※「提供先事業所数」は、機関紙「大商ニュース」発行１回あたりの法人・個人事業者への送付件数。 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
経済動向調査の分析結果は、引き続きプレスリリースや本会議所の HP、大商ニュース等で公表するととも

に、今後は経営指導員が経営相談において紹介し、経営の参考に活用することを勧め、経営状況の分析や
事業計画の策定を支援する際の基礎情報として活用する。また、「商圏分析システム」が有する各種データの
提供と経営相談への活用を拡大する。 
これにより、調査結果を小規模事業者が経営方針等を立案する際の参考にしてもらうことができ、その後の

需要を見据えた事業計画策定支援や、実効性の高い販路開拓支援を行うことが可能になる。 

（事業内容） 
○地域の経済動向調査【継続、★新規】 
1）景況調査、経営・経済動向調査を、巡回訪問、窓口相談時のヒアリングや FAX 等により毎年四半期
（6，9，12，3 月）ごとに実施し、今期の状況（売上額、資金繰り、業況、従業員数等）、来期の
予測、国内景気、自社業況（生産・売上高、経常利益、製・商品価格等）についての情報を収集、管
内全域、エリア別、業種別、規模別の他環境変化に伴う課題等に整理（仕分け）し、業種・企業規模
別における経営状況の違い、地域特有の課題等の分析を行う。経営指導員に対しては、毎月開催する
「支部事務局長会議」において、5支部の事務局長へ調査結果を配布し、情報共有を徹底する。 

2）資金調達に関する調査を毎年 11 月に実施し、年末・年度末の資金繰り、金融機関の貸出態度等、
中小企業・小規模事業者の資金調達実態を把握・分析する。 

3）これらの分析結果は、経営相談において小規模事業者の経営状況の分析や事業計画策定等を支援
する際、「外部環境」に関する基礎資料として活用する。また、本会議所の HP（それぞれの調査の結果
公表のタイミングごとに更新）や経営指導員を通じて情報提供を行い、経営の参考とすることを勧める。 

4）その他、例えば急激な円安やコスト上昇に見られるような経営環境の著しい変化が生じたり、施策上の
重要課題等が浮上してきたりした場合には、小規模事業者等の経営状況や支援ニーズ把握のため、時
期を逸することなく必要な調査を適宜実施する。これらの調査結果は本会議所の HP やメールマガジン、
機関紙等に掲載し、小規模事業者への周知を行うとともに経営相談事業において活用する。 

【新たに実施すること】 
5）新規出店判断等、相談内容に応じて「商圏分析データ」を活用し、特定の商圏内の性別・年代別人
口、世帯数、業種別事業所数、商品別消費額等の分析結果を提供し、相談事業に活用する。 

（目標） 
相談事業の中で、小規模事業者に経済動向調査等の調査結果を提供し、経営状況の分析や事業計

画策定支援における基礎データとして活用する。 
各調査における数値目標は以下のとおり。 
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支援事業および目標 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

景況調査実施（公表）回数 4回 4回 4回 4回 4回 

経営・経済動向調査実施（公表）回数 4回 4回 4回 4回 4回 

資金調達調査実施（公表）回数 1回 1回 1回 1回 1回 

2．経営状況の分析に関すること【指針①】 
経営相談の導入部で、ローカルベンチマーク等を活用して経営状況分析を行い、自社の強み、製品やサー

ビスの特長、競合他社の状況、売上や利益の推移、また資金や人員等、経営資源の把握を行う。これによ
り、小規模事業者には自社の状況を正確に理解いただくとともに、「強み」を活かし、需要を見据えた事業計
画の策定と遂行支援に役立てる。 
また、小規模事業者向けに業種別・分野別等の多彩な情報提供事業を開催し、参加者へのアンケートを

通じて経営課題を把握し、相談事業への申込につなげる。 

＜第 1期における取組と成果＞ 
(1) 第 1期の事業実施の評価 
小規模事業者に対する経営相談の開始時点で必ず経営状況の分析を行うことで、売上や利益の推移、

各種経営資源等を把握した。経営相談における支援企業数が増加傾向にあり、また、実施した各種セミ
ナー等も時宜を得たものであったため、各事業で概ね数値目標も達成できた。財務分析支援事業の減少は
支援メニューの偏重是正の取り組みによるものである。 
また、支部経営指導員全員を対象にした「強みを把握・活用した経営指導の方法」、「SWOT 分析を活

用した経営分析手法」の研修を実施し、「強み」を活用する指導の強化に努めた。しかし、経営指導員によっ
て個人差もあり、引き続き支援力強化を図る必要がある。 

(2) 外部有識者を活用した評価・見直し結果 
経営相談における、経営状況の分析を通じた小規模事業者の経営実態把握が十分に行われていると認

められるとともに、各事業において目標数値を概ね達成したことが評価された。 

(3) その他事業実施における改善点 
企業の「強み」を把握し、事業者にその強みを分かりやすく理解してもらうことの重要性を経営指導員に認

識させるとともに、適切なスキルを獲得するため、第 2 期においても研修を実施して意識の向上と支援力の質
を高めるよう努める。また、新たにローカルベンチマーク等の分かりやすいツールを使った支援を積極的に実施す
る。 

＜第 1期の実績（上段：目標、下段：実績）＞ 

支援事業および目標 27年度 28年度 29年度 

①経営指導員による経営状況分析事業者数 
1,350 
1,481 

1,400 
1,722 

1,450 
- 
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①同 財務分析支援事業者数 
650 
637 

670 
537 

690 
- 

②専門相談（創業、経営革新）相談件数 
740 
831 

760 
772 

780 
- 

③経営体質改善強化セミナー 参加事業者数 
900 
825 

920 
1,169 

940 
- 

③ビジネス講演会 参加事業者数 
840 

1,486 
850 

1,127 
860 

- 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
経営指導員が、経営相談の導入部で経営状況の分析を行うことを引き続き徹底し、事業計画策定支援

における基礎情報として活用する。また、分析結果は、経営相談の中で小規模事業者に対して SWOT 分
析やローカルベンチマーク等のツール・図表等を用いて分かりやすく説明し、自社の経営状況や「強み」の理解
を深める。これにより、自社の経営状況や経営課題を把握した上で、「強み」を活かした新たな事業展開を行
う小規模事業者が増えることが期待できるとともに、実効性の高い事業計画の策定が可能となる。また、経営
指導員に対する支援能力向上のための研修を、第 2期期間中に実施する。 

（事業内容） 
①支部経営指導員による経営状況分析・課題の把握と活用【継続】 
1）市内５支部に配属された経営指導員（約 50 名）が、会員・会員外を問わず、巡回や窓口における
経営相談の中で経営者へのヒアリングや実地調査、財務諸表等の関係資料をもとに、小規模事業者の
経営状況の把握・分析等を行う。 

2）会社パンフレット、財務諸表、商品カタログ、HP、各種調査データ、商品（現物）やサービス・技術（現
場）等から、会社概要（資本金・従業員・業種、売上高・利益額の経年比較）、財務状況（借入金
額・返済状況等）、商品概要（価格・特徴・提供方法等）、商品別売上高、取引先別売上高、取
引金融機関、立地環境、競合状況、等を把握する。 

3）SWOT 分析や財務分析等の経営分析、キャッシュフロー計算書や資金繰り表作成、また第 2 期からは
新たにローカルベンチマークの活用等を通じて、企業の「強み」と「弱み」、「機会」と「脅威」、商品・サービ
ス、保有技術の「特色」・「強み」、企業体質（収益性や安全性）、資金繰り状況 等を分析する。 

4）分析結果は、経営相談において事業計画の策定支援をする際の基礎情報として活用する。また、小規
模事業者に自社の状況や「強み」等を把握してもらい、「強み」を活かした事業展開への指針として供す
る。その際、小規模事業者の理解を深めるため、分析ツールや図表等を用いた説明を行う。 

②専門相談事業（経営革新）【継続】 
新規事業への取り組みや経営革新計画の承認等を目指す小規模事業者に対し、専門家（中小企業

診断士／4 名）が相談の導入部において経営状況の分析を行う。第 1 期に引き続き、専門家は、上記同
様、ヒアリングや財務諸表等から相談者の経営状況を分析し、その結果を分かりやすく伝えるとともに、その後
の「経営力向上計画」や「経営革新計画の策定のための基礎情報として活用する。 
（なお、本事業利用者の一層の拡大のため、パンフレット配付、HP 掲載、各種セミナー参加者や経営指導
先へのつなぎ等により、小規模事業者への周知と利用促進を図っている。） 
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③各種セミナーの開催【継続】 
「経営体質改善強化セミナー」や「ビジネス講演会」等、小規模事業者のニーズ・関心の高いテーマを取り

上げて、会員・会員外を問わず、全ての小規模事業者を対象に、業種別・分野別等の多彩な情報提供事
業等を開催する。第 1 期同様、全セミナーで参加者全員を対象とするアンケート調査を行い、経営課題と支
援ニーズを把握するとともに、相談事業への申込を受ける。 

（目標） 
経営状況の分析を、相談事業の導入部で徹底して実施するとともに、小規模事業者における分析結果の

理解の向上を図る。数値目標は以下のとおり。 

支援事業および目標 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

①経営指導員による経営状況分析 
事業者数 

2,230 2,240 2,240 2,240 2,250 

②専門相談事業（経営革新） 
延べ相談件数 

775 780 780 790 790 

③経営体質改善強化セミナー  
参加事業者数 
実施回数 

1,170 
120回 

1,180 
120回 

1,180 
120回 

1,190 
120回 

1,190 
120回 

③ビジネス講演会 
参加事業者数 
実施回数 

1,130 
5回 

1,140 
5回 

1,140 
5回 

1,150 
5回 

1,150 
5回 

3．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
小規模事業者の多くは、経営をこれまでの経験と勘に頼って行うことが多く、客観的な経営分析に基づいた

事業計画を策定し、合理的な事業運営をしている事業者は依然として少ない。このため、小規模事業者に
対し、経営状況や需要動向等の分析を踏まえ、売上増や利益確保等、経営の安定が期待できる実効性の
高い事業計画等の策定支援を行う。また、経営力向上計画や経営革新計画、創業計画、資金繰り計画
等、小規模事業者のさまざまな経営課題に対応した計画の策定を支援する。 

＜第 1期における取組と成果＞ 
(1) 第 1期の事業実施の評価 
小規模事業者の新規事業の計画策定や融資申込、小規模事業者持続化補助金等の申請等、相談

事業において 27年度 1,682 件、28 年度 1,707 件と目標を上回る事業計画の策定を行った。一方、国
の補助金事業である「事業計画策定セミナー」は、開催時期が限定されること等の理由により中止した。「資
金繰り計画策定支援」は、支援メニューの偏重是正のために減少している他、経営革新承認件数や承認取
得相談は、大阪府の場合、経営革新計画の認証取得メリットが小さいこともあり、目標を下回った。 
しかし、事業計画の重要性や意義は、補助金における事業計画の策定支援や各支部でも開催している

「経営革新セミナー」、「開業スクール」等を通じて、小規模事業者にかなり浸透してきた。また、28 年度には
経営力向上計画の策定支援のため、経営指導員を対象にした研修を実施し、今後 5 支部においても対応
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ができる体制を整えることができた。 

(2) 外部有識者を活用した評価・見直し結果 
一部の事業で目標が下回っているものの、主要事業である事業計画策定支援において、目標を上回った

ことについて評価された。 
※「経営力向上計画」の策定支援を支部で行えるようにしたことについては、28 年度の外部有識者会議

後に実施したため、評価なし。 

(3) その他事業実施における改善点 
第1期、事業計画の策定支援機会は、融資申込、補助金申請、経営革新計画申請等の目的がある場

合に偏っていた。第 2 期は引き続き、広く小規模事業者に事業計画策定の重要性を伝え、新規事業の開
発等、幅広い目的において策定支援を行っていくよう努める。 
一方、販路開拓支援と事業計画策定をセットにした支援は、27・28 年度計で 100 件弱であり、販路開

拓支援を伴わない事業計画策定支援が大半であった。第 2期は、販路開拓と事業計画策定支援を連携さ
せて実施することが課題である。また、需要を見据えた事業計画とするために必要な需要動向の把握について
は、第 1 期中に実施した「日経テレコン POS 情報」の活用研修等を通じて向上を図っているが、取り組みが
十分でないため、引き続き研修等で支援力強化を図る。 

＜第 1期の実績（上段：目標、下段：実績）＞ 

支援事業および目標 27年度 28年度 29年度 

①事業計画策定支援 策定件数 
 
 事業計画策定セミナー 参加者数 
 

1,530 
1,682 

60 
72 

1,550 
1,707 

65 
実施せず 

1,570 
- 

70 
実施せず 

②経営革新計画策定支援 承認数 
 
同 相談件数 

 
経営革新支援セミナー 参加者数 

 

11 
16 
100 
88 
35 
27 

13 
5 

110 
83 
40 
29 

15 
- 

120 
- 

45 
- 

③創業計画策定支援ビジネスプラン 作成数 
 
開業セミナー・スクール 参加者数 

 

30 
29 
130 
157 

30 
30 
135 
132 

30 
- 

140 
- 

④資金繰り計画策定支援 策定件数 
570 
594 

590 
440 

610 
- 

⑤経営改善計画策定支援 策定件数 
（小規模事業再生サポートセンターにおける策定件数） 

22 
23 

24 
20 

26 
- 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
引き続き、事業計画の策定支援を相談事業の主軸に据え、小規模事業者に事業計画策定の重要性を

伝えながら、新規事業への取り組み等、幅広い経営課題の解決に資するため、事業計画の策定を積極的に
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支援していく。また、小規模事業者の生産性向上に鑑み、「経営力向上計画」の策定支援も積極的に行う
他、各種セミナーを通じて事業計画策定の意義を継続して訴えていく。また、販路開拓支援を行う際には併
せて事業計画策定支援を事前に実施する。 
さらに第 2 期においては、事業計画の策定において当該事業者の経営状況の分析結果や経営課題を踏

まえるとともに、事業者が実行可能な需要動向調査（顧客に対するヒアリングやアンケート、競合商品の売れ
行きや売れ筋商品の把握、「日経テレコン POS情報」の活用、各種メディアで把握できる最新のトレンド情報
の入手、専門機関調査データの購入等）を行えるよう、取り組みを強化する。 
これにより、事業計画の重要性を認識した上で需要を見据えた事業計画を策定し、これに基づいて事業

運営を行う小規模事業者を増やしていく。 

（事業内容） 
①事業計画等策定支援【継続】 
1）経営指導員は、小規模事業者に事業計画策定の必要性を十分に認識させた上で、経営状況の分
析、需要動向等を踏まえた事業計画の策定の助言・指導等の支援を行う。第 2 期においては、特に需
要動向を踏まえることに注力する。また、「小規模事業者経営発達支援資金」や大阪府制度融資等、
融資の申請に際して事業計画が必要な小規模事業者には、策定支援に加えて金融機関へのつなぎ・紹
介等の支援を行う。 

【廃止する事業】 
2）小規模事業持続化補助金の申請前に実施していた「事業計画策定セミナー」は、同補助金における事
業計画策定の必要性が十分認知されてきたことから、第 2 期においては定例開催とせず、必要に応じて
実施することとする。 

②経営革新計画策定支援【継続】 
新規事業に取り組む事業者や経営革新計画の承認取得を目指す事業者に対し、経営革新計画の策定

についての助言・指導を行う。経営革新計画の概要やメリット、先進事例等を紹介するセミナーを開催し、関
心企業を増やすとともに、新規事業の立ち上げを支援する。経営革新計画の策定支援は、主として専門相
談において中小企業診断士（4 名）が行い、承認数の増加を目標とする。第 1 期においては年間数件の
承認であったため、第 2 期では、①新商品・サービスの開発希望を持つ小規模事業者を「経営革新計画」の
策定支援に誘導する、②「経営革新支援セミナー」で実施するアンケートにおいて、「経営革新計画の策定に
関心がある」等と回答した事業者に対するアプローチを強化する、等により承認件数増を目指す。 

③創業計画策定支援【継続】 
1）創業計画の意義や、作り方が分からない創業希望者に対し、その重要性を認識させるとともに、創業の
判断、創業後の経営の安定を図るため、計画策定についての助言と指導を行う。これに先立ち、「創業応
援セミナー」や具体的な創業手法を学ぶ「開業スクール」を開催し、レベルの高いビジネスプランの作成支
援を行う。「開業スクール」においては、第 1期で各年６～7名の創業を実現しており、第 2期においても
同程度の実現を目指す。 

2）大阪府が主催し、大阪市の支援機関である大阪産業創造館が実施する「大阪起業家スタートアッパー
事業」の「ビジネスプランコンテスト事業」と連携し、「開業スクール」卒業生の推薦を実施する。第 1 期にお
いて、本会議所の支援事業者で初のビジネスプランコンテスト出場者を輩出することができた。第 2 期にお
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いても継続的に輩出を目指す。 
3）必要資金確保のため、本会議所が大阪府、大阪信用保証協会、日本政策金融公庫、地元信用金
庫（大阪、大阪シティ、大阪商工、北おおさか）、近畿大阪銀行の参画を得て組織した「地域金融支
援ネットワーク」を活用し、創業希望者の「開業サポート資金」や「新創業融資」等への申請を支援する。 

④資金繰り計画策定支援【継続】 
１）小規模事業者が、今後の事業展開において、資金がいつどの程度必要になるか、資金調達の時期や
金額等を把握するために、資金繰り計画の策定について経営指導員が助言・指導により支援する。 

２）この計画に基づき、融資が必要な場合は金融機関へのつなぎ・紹介等の支援を行う。 
  第 1期においては、毎年年間 400件を超える策定支援があった。第 2期においても、年間 400～500
件程度の支援数を目標とする。 

⑤経営改善計画策定支援【継続】 
取引先の倒産や売上の大幅な減少等により経営難に陥った小規模事業者に対する支援窓口として、「小

規模事業再生サポートセンター」を設置している。担当経営指導員２名が経営改善計画等の策定を支援
し、資金繰りの改善や、融資条件の見直し等の支援を行う。一方、事業の継続が難しいと判断される事業
者については、弁護士等、専門家の支援を得て、整理・清算のための支援を行う。第 1期を通じて、毎年 20
件程度の支援を行ってきたが、第 2期においても、支援を必要とする経営状況の厳しい事業者に対し 1件で
も多くの計画策定を実施する。 

⑥経営力向上計画策定支援【★新規】 
小規模事業者の生産性向上、マネジメント力の強化等に資するため、積極的に経営力向上計画の策定

支援を行う。第１期では主として専門相談において中小企業診断士（4 名）が行っていたが、域内の小規
模事業者の申請・認定を広く支援していくため、第２期では、これに加え 5 支部においても対応を行う。支援
事業者は、HP上の告知や巡回指導等で広く募集する。 

（目標） 
支援事業および目標 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

①事業計画策定支援 策定件数 1,710 1,720 1,720 1,730 1,730 

②-1 経営革新計画策定支援 
承認数 
相談件数 

5 
85 

6 
90 

6 
90 

7 
95 

7 
95 

②-2 経営革新支援セミナー 
参加者数 
実施回数 

30 
1回 

31 
1回 

31 
1回 

32 
1回 

32 
1回 

③-1 創業計画策定支援ビジネスプラン 
作成数 

30 31 31 32 32 

③-2 開業セミナー・スクール 
参加者数 
実施回数 

135 
3回 

140 
3回 

140 
3回 

145 
3回 

145 
3回 
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④資金繰り計画策定支援 策定件数 440 445 445 450 450 

⑤経営改善計画策定支援 策定件数 
（小規模事業再生サポートセンターにおける策定件数）  

20 21 21 22 22 

⑥経営力向上計画 策定支援件数 30 31 31 32 32 

4．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
経営指導員は、小規模事業者が、策定した事業計画に基づいて事業を着実に実施し、計画と現実との

差異に基づき改善策が講じることができるよう、必要資金の確保をはじめとする支援や、定期的な進捗状況
の把握等を行い、生産性向上や売上増等、一定の成果（結果）が出るまで伴走型支援を行う。 
また、高度・専門的な取り組みや製品の高付加価値化等、課題や業種に応じた各種支援事業を通じて、

小規模事業者の事業推進を支援する。 

＜第 1期における取組と成果＞ 
(1) 第 1期の事業実施の評価 
経営指導員は、小規模事業者の事業推進を支援するため、専門支援機関へのつなぎや、融資の申請・

実行のための金融支援等 18 の支援メニュー（※19 ページ）から支援策を選んで提案し、実施している。 
これまで実際に行われていた支援は、金融支援や資金繰り計画の作成等、一部のメニューに大きく偏って

いた。このため、第 1 期においては、支援の多様化を掲げ、28 年度には、支援事業数の拡大とともに、支援
事業者に対する相談件数の割合が金融支援（指導員型）58％→52％、資金繰り計画支援で 40％→
24％となる等、偏重傾向に歯止めをかけることができた。ただ、数値目標は、「経営相談事業における支援メ
ニュー」の「事業計画策定支援数」が 27 年度で 1,682 件、28 年度で 1,707 件と目標を上回っていた一
方、フォローアップ件数はそれぞれ 826件、903件と目標を下回っており、改善が必要である。 
また、「サービス提案に基づく支援事業者数」も、目標にやや届かなかったが、相談事業における全体の支

援者数の拡大とともに 27年度から増加傾向にあり、28年度は 1,000件を超えていることから、概ね妥当な
結果であると考える。「課題別・業種別支援事業」は、専門的課題や業種に特化した支援を行うものであり、
支援事業者数は目標を下回った。専門家派遣等一部の事業を除けば、小規模事業者のこの分野の支援
ニーズは、中小企業と比較しても当初想定したほど大きくないと見られ、第 2 期の目標設定の際は考慮が必
要である。 

(2) 外部有識者を活用した評価・見直し結果 
事業計画策定後のフォローアップ件数が目標に達していないことについて指摘があった。これは、28 年度に

おいて、小規模事業者持続化補助金の申請が年度の終盤に行われることが多く、フォローのための時間がな
かったこと、また、同補助金で不採択になった場合、定期的なフォローを実施することを事業者が希望しないこ
とが多いこと、等が大きな理由である。 

(3) その他事業実施における改善点 
経営指導員は、事業者の財務状況等を判断し、例えば金融支援等の追加支援を提案・実行する等の

努力を続けている。第 2 期は、フォローアップが行えなかった事業者に対し、次回の持続化補助金はじめ各種
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補助金・助成金情報の提供やマル経融資はじめ各種融資制度の紹介等につなげる等、引き続き最大限の
フォローアップ支援を行うことで、目標達成を図る。また、サービス提案に基づく支援事業および課題別・業種
別支援事業は、目標を新たに設定して引き続き実施する。 

＜第 1期の実績（上段：目標、下段：実績）＞ 

支援事業および目標 27年度 28年度 29年度 

①事業計画策定後のフォローアップ 
支援事業者数 

1,530 
826 

1,550 
903 

1,570 
- 

②サービス提案に基づく支援事業 
支援事業者数 

1,140 
925 

1,175 
1,072 

1,210 
- 

③課題別・業種別支援事業 
支援事業者数 

796 
543 

839 
745 

883 
- 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
事業計画策定後の後段階の支援として、販路開拓支援を一体のものとして実施する取り組みを強化し、

第 2 期においてはその件数を増やしていく。また、「大阪よろず支援拠点」をはじめ、大阪府事業引継ぎ支援
センター、JETRO、中小企業基盤整備機構等、国や大阪府等の各種支援機関や専門機関、また本会議
所の各種支援情報を収集し、これら支援機関や本会議所の支援事業へのつなぎを引き続き実施する。第 1
期におけるつなぎ支援の件数は、28 年度で 41 件であるが、第 2 期は特に事業承継が事業者全体の大き
な課題となっていることから、大阪府事業引継ぎ支援センターへのつなぎを増やす等して強化を図る。 
事業計画策定後のフォローについては、補助金の不採択事業者に対して支援を無理強いすることはできな

いが、懇切丁寧な支援に一層心がけるとともに、代替となる支援を提案する等、事業計画策定支援を行った
全事業者に対し、原則として四半期に 1 回程度のフォローアップを実施する。これらにより、小規模事業者の
事業推進に対する総合的かつ効果的な支援を行う。 

（事業内容） 
①事業計画策定後のフォローアップ【継続】 
事業計画を策定した小規模事業者について、計画に基づく事業であることの確認を行うため、一定の成果

が確認できるまで、四半期に１回程度を目途に巡回指導等で確認を行う。第 2期においては、策定を行った
全事業者に次の支援につながる情報提供や支援提案も含めたフォローアップを行う。策定した事業計画に対
し、進捗状況を確認し、差異が生じている場合は原因の分析を行い、結果を事業者に伝えるとともに、改善
策検討のための助言・指導を行う。 

②サービス提案に基づく支援事業【継続】 
経営指導員は、必要資金を確保するための「金融支援」（マル経融資や小規模事業者経営発達支援

資金、民間金融機関からの資金調達等にかかる支援）をはじめ、必要な支援を実施する。これらの支援成
果（結果）についても、適宜巡回等で確認を行い、年度末には支援全体の成果を確認する。この他、小規
模事業持続化補助金をはじめ、国や大阪府等が募集する補助金や助成金の情報を「ミラサポ」の支援情報
等で入手し、事業者に対し情報提供を行って申請を促す。これら一連の支援プロセスおよび成果は、専用シ
ステムに記録し、新たな支援メニューの提案等、継続的支援に活用する。 
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第 1 期において、サービス提案事業数は拡大傾向にあるため、第 2 期においては、現状を踏まえた目標を
設定するとともに、経営指導員への研修等を実施して、引き続き支援メニューの利用拡大を図る。 

（※）経営相談事業における支援メニュー 
(1)金融支援（紹介型） (10)販路開拓支援 
(2)金融支援（経営指導型） (11)事業計画作成支援 
(3)支援機関等へのつなぎ (12)創業支援 
(4)返済条件緩和支援 (13)事業継続計画（BCP）作成支援 
(5)資金繰り計画作成支援 (14)コスト削減計画作成支援 
(6)記帳支援 (15)財務分析支援 
(7)労務支援 (16)5S支援 
(8)人材育成計画作成支援 (17)IT化支援 
(9)マーケティング力向上支援 (18)債権保全計画作成支援 

③課題別・業種別支援事業【継続】 
事業の推進において高度・専門的な支援が必要な場合、経営指導員は、専門相談や、国・大阪府の専

門家派遣事業を活用して支援を行うとともに、大阪商工会議所が事業推進や課題解決のために業種別・課
題別に実施している支援事業を活用して、計画事業の実施を支援する。第 1 期において、事業全体では目
標数値をやや下回ったが、一部には、国の専門家派遣事業が予算制約等により 28 年度の利用が減ってし
まったことも一因である。専門的課題や業種に特化した事業の利用ニーズは、支援全体から見れば件数は多
くないが、当該事業者にとっては重要な支援であり、第 2 期においても、目標を設定し直して引き続き注力を
行う。 
1）専門家派遣事業：大阪府のエキスパートバンク事業やアドバイザー派遣事業、国の専門家派遣事業
「ミラサポ」等）を活用して、中小企業診断士や IT コーディネーター等の専門家による指導を行う。 

2）スモール M&A 事業：事業承継支援をさらに強化する観点から、第 2 期においては、小規模事業者で
も利用しやすい「スモール M&A 事業」の活用をさらに強力に推し進め、小規模 M&A に精通した仲介機
関を活用して、企業評価、買い手探し等の支援を行う。 

3）中小製造業者と大阪府内公設試験研究機関・大学の技術交流：大阪産業技術研究所等、公設試
験研究機関や大学との交流事業を実施し、技術やネットワークの活用を支援する。 

4）その他新分野への参入、新商品の開発、海外進出での商談の場の提供、製造業者の展示会、HP で
の PR等、販路開拓の支援事業の提供等を行う。 

（目標） 
経営指導員の資質向上を図り、提案できる支援メニューの幅を広げる。事業計画策定支援を行った小規

模事業者に対する販路開拓支援数を増やす。支援企業の数値目標は以下のとおり。 

支援事業および目標 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

①事業計画策定後のフォローアップ 
延べ件数（※） 

3,420 3,440 3,440 3,460 3,460 

②サービス提案に基づく支援事業 
支援事業者数 

1,100 1,110 1,110 1,120 1,120 
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③課題別・業種別支援事業 
支援事業者数 

745 755 755 765 765 

※当該年度内に実施する事業計画策定支援（15-16 ページ）は通年随時に行われるため、年間のフォローアップ回数にばらつきが出ること、事業
計画策定を支援した事業者がフォローアップ支援を辞退するケース（例えば「小規模事業者持続化補助金」等の申請のための事業計画策定支援を
行ったが不採択となった事業者等）があること等を勘案し、数値目標設定においては年間平均の件数として「事業計画策定支援件数（16 ページ）
×2回」としている。 

5．需要動向調査に関すること【指針③】 
需要を見据えた事業計画の策定や実効性の高い販路開拓のためには、小規模事業者が販売する商品

や提供する役務についての需要動向調査が不可欠である。顧客への対応の柔軟さや意思決定の速さという
小規模事業者の強みを活かせるよう、経営相談や販路開拓支援事業での事前調査を通じ、業種や課題に
対応した需要動向情報の収集・分析、提供を行う。これらの情報を小規模事業者の事業計画策定支援の
基礎情報として活用するとともに、新商品開発、新分野参入、販路開拓等に役立てる。 

＜第 1期における取組と成果＞ 
(1) 第 1期の事業実施の評価 
「経営相談等を通じたマーケティング支援」では、需要動向調査の実施・活用として、相談事業の中で

27・28年度合わせて 78件のマーケティング支援を実施するとともに、専門家を活用した支援も実績をあげる
ことができた。 
「大企業の売り込み商談会における事前の需要調査」では、28 年度、「ザ・ベストバイヤーズ」が 17 件、

「売れ筋商品発掘市」が 75件、「MoTTo OSAKA フォーラム」が 111件、合計 203件と、当初の目標を
上回る需要動向情報の提供が行えた。これらの企業の発注情報をもとに各事業で商談が実施され、成約に
結びついている。 
「販路開拓事業における需要調査」では、「食の都・大阪」推進事業において、支援対象飲食店で来店

客から特定メニューだけを対象とするアンケートを取ることが運営上難しいと判断し、実施を取りやめたため、目
標を達成できなかった。しかし、「大阪スタイリング構築・普及事業」では、ファッションショーにおける消費者アン
ケートや、各社ブランドに対するターゲット層のモニタリング調査の個社フィードバック等を通じて、消費者ニーズ
や生のトレンド情報を提供することができた。 

(2) 外部有識者を活用した評価・見直し結果 
大企業への売り込み商談会における事前の需要調査、販路開拓事業における需要調査の実績で目標

数値を達成したことが評価される一方、目標を下回った事業については理解を得られた。 

(3) その他事業実施における改善点 
事業計画策定支援において、事業者が実行可能な需要動向調査（顧客に対するヒアリングから、競合

商品の売れ行きや売れ筋商品の把握から調査機関の情報活用等まで）の支援については、経営指導員に
対する「日経テレコン POS 情報」の活用研修を実施する等して支援手法の習得に努めたが、相談対応プロ
セスへの取り込みはまだ徹底できていない。このため、第 2期においては、経営指導員に対する研修等で需要
動向を踏まえた事業計画策定ノウハウを習得する。 
また、売込み商談会においては、発注を行う大企業のリニューアルにつとめ、多様な企業間の新商品開発

や販路開拓に貢献する。 
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＜第 1期の実績（上段：目標、下段：実績）＞ 

事業内容と目標数 27年度 28年度 29年度 

事業② 大企業への売り込み商談会における事前の需
要調査（発注企業への調査） 

70 
163 

75 
203 

80 
- 

事業③ 販路開拓事業における需要調査 
（一般参加者への調査） 

1,000 
764 

1,100 
300 

1,200 
- 

調査・分析結果の情報提供事業者数※ 
600 
818 

620 
948 

640 
- 

※「調査・分析結果の情報提供事業者数」は、「経営相談における販路開拓支援」「大阪スタイリング構築・普及事業」「『食の都・大阪』推進事業」
「ザ・ベストバイヤーズ」「売れ筋商品発掘市」「MoTTo OSAKA フォーラム」の支援事業者数。 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
「販路開拓事業における需要調査」では、第 2期においては、「大阪スタイリング構築・普及事業」を対象と

して実施する。同事業は「繊維のまち・大阪」の再活性化をめざし、小規模アパレルやファッションメーカーの新
製品開発や売上拡大を支援する事業である。関連業者への波及効果も大きいため、引き続き注力するが、
事業内容を一新し、企業連携を軸として商品開発や販売促進までを通しで支援するプラットフォーム事業へと
変更する予定である。具体的には、本プラットフォームで開発された試作品を百貨店やイベントで販売し、消
費者から意見や評価を聴取するアンケート調査を実施し、その結果を各個社にフィードバックする。 
「大企業への売り込み商談会における事前の需要調査」では、商談会等の開催に先立ち、発注企業の事

前のニーズ調査を引き続き行う。大企業のバイヤーは、現在の売れ筋商品、消費者の嗜好変化や最新のト
レンドに関する情報、今後どういう商品を望んでいるかといった引き合いに関する「生の声」を提供する。 
「経営相談等を通じたマーケティング支援（小規模事業者が実施可能な需要動向調査の実施支援、需

要動向調査情報の収集・提供・活用支援）」では、事業計画策定支援時に、事業者に自身で実行可能
な需要動向調査を行うよう支援する一方、上記事業等で得られた需要情報の把握を支援する。各種メディ
アが紹介する需要動向情報や業界団体が実施する需要動向調査等の情報収集を行い、開催事業や経営
相談、支部概況報告「月刊 NEWS LETTER」等を通じて小規模事業者にフィードバックする。これらにより、
小規模事業者の需要を見据えた事業計画の策定等が可能となり、実効性の高い販路開拓や新商品開発
が期待できる。なお、相談プロセスへの組み込みは、研修を通じて徹底を図る。専門的課題に対しては、必要
に応じて業界に詳しい専門家を活用して、需要動向調査の実施や、収集した情報の分析を行う。 

（事業内容） 
小規模事業者に対し、販路開拓事業における需要調査や、大企業への売り込み商談会における事前の

需要調査の情報を、経営相談や専門家派遣事業等を活用して提供するとともに、小規模事業者による需
要動向に関する調査の実施支援を行い、販路開拓や商品開発支援に活用する。 

①販路開拓事業における需要調査【★新規】 
本会議所が「大阪スタイリング構築・普及事業」（27 ページ）として実施してきた「OSAKA STYLING 

EXPO FASHION 部門」が、事業内容を改め、選定されたテーマに沿った新たな繊維商品を開発するための
プラットフォームを構築する新事業を展開する。本プラットフォームには、メーカー（アパレル、縫製、資材、テキ
スタイル等）、クリエイター（ファッション、グラフィック、プロダクト、WEB等のデザイナー等）、デコレーション関連
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業者（パッケージ、印刷等）、物流業者、小売業者等、10 社程度の小規模事業者が参加し、例えばス
ポーツアイテムといったテーマを定め、プロスポーツ選手にも参画してもらいながら商品のデザイン、生地、仕様等
を決定し、それぞれが「強み」を活かして、コラボレーションで生産、デコレーション、配送、小売へとつなげていく。
こうして開発された新商品の試作品は、最終的に百貨店等や消費者参加イベントに出展し、そこに来場した
一般消費者 100 名程度に対して、出展商品にかかるコンセプト、デザイン、品質、類似商品との比較、使用
感、価格等に関するアンケート調査を実施、その結果を本プラットフォーム参加の全事業者へ個々にフィード
バックする。これを受け、本プラットフォームにおいて当該開発商品の改良・改善を重ねることで、その「売れ筋
商品」としての魅力を高めるとともに、さらなる派生商品の開発にも繋げていく。なお、初年度は 1 プラットフォー
ム（対象小規模事業者 10社、アンケート対象者 100名）でスタートするが、数年間でプラットフォームの数
や対象小規模事業者数（20～30 社）、アンケート対象者数（150～200 名）もそれぞれ拡大を図って
いく予定。 

②大企業への売り込み商談会における需要調査【継続】 
本会議所が実施する、大企業への売り込みを目指した商談会等を通じ、小規模事業者に対し大企業の

需要情報（ニーズ）を提供する一方、小規模事業者の商品や技術（シーズ）とのマッチングを図る。同時
に、成約の有無にかかわらず、小規模事業者の提供する商品や技術に対し、発注大企業側の評価や、改
良・改善に向けた要望やアドバイスについて、参加小規模事業者に個別にフィードバックすることで、今後の小
規模事業者の新商品開発や販路開拓等を支援する。 

ア）大手流通企業と小規模製造業・卸売業との商談会「ザ・ベストバイヤーズ」（32 ページ） 
インターネット通販、テレビショッピング、大手食品卸売業、大手小売業等から毎回 1社のバイヤーを招いて

実施する小規模商談会。年間 10回程度開催。買い手である大企業側（各回 1社、年間 10社程度）
から、商品に求める情報（仕入方針、分野、品目・ロット、その他取引ルール等）を仕入希望シート等により
調査し把握する。一方、売り手である小規模事業者（各回 20 社程度、延べ 200 社程度）は、これらの
情報を元に、自社ならびに提供する商品についての特徴やセールスポイント（新規性、利便性、デザイン、品
質、使用感、生産体制、納期への対応力、価格の優位性等）について、各々が 1 社の大手バイヤーから、
売れ筋商品、消費者の嗜好の変化、最新のトレンド等の最新の需要情報を踏まえながら、類似商品との比
較、訴求度合、値ごろ感等といった点について、自社商品の改善・改良につながるコメントを得ることができる。 

イ）大手流通企業と小規模製造業・卸売業との商談会「売れ筋商品発掘市」（33 ページ） 
買い手側の大企業がブースを構え、売り手側の小規模事業者がブースを訪問し商談する形式の大規模

「逆商談会」。年間 1 回開催。「ザ・ベストバイヤーズ」同様、買い手である大企業側（全国各地ならびに海
外から 80 社程度）から、商品に求める情報（仕入方針、分野、品目・ロット、その他仕入条件等）を、仕
入希望シート等により調査し把握する。一方、売り手である小規模事業者（400 社程度）は、これらの情
報を元に、自社ならびに提供する商品についての特徴やセールスポイント（新規性、利便性、デザイン、品
質、使用感、生産体制、納期への対応力、価格の優位性等）について、1 社につき平均 5 社程度の大手
バイヤーと商談し、類似商品との比較、訴求度合、値ごろ感等といった点において、自社商品にかかる改善・
改良に結び付くコメントを得て、今後の商品開発の方向性をつかむことができる。 

ウ）大手製造業の技術ニーズと小規模製造業者の技術シーズをマッチングする「MoTTo OSAKA オー
プンイノベーションフォーラム」（33 ページ） 
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年間 2～3 回開催の技術マッチング事業。発注する大企業側（数社程度）が、合計 100 件程度の案
件について、事前に説明会等にて技術ニーズを開示し、それに対するシーズの募集を行う。これに対し、受注
側の小規模事業者（80 社程度）は、材料、部材、要素製品等、自社の持つ得意技術を案件別（1 社
平均 1～2 案件）に発注側に提案し、大企業側から当該提案にかかる自社の技術に対する評価（他の技
術との比較、他の製品への技術の応用の可能性等）についてのコメントが小規模事業者側に伝えられるた
め、小規模事業者側は、次回以降の成約に向けた技術の改善・改良を図ることができる。 

③経営相談等を通じたマーケティング支援（小規模事業者が実施可能な需要動向調査の実施
支援、需要動向情報の収集・提供・活用支援）【継続】 
事業計画の策定等にあたり、事業者が実行可能な需要動向調査（顧客に対するヒアリングやアンケート、

競合商品の売れ行きや売れ筋商品の把握、日経テレコン POS情報の活用、各種メディアで把握できる最新
のトレンド情報の入手、専門機関調査データの購入等）を行うよう支援する。第 2 期においては、研修を通
じて支援能力の向上と需要動向調査の経営相談への活用を強化する。また、エキスパートバンクやミラサポ等
の専門家派遣事業を活用し、需要動向に関する情報提供と、マーケティングを通じた商品開発・販売戦略
等への応用支援を行う。 
また、上記①②の需要動向調査の結果を小規模事業者の販路開拓や商品開発支援に有機的に結び

付けるとともに、日経産業新聞等各業界紙や、帝国データバンク等の企業情報、業界専門誌、各種統計、
業界団体が実施する需要動向調査等を収集するとともに、日経テレコンを継続活用する。これらを通じて商
品・サービスの最新のトレンドや需要動向情報を収集・整理・分析し、経営相談において小規模事業者に提
供して、事業計画の策定等に活用する。第 1 期は、経営指導員への日経テレコン活用研修等の実施を通
じ、支援手法の習得に努めたが、相談事業における活用は徹底されていない。このため、第 2 期においては、
需要動向を踏まえた事業計画策定ノウハウについての研修を行い、経営指導員の支援力向上と意識啓発を
図る。 
さらに、第 1期に引き続き、第 2期においても、支部の経営指導員が、巡回指導等を通じて、域内の小規

模事業者が販売している「隠れた」人気商品・サービスの情報収集を行う。これらの商品等の特徴や売れてい
る理由等を分析した上で支部概況報告「月刊 NEWS LETTER」に取りまとめ、需要動向把握の一助として
経営相談等や HP 掲載を通じて引き続き提供する。また、事例の一部は機関紙「大商ニュース」に掲載し、
小規模事業者に周知を行う。 

（目標） 
 販路開拓事業におけるニーズ調査や、商談会における事前の需要動向調査を継続実施し、得た情報を販
路開拓、新商品開発、新規分野への参入、事業計画策定等に活用する。また、事業計画の策定等におい
て需要動向調査の実施を支援する。数値目標は以下のとおり。 

事業内容と目標数 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業① 販路開拓事業における需要情報
提供先企業数 

10 15 20 25 30 

事業②-1 大企業への売り込み商談会
「ザ・ベストバイヤーズ」における事前の需要
情報提供先企業数 

235 240 240 245 245 
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事業②-2 大企業への売り込み商談会
「売れ筋商品発掘市」における事前の需要
情報提供先企業数 

410 415 415 420 420 

事業②-3 大企業への売り込み商談会
「MoTTo OSAKA オープンイノベーション
フォーラム」における事前の需要情報提供
先企業数 

82 83 83 84 84 

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】 
小規模事業者にとって新たな販路開拓は、売上を増やし、収益力を向上させるための最重要課題であり、

生き残りに必要不可欠なものである。そのため本会議所は、業種・商品・顧客・地域別に実効性の高い様々
な販路開拓支援事業を実施し、小規模事業者の「稼ぐ力」を強化する。また、相談事業を通じて、経営指
導員が改善策を小規模事業者とともに検討し、販路開拓の実現と収益力向上を支援する。 

＜第 1期における取組と成果＞ 
(1) 第 1期の事業実施の評価 
第１期開始時、販路開拓について「特に取り組んでいない」という小規模事業者は全国で約半数にのぼっ

ていた（「2015年版 小規模企業白書」）。このため本会議所では下記のように小規模事業者の課題レベ
ルに応じた販路開拓支援事業を多彩に実施した。 

◆販路開拓の課題レベル別 本会議所支援事業例 
課題のレベル 効果的とされる支援事業 本会議所における支援事業例 

1.ターゲット市場が明確でない 個別相談 
情報提供 

経営相談、販路・取引先開拓マッチング 
等 

2.ターゲット市場は明確だが顧客の選
定ができない 

展示会、商談会 大阪勧業展、OSAKA STYLING EXPO 
LIVING部門 等 

3.顧客は特定できているがアプローチす
る手段が分からない 

個別商談 ザ・ベストバイヤーズ、ザ・ライセンスフェア、
売れ筋商品発掘市 等 

「ターゲット市場が明確でない」小規模事業者には、個別相談や販路・取引先マッチングを通じて販路開
拓にかかる各種情報提供やアドバイスを行い、2 年間で概ね目標とする支援件数を得た。「ターゲット市場は
明確だが顧客の選定ができない」小規模事業者には、「大阪勧業展」「OSAKA STYLING EXPO 
LIVING部門」等、多彩な展示会・商談会を開催し、販路開拓の機会を提供した。また、地域・企業・商品
の知名度を高め、競争力を強化するため、地域ブランドとなりうるものを発掘して、販売促進に結び付ける事
業や、商店街の新規顧客獲得のため、「100 円商店街」（※1）や「街バル」（※2）といった集客イベン
ト、また飲食店の販路拡大を図る「食の都・大阪」関連事業等を実施し、それぞれ成果を収めた。さらに「顧
客は特定できているがアプローチする手段が分からない」小規模事業者には、「ザ・ベストバイヤーズ」「売れ筋
商品発掘市」等の個別商談会への参加を勧奨し、いずれも目標を上回る参加があった。一方、各種支援事
業と相談事業との連携強化が第１期に掲げた課題であったが、販路開拓支援と事業計画の策定をセットで
行えた相談件数は 28年度で 35件にとどまり、引き続き改善すべき課題として残っている。 
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※１ 100円商店街：商店街全体を 100円ショップに見立て、各店が 100円商品を店頭に並べ店内のレジで会計することで新規顧客を集めるイベント。  
※２ 街バル：地域の飲食店が共通で使える前売りチケットを発行し、購入者に参加店舗を食べ歩き飲み歩きしてもらう集客拡大イベント。 

 (2) 外部有識者を活用した評価・見直し結果 
有識者から、目標数値の達成について評価された一方、「展示会商談会出展支援事業者数」「販路開

拓支援事業者数」の目標に対し結果が大幅に乖離している（過大）ことについて指摘があった。これは、「商
店街・賑わいプロジェクト」の「100円商店街」において想定を大きく上回る小規模事業者の参加があったため
であるが、第 2期では実施事業の内容に合わせた適切な数値目標を設定するよう努める。 

 (3) その他事業実施における改善点 
小規模事業者に対する販路開拓支援では、適宜情報提供やアドバイス、展示会・商談会への出展機会

提供や個別商談への参加勧奨を行っているが、こうした販路開拓支援については必ず事前に事業計画策定
支援を実施するようにする。また、各支援事業においては、小規模事業者の成約件数や、新たな需要開拓
状況の把握に努める。 

＜第 1期の実績（上段：目標、下段：実績）＞ 
1．ターゲット市場が明確でない事業者への支援 

支援事業および目標 27年度 28年度 29年度 
①経営相談における販路開拓支援 
 支援事業者数 

185 
192 

195 
189 

205 
- 

②販路・取引先拡大マッチング事業 
 支援事業者数 

210 
187 

220 
165 

230 
- 

2．ターゲット市場は明確だが顧客の選定ができない事業者への支援 
支援事業および目標 27年度 28年度 29年度 

③大阪勧業展 
出展企業・団体数 
 
商談件数 
 

135 
187 

1,080 
1,372 

140 
139 

1,120 
1,083 

145 
- 

1,160 
- 

④大阪スタイリング構築・普及事業 
 支援事業者数 

20 
22 

22 
28 

24 
- 

⑤商店街賑わいプロジェクト 
支援商店街数 
 
事業者数 
 

45 
26 
100 

1,900 

47 
26 
105 

1,787 

50 
- 

110 
- 

⑥OSAKA STYLING EXPO LIVING部門 
支援事業者数 

12 
11 

13 
17 

14 
- 

⑦産業交流フェア 
支援事業者数 
 
商談件数 
 

48 
14 
220 
265 

50 
廃止 
225 
廃止 

55 
- 

230 
- 



26 
 

⑧大阪西部ものづくりブランド創出・加工ネットワーク事
業 販路開拓支援事業者数 

18 
69 

19 
67 

20 
- 

⑨大阪ブランド連携推進事業 
 支援事業者数 

128 
59 

130 
77 

132 
- 

⑩成長企業のためのブランド活用支援事業 
 支援事業者数 

32 
106 

34 
48 

36 
廃止 

⑪「食の都・大阪」推進事業 
 参加事業者数 

120 
143 

125 
116 

130 
- 

⑫大都市型農商工連携による大阪産メニュー開発・ 
普及事業 

26 
34 

28 
30 

30 
廃止 

⑬西成区商店街支援事業 
支援商店街 
 
事業者数 
 

8 
10 
8 
10 

9 
廃止 

9 
廃止 

10 
- 

10 
- 

⑭西部エリア・えーもん市 
 支援事業者数 

45 
79 

48 
72 

50 
- 

3．顧客は特定できているがアプローチする手段が分からない事業者への支援 

支援事業および目標 27年度 28年度 29年度 

⑮ザ・ベストバイヤーズ 
 支援事業者数 

100 
202 

105 
234 

110 
- 

⑯売れ筋商品発掘市 
支援事業者数 
 
商談件数 
 

180 
365 

1,010 
1,007 

185 
407 

1,020 
1,103 

190 
- 

1,030 
- 

⑰MoTTo OSAKA フォーラム 
 支援事業者数 

21 
33 

22 
82 

23 
- 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
事業計画の策定支援を行う小規模事業者に対する、本会議所や公的支援機関が実施する販路開拓

支援事業への参加勧奨を強化するとともに、販路開拓支援事業に関心を示す事業者に対して事業計画策
定支援を実施することで、2 つの支援事業の連携を強化する。事業計画策定にあたっては、前述のように需
要を見据えた事業計画となるよう支援し、販路開拓の実現性を高める。 
また、個別商談事業においては、新たに海外企業を招聘する等、新規バイヤーの参加を実現し、幅広い取

扱商品に関わる小規模事業者の販路開拓につながるよう引き続き改善を図る。 

（事業内容） 
業種や商品、地域エリア等様々な切り口から小規模事業者の販路開拓の機会を提供する。大手企業へ

の売り込み商談会等では、需要に関する情報を提供し、商談の成約率を高めるとともに、第 2期では海外企
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業の招聘等を通じて新鮮なマッチングができるようにする。 
また、相談事業においては、事業計画策定後の支援として、本会議所や公的支援機関の様々な商談

会・展示会や即売イベントへの出展、インターネットを通じた販売、効果的なプロモーション活動を実施するた
めのアドバイスやサポートを行い、販路開拓の実効性を高める。また、地域・企業・商品の知名度を高め、販
路開拓につなげるため、ブランド力強化のための支援事業を実施する。 

1．ターゲット市場が明確でない事業者への支援 
①経営相談における販路開拓支援【継続】 
第 1 期は、経営指導員が製品や商品の販路を開拓するため、展示商談会やイベントへの出展、インター

ネットの活用等、効果的なプロモーション活動を実施するためのアドバイスやサポートを行った。 
第 2 期は、事業計画の策定と連携した支援となるよう取り組みを強化し、第 1 期を上回る件数の支援を

行う。 

②販路・取引先拡大マッチング事業【継続】 
販路開拓や仕入先の取引紹介に関する中小企業からの相談に対し、業界団体や関係機関の紹介だけ

でなく、マーケティング法等をアドバイスしながら、具体的な B to B のビジネスマッチングを促進する。 
第 2期においては、29年度に新設した「営業・マーケティング」専門相談窓口や、専門家派遣事業を活用

して小規模事業者の販路・取引先拡大を支援する。 

2．ターゲット市場は明確だが顧客の選定ができない事業者への支援 
③大阪勧業展【継続】 
大阪府内の全商工会議所・商工会が取り組む多業種型の総合展示商談会。小規模事業者の業況は

依然厳しく、今後の持続的発展のためには新たな事業分野への進出や販路開拓が必須である。そこで、第 1
期は、本事業の実施により、規模事業者が個店レベルでは出会う機会のない他業種の企業との商談や情報
交換をフェイス・トゥ・フェイスで行う機会を提供してきた。第 1 期の出展者数は、27 年度 347 社・団体（う
ち、小規模事業者数は 178社）、28年度は過去最高の 363社・団体（うち、小規模事業者数は 139
社）、来場者は 27年度 8,115人、28年度 8,034人（いずれも２日間延べ）、商談件数は 27年度
2,674 件、28 年度 2,829 件（うち小規模事業者の商談件数は 27 年度 1,372 件、28 年度 1,083
件／いずれも 2日間合計）であった。出展者からは「問合せ・来店・HP閲覧数が増えた」「製品・商品・サー
ビスを改良する意欲が増した」等と、前向きな回答が多数寄せられた。 
第 2 期は、出展する小規模事業者に対し、事前にブース設営法や集客法、接客法等の研修・講習を強

化する等の支援を行う。小規模事業者の成約件数についても、その把握に努める。一方、さらなる来場者増
のため、従来の新聞広告やインターネットを活用した広報に加え、同種の商談会・展示会の開催時のチラシ
配布やポスター掲示、関心の高い事業者層に対するメール配信を行う。さらに、試験的に実施して好評を得
た「即売」ブースの常設化等を通じ、多様な業種の小規模事業者の販路開拓を支援する。 

④大阪スタイリング構築・普及事業【継続】 
大阪の繊維業界は OEM 生産が中心となっている事業者が多く、自社ブランドの育成が重要な課題であ

る。とりわけ小規模事業者は、新作商品を製作してもこれを披露する機会がない上、安価な海外製品に対
抗できるだけのブランド力も乏しい。そこで、繊維業界にスポットを当てた個社支援事業として、第 1 期は、単
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体では開催が難しいファッションショーや展示等の場を、繊維業界やファッション関連団体等と連携して実施し、
事業者の情報発信と消費者ニーズの把握を支援してきた。具体的には、「ファッションショー」「ファッションスタイ
リングトレンドセミナー」を柱に据え、①在阪のクリエイターやアパレルメーカー等から募集した「レディース春夏物
新作商品」を、一般消費者にファッションショーや展示で披露し、これを大阪のクリエイターやアパレルメーカー等
が、本事業を通して消費者の反応を確認し、バイヤーとの商談に活用する、②新作商品の一部代表作品に
おいて消費者を対象にした人気投票を行い、その投票結果をもとに専門家が大阪ファッションにおける最新の
トレンドを分析・解説するセミナーを開催する、の 2事業を実施してきた。「ファッションショー」の来場者数は 27
年度 2,277人（2日間）、28年度 1,140人（1日間）、出展した小規模事業者は 27年度 22社、
28 年度 24 社であった。また 28 年度に行った「ファッションスタイリングトレンドセミナー」に参加した小規模事
業者は年 2回開催で合計 39社であった。 
これまでの実施の結果、人気投票やファッションイベント等を通じ、参加企業名やブランドが消費者や業界

関係者に広く PR され、一部出展商品に引き合いがある等、ビジネスにつながる動きも見られた。また、セミナー
では、人気投票の結果について専門家が整理・分析した内容について、「活きたマーケット情報として次の商
品企画・開発に役立てることができた」等の声があった。 
これに加え、28年度は、伴走型補助金を活用し、小規模出展者 28社を対象に、「消費者モニター調査

事業」を実施した。出展内容に対する一般消費者154人のアンケート結果から出展各社別にデータを収集・
分析し、客観的な評価を行うためのブランドポジショニングを示すことで、小規模事業者にとって、出展した作
品に対するモニターの意見や評価等が商品開発の参考となっただけでなく、既存ブランドの新たな打ち出し方
や新規顧客層をも見つけるヒントが得られる結果となった。参加した小規模事業者からは「自分のブランドを知
らない層からこれだけたくさんの意見をもらえる機会は初めて」「どのような人がどのような反応をするか感じ取るこ
とができた」「データが詳細でリアル感があり、企画やマーケティングに活かせる」等の声が寄せられた。 
第 2 期は、これまでの「年 1 回のファッションショー開催」とそれに付随する事業の実施から、企業連携を軸

に商品開発や販売促進までを支援する新たな方式に転換、繊維ビジネスに関わる小規模事業者等をつなげ
るプラットフォームの構築事業とする。テーマ（商品ジャンル）の選定から、参加する小規模事業者等の募
集、各種資材メーカー・クリエイター・デザイナー・物流業者・小売業者等の B to B のマッチング、デザイン決
定、生産、そして流通・販売までを一つの流れとして実施し、それぞれを有機的に結び付ける。本プラットフォー
ムで完成した商品は、百貨店等や消費者参加イベントに出展し、B to C の販路開拓にも展開していく。将
来的にはオンラインショップの開設も視野に入れる。 

⑤商店街ショッピングツーリズム振興と個店の集客支援事業（旧・商店街・賑わいプロジェクト） 【継続】 
第 1 期、大阪府下の商店街ならびに地域事業者を対象に実施してきた「商店街・賑わいプロジェクト」は、

売上の減少、集客イベントの効果低下に悩む商店街に対し、100 円商店街はじめ、まちゼミ、バル、商店街
ポスター展、商店街間の連携事業、空き店舗活用、一店逸品活動、まちセリ等様々な活性化事業メニュー
を通じて、集客と各個店の売上向上を目指してきた（「100 円商店街」と「商店街フォーラム」への小規模事
業者の参加状況は、100 円商店街が 27 年度 1,647 社、28 年度 1,743 社であった）。しかしながら、
今後予想される府内人口の減少、個店商店主の高齢化等により、中長期的に廃業に追い込まれる商店・
商店街・商業施設の増加が懸念される。 
そこで第 2 期は、増加する訪日外国人客や、都心回帰で大阪市内に流入の著しい子育て世代等をター
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ゲットとし、「ショッピングツーリズム」をキーワードに、商店街近隣のみならず、広域や海外からの集客と新規顧
客開拓を図る振興事業を展開する。具体的には、外国人観光客への接遇力の向上、新しい地域資源・観
光商品・観光ルートの開発、近隣宿泊施設とのネットワーク構築、複数の近隣商店街の連携イベントの実施
に加え、従来から実施の 100円商店街・まちゼミ・バル等の実施、さらには SNS等を積極的に活用した情報
発信とそのノウハウの商店街個店への普及等、様々な活性化事業メニューを通じ、集客と各個店の売上向
上を目指す。 

⑥OSAKA STYLING EXPO LIVING部門【継続】 
才能あるプロダクトデザイナー・クリエイターをはじめ、デザイン性の高いリビング用品を製造・販売する小規模

事業者は、ユニークかつ優れた商品を持ちながら、単独で認知度向上や販路開拓を図ることが難しい。そこ
で、第 1期、大阪に縁のある、新たな取り組みへの意欲が高い事業者を発掘し、百貨店等の展示・販売イベ
ントへ出展する機会を提供する本事業を実施した。具体的には、プロダクトデザイナー・クリエイターや生活雑
貨製造業者・卸売業者・小売業者等による、デザインに優れたプロダクトの展示・販売会を百貨店等で開催
し、出展した小規模事業者は 27 年度 11 社、28 年度 17 社であった。これにより、小規模事業者の期間
中の売上増のみならず、消費者や業界関係者への認知度向上と今後の取引拡大、さらには、来場客のニー
ズ等を直接把握するのに役立ち、その新製品開発にも貢献した。最近の課題は、数年連続での同じ内容で
の開催が続いたことで新規性が薄れている、大阪らしさを素材や製法で打ち出す企業・商品の発掘が難し
い、等であった。 
第 2 期は、こうした課題を克服すべく、大阪のみならず首都圏はじめ都市部で開催されるリビング関係の展

示商談会において新たな出展者を開拓するとともに、大阪府の「『大阪製』ブランド」との連携による認定・採
択企業の応募勧奨とその PR等、事業の魅力アップを図る。また出展する小規模事業者に対しては、販売商
品の開発戦略、表示方法や接客技術等、トータルでハンズオン支援する。 

⑦町工場ネットワークの構築（仮称）【★新規】 
大阪市内には、造船・製鉄・大型加工等の流れを汲む機械・金属加工業が集積している。これらの事業

所群は、取引先からの発注に沿って加工を行う下請事業者である。本会議所では、集積の強みを活かし、各
企業が連携した「横受け」の仕組みを構築することで受注拡大を図る。具体的には、事業者間で所有設備、
加工技術や加工範囲の情報を相互に交換する交流会を開催し、事業者間のネットワーク形成を支援してき
た。第１期は西支部での取り組みが中心であったが、第２期は、北・東・南の各支部が参画して、市内各地
に交流グループを形成するとともに、発注側企業を招いての「逆商談会」を開催する。こうした取り組みを通じ、
大阪市内の機械・金属加工業の集積を「地域ブランド」として全国へ情報発信するための素地を形成してい
く。これにより、高い加工技術を持ちながら受注機会を増やせない下請け事業者の取引拡大に寄与する。 

⑧地域ブランド推進事業【継続、▼一部廃止】 
第 1 期、観光・文化資源に恵まれ老舗企業も多く存在する天満地区の歴史町としての魅力を「地域ブラ

ンド」と捉え、老舗企業の紹介冊子作成や、地元商店街の町歩きツアー、ものづくり体験ツアー等を実施する
ことで、同地区の PR を行うことができた。一定の役目を終えたものと判断し、終了することとした。 
また、東住吉・平野地域の優れた商品・サービスを発掘し、「H2O（エイチ・ツー・オー）ブランド」と認定して

販路拡大を図る。本会議所はこれまで、認定事業者の PR に努め、販路開拓を支援してきた。しかし、ブラン
ドの知名度向上は道半ばであり、区外への今後一層の浸透が求められる。また、優れた商品・サービスの発



30 
 

掘にとどまらず、消費者のニーズに合った商品開発が課題である。 
そこで第 2 期は、引き続き「産業交流フェア」において「H2O ブランド」の PR 支援を継続するとともに、上記

の課題に対応すべく、新たな取り組みとして、ブランド認定事業者間の交流を促進し、ブランド意識の向上や、
企業間連携による新商品開発につなげる。 

⑨「食の都・大阪」推進事業【継続】 
大阪を「食の都」と位置付け、そのブランドイメージ向上を図るための都市プロモーション事業、それを支える

飲食店をはじめとする食関係産業の振興事業を図る事業。推進主体は 36 団体・社で組織する「食の都・
大阪」推進会議（事務局：大阪商工会議所）。 
大阪の食は、依然としてたこ焼き、お好み焼きに象徴される「こなもん」のイメージが強く、和洋中やスィーツも

充実している「食の都」としての認知度が未だに弱い。この影響は、こうした食を提供する小規模飲食店の集
客力の伸び悩みに表れており、その廃業率や離職率の高さにも直結している。本事業は、こうした問題を、大
阪を「食の都」として広く認知させることで改善することを目的に実施するものである。第 1期、「㋑料理コンテス
トおよびファイナリストの集い」（小規模飲食店が、新商品開発と技能向上を図る機会および志を共にする料
理人同士の交流の場）、「㋺レストランウィーク・オクトーバーフェスト・大阪産大集合（大阪府環境農林水
産部との連携）等」（コンテスト応募作品を実際に各店で提供し商品化の可能性を探るとともに、実際の販
売を通じてお店 PR 及び販路拡大の機会を設け、あわせて繁盛店等の経営事例等を紹介する）、「㋩講演
会・勉強会」（大阪産（もん）の特質や仕入方法を紹介する勉強会等）を開催してきた。これにより、小規
模飲食店の高付加価値化・他店差異化と売上増進・新規顧客の取込み等を図るとともに、地産地消・域
内取引の促進に貢献してきた。さらに、飲食店の独立開業を支援すべく、「㋥飲食店開業実例発表会や個
別支援」を実施、廃業リスクの低下を図ってきた。その結果、小規模飲食店では、新規顧客の獲得、既存顧
客の再来店、応募新メニューの定番商品化、お店の PR と売上増、従業員のスキルアップ等、様々な成果が
あった。なお、28 年度の小規模事業者（飲食店）の参加状況は、「料理コンテスト」45 社、「レストラン
ウィーク等」17社、「講演会・勉強会」36社、「飲食店開業事例発表会」18 社、合計 116 社となり、概ね
目標水準並みの結果となった。 
これに加え、28 年度は、伴走型補助金を活用し、小規模割烹店向け事業として、①「大阪割烹マップ」の

制作と、②「小規模割烹店予約／顧客管理システム」の構築の 2 事業を実施した。「大阪割烹マップ」は、
小規模割烹店 48 店舗を紹介した地図付パンフレットで、地下鉄主要駅、関西国際空港、大阪市サービス
カウンター、関西ツーリストインフォメーションセンター、大阪観光局、主要ホテルのコンシェルジュ等に設置、国
内外からの観光客に広く配布した。これにより、大阪に数多くの優良な小規模割烹店が存在し、「食の都・大
阪」を形成していることを国内外にアピールできたとともに、個店レベルでの集客力向上にもつながった。また「小
規模割烹店予約／顧客管理システム」の構築は、小規模割烹店 6 店舗が導入。店舗側の内部管理（予
約状況管理、顧客情報の一元化と共有等）に役立つだけでなく、国内外からの観光客からのネット予約（8
カ国語対応）ができる等、顧客側のメリットも大きく、小規模割烹店の効率経営と集客力向上に貢献してい
る。 
第 2 期は、「料理コンテスト」「レストランウィーク」への小規模事業者の参加をさらに促すため、パンフレット・

HP・SNS 等を活用し、個店情報やメニュー、入賞者のコメントや大阪産食材の情報等を掲載し、その拡散を
図る。 
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⑩西部エリア・えーもん市【継続】 
西支部管内で、顧客拡大や新商品拡販等を希望する小規模個店の販路開拓支援を通じ、商店街の活

性化や空き店舗解消にもつなげていこうとする事業。第 1 期は、商店街イベントの開催支援、空き店舗への
出店支援、景品抽選会の開催、等を実施した。また、情報誌「Amon（えーもん）」を年 3 回発行、商店
街の販促イベント情報の提供、積極経営でがんばる小規模個店の紹介、商店街周辺店舗やメーカー情報
の開示、商店街で使えるクーポン券の提供等行い、商店街を核とした一帯のショッピングゾーンの販促を支援
してきた。その結果、商店街の賑わい創出や、商店街同士または商店街と地元高校とのコラボレーションによ
る新たな地域魅力の創出にも成功した。さらに、小規模個店に対し、イベントへの積極参加が顧客拡大・売
上増につながるうえ、商店街の他の個店や商店街周辺の店舗との交流と人脈拡大につながるという意識を
持ってもらえたことが大きな成果であった。なお、情報誌「Amon（えーもん）」に掲載された小規模事業者数
は、全 3号の合計で 27年度 79社、28年度 72社であった。 
第 2期は、こうした成功事例をさらに積み上げるとともに、取り組みに消極的な商店街や個店に対して積極

的な参加を呼びかけ、地域全体の活性化を図るべく、支援を続けていく。 

＜第 2期から外れた事業（中止・廃止等）＞ 
○大阪西部エリアものづくりブランド創出事業・加工ネットワーク強化事業【※「町工場ネットワー
クの構築（仮称）」として実施】 
大阪市内西部エリアに集積する造船・製鉄・大型加工の流れを汲む機械・金属加工業の取引拡大を目

途に、域内・域外の「相手先の加工技術を熟知した、顔の見える取引先」ネットワーク（近隣に位置する下
請け加工事業者間で加工技術・加工範囲の情報を交換する場）を提供するとともに、域外へも西部エリア
の加工技術を発信した。参加した小規模事業者数は 27年度 69社、28年度 67社であった。 
これまでの取り組みにより、西支部エリア内のネットワークが概ね構築できたことを踏まえ、今後は、新たに「町

工場ネットワークの構築」（新規事業）として、活動範囲を北、東、南の各支部エリアにも広げる。 

○西成区商店街支援事業【※「西部エリア・えーもん市」に統合】 
西成区の商店街は、その地域特性から「飛田地区」、「鶴見橋地区」、「天下茶屋地区」、「玉出地区」と

大きく４ブロックに分かれ、それぞれの地域で販促活動やイベントを実施してきた。しかし、これら商店街では
ターゲットとしている顧客の高齢化が進み、顧客の減少や売り上げ低迷を招く一方、商店主・商店街役員の
高齢化、次世代を担う人材難による組織力低下、後継者難、空き店舗の増加等が要因で、商店街内の協
働体制は著しく低下していた。 
こうした状況に鑑み、販促活動やイベントに新たに地域資源や地域行事等を取り入れ、日々の経済活動

に直結する効果的な販売促進につながるようブラッシュアップを図るとともに、新たなターゲットとして、観光客
（外国人観光客）を取り込む体制の整備、西成特区構想の中長期的対策にある観光振興へ向けた体制
の構築等を行ってきた。また、商店街組織を超えた個店経営者のネットワーク作り、区を超えた新たな人材交
流等を提案し、西成区商店街の次世代を担う人材の発掘に注力してきた。事業の成果は一朝一夕で出る
ものではないが、商店街ならびに小規模個店の活性化のきっかけづくりには貢献できており、継続した支援が
必要と思われる。 
本事業は、今後は下記の「西部エリアえ～もん市」の一事業として引き続き実施する。今後も集客効果が
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持続するイベントを地元商店街が実施していけるよう、勉強会等による事業のブラッシュアップ等を支援する。 

○産業交流フェア【※事務局を他団体に移管】 
東住吉・平野地域のモノづくり企業等による展示商談会。第 1期は、B to B だけでなく、広く地域の一般

住民・学生等に地元企業をアピールすることも目的とし、ビジネスパーソン向け講演会に加えて、製作体験、
展示等様々なイベントを併催した。参加した小規模事業者数は、27年度、28年度ともに 14社であった。 

28 年度より、本事業を主催する「産業交流フェア実行委員会事務局」を地元企業・団体に移管。しかし
ながら、地域における総合的な企業 PR の場としての本事業の存在意義は失われておらず、地元企業・団体
主体の販路開拓イベントとして、引き続き共催団体の一つとして側面支援を続ける。 

○大阪ブランド連携推進事業【▼廃止】 
第 1 期、「大阪産（もん）」（大阪府が認定する、大阪の特産と認められる加工食品等）を百貨店等

集客力のある場所で販売する「展示即売会」の開催や、ブランドを構築するセミナーの開催等を通じ、商品・
企業の知名度やブランド力を向上し、販路拡大、売上増、利益確保を支援することができた。 
第 2 期は、「大阪産（もん）」の認知度も進み、販売も順調なことから、一定の役目を終えたものと判断

し、終了することとした。 

○成長企業のためのブランド活用支援事業【▼廃止】 
企業や製品・サービスのイメージを作り出す、目に見えない競争力の一つである「ブランド」構築の重要性を

小規模事業者に認識させるとともに、その具体的なアクションを起こさせるきっかけづくりとして実施した事業。第
1 期、ブランド構築によって経営革新に成功した企業担当者等がブランド構築の必要性をアピールする「ブラン
ド・フォーラム」、ブランドにかかわるテーマで具体的な進め方を学ぶ「実務講座」を開催し、小規模事業者の意
識啓発に取り組んできた。参加した小規模事業者数は、27年度 106社、28年度 48社であった。 
本事業は、小規模事業者のブランド構築への関心を高めるという成果を残した。一定の役目を終えたもの

と判断し、終了することとした。 

○大都市型農商工連携による飲食店の新しい大阪産メニューの開発・普及支援事業【▼廃止】 
農商工連携によって、大阪の飲食店が新しい大阪独自のメニューを開発し、普及・売上増進を図る取り組

みを支援する事業。第 1 期、同メニューを大阪の特産化・名物化し、ひいては大阪の都市ブランド力の向上
等につなげることを目的とした。これまでに、①大阪ワイン、②大阪産シラス（大阪湾・淀川産汽水性魚種）
を活用したメニューの普及・浸透事業を企画・実行した。参加した小規模事業者数は、27 年度 34 社、28
年度 30社であった。 
本事業は、小規模飲食店の話題づくりや、他店と差別化した新メニューの開発に寄与した事業であった。

一定の役目を終えたものと判断し、終了することとした。 

3．顧客は特定できているがアプローチする手段が分からない事業者への支援 
⑪ザ・ベストバイヤーズ【継続】 
大手流通業やライセンス保有企業等との取引を希望する小規模事業者等を対象に、大手小売業、食品

卸売業や、有名ブランドのライセンス保有企業から毎回 1 社のバイヤーや担当者を招き、取引条件等に関す
るセミナーと商談会を行うイベント。取引ルール等に関するセミナーと時間予約制商談会「ザ・ベストバイヤー
ズ」と、ライセンスビジネスに関するセミナーと時間予約制の商談会「ザ・ライセンスフェア」を年間合わせて 10 回
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程度開催する。 
第 1期は、大手流通業やものづくり企業等への販路開拓を目指す小規模事業者に、そのニーズや取引方

法等のきっかけを与え、タイムリーで密度の濃い商談の場を提供することで、小規模事業者の販路開拓を支
援してきた。開催回数（両事業の合計）は、27年度 20回、28年度 17回、参加した小規模事業者数
は、27 年度 202 社、28 年度は 234 社であった。28 年度開催時のアンケートでは、「今後の販路開拓に
役立った」と回答した参加企業は 91％に上った。 
第 2 期は、29 年度から実施している海外バイヤーをはじめ、全国から魅力ある新規バイヤー参加を実現

し、新たな取扱商品を対象とし、幅広い小規模事業者の販路開拓につなげる。また、最近成長が著しいネッ
ト通販、越境 EC の取り組みノウハウや業界動向を解説する講演会を新たに開催する等、小規模事業者の
販路拡大に有益な情報提供に努める。 

⑫売れ筋商品発掘市【継続】 
大手流通業との取引を望む小規模事業者等を支援する商談会。特徴は、①売り手がブースを構える通

常の商談会とは逆で、買い手となる大手流通業のバイヤーがブースを構え、売り手となる小規模事業者等が
商品等を持参し直接売り込みを行う、②商談の場でバイヤーから、商品トレンドや販売手法について情報を
入手することを通じ、小規模事業者等の新商品開発に資する、③大手流通業への販路を開拓したい小規
模事業者等を支援するため、バイヤー等を講師にしたセミナーを開催、大手流通業等への販路拡大に必要
な知識や消費トレンドについての情報を提供する、の 3点。第 1期、買い手企業（大手流通業）の参加は
27年度 72社、28年度 75社、売り手企業（小規模事業者を含む中小製造業・卸売業）の参加は 27
年度 802社、28年度 842社（うち小規模事業者は 27年度 356社、28年度 407社）の参加があ
り、商談件数は 27年度 6,100件、28年度は過去最高の 6,684件（うち小規模事業者の商談件数は
27年度 1,007件、28年度 1,103件）であった。売り手企業を対象にしたアンケートでは、約 85％が「満
足」「やや満足」と回答する等、高い評価を得た。またセミナーは、元大手流通業のバイヤーから、大手流通業
との商談を制約に導くための必勝戦略について解説があり、参加者からは「積極的に販路開拓に活用したい」
「今後の商談に活かしたい」等の回答があった。 
第 2 期も、多様な業種の小規模事業者の販路開拓支援事業として継続して実施する。今後は、さらに

事業効果を高めるため、より売り手企業の認知度の高い企業、特に海外企業からバイヤーを招聘し、引き続
き全国規模の事業として実施する。小規模事業者の成約件数についても、その把握に努める。一方、相談
事業において、事業計画策定支援と密接にリンクさせ、実効性の高い販路開拓支援となるよう努める。 

⑬MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラム（旧・MoTTo OSAKA フォーラム）【継続】 
優れた技術を有しながら、販路開拓ができない小規模製造業者等の新機器開発等を促進するための交

流事業。大阪府の「ものづくり支援拠点（MOBIO）連携推進事業」として、事業運営を関西広域連合、
大阪府商工労働部ものづくり支援課・新エネルギー産業課とも連携して年間数回実施している。大手企業
（1回 1社）が技術ニーズ、技術課題等に関する情報をオープンな説明会において明らかにし、そのニーズや
課題に応える小規模事業者の技術提案と結びつけ、技術と製品開発、事業化のマッチングを行う。第 1期、
大企業から小規模事業者に公開して技術提案等を募集したニーズは、27年度 71件、28年度 111件、
フォーラムに参加した小規模事業者数は 27 年度 33 社、28 年度 82 社、うちマッチングに結び付いたのは
27年度 17社、28年度 6社であった。大企業からのニーズ数は増加し、小規模事業者の参加者数も増加
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し関心も高まっている一方、成約率が下がっている。これは、大企業のニーズと小規模事業者のシーズのミス
マッチもあるが、小規模事業者が、優れた技術を持ちながらその提案力が弱いことで、それを大企業にうまく伝
えることができないでいることも要因の一つと考えられる。 
そこで第 2期は、より多くの小規模事業者の持つ技術力や製品開発力を大企業にうまく伝えることのできる

提案力をつけさせ、これを大企業のニーズに結び付けるチャンスを広げることができるよう、新たに大阪産業振
興機構等のコーディネーターによる支援を実施する他、小規模事業者向けの大企業への「提案力向上セミ
ナー」を開催し、小規模事業者の成約数の増加を目指す。 

（目標） 
1．ターゲット市場が明確でない事業者への支援 

支援事業および目標 30年度 31年度 32年度 33年度 32年度 

①経営相談における販路開拓支援 
支援事業者数 

190 195 195 200 200 

②販路・取引先拡大マッチング事業 
支援事業者数 
成約件数 

165 
8 

170 
9 

170 
9 

175 
10 

175 
10 

2．ターゲット市場は明確だが顧客の選定ができない事業者への支援 

支援事業および目標 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

③大阪勧業展 
出展企業・団体数 
商談件数 
成約件数 

140 
1,100 
200 

145 
1,150 
210 

145 
1,150 
210 

150 
1,200 
220 

150 
1,200 
220 

④大阪スタイリング構築・普及事業 
支援事業者数 
新たな需要を開拓した事業者数 

10 
10 

11 
11 

11 
11 

12 
12 

12 
12 

⑤商店街ショッピングツーリズム振興と個店
の集客支援事業 
支援商店街数 
延べ事業者数 
新たな需要を開拓した延べ事業者数 

26 
1,790 
1,790 

27 
1,800 
1,800 

27 
1,800 
1,800 

28 
1,810 
1,810 

28 
1,810 
1,810 

⑥OSAKA STYLING EXPO LIVING部門 
支援事業者数 
新たな需要を開拓した事業者数 

13 
13 

14 
14 

14 
14 

15 
15 

15 
15 

⑦町工場加工ネットワークの構築 
支援事業者数 
新たな需要を開拓した事業者数 

90 
72 

91 
73 

91 
73 

92 
74 

92 
74 

⑧地域ブランド推進事業 
支援事業者数 

46 47 47 48 48 



35 
 

⑨「食の都・大阪」推進事業 
参加事業者数 
新たな需要を開拓した事業者数 

40 
28 

41 
29 

41 
29 

42 
30 

42 
30 

⑩西部エリア・えーもん市 
支援事業者数 
新たな需要を開拓した事業者数 

72 
58 

73 
59 

73 
59 

74 
60 

74 
60 

3．顧客は特定できているがアプローチする手段が分からない事業者への支援 

支援事業および目標 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

⑪ザ・ベストバイヤーズ 
支援事業者数 
成約件数 

235 
10 

240 
11 

240 
11 

245 
12 

245 
12 

⑫売れ筋商品発掘市 
支援事業者数 
商談件数 
成約件数 

410 
1,110 

20 

415 
1,120 

25 

415 
1,120 

25 

420 
1,130 

30 

420 
1,130 

30 
⑬MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラム  
支援事業者数 
成約件数 

82 
10 

83 
11 

83 
11 

84 
12 

84 
12 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
本会議所は、大阪市内各地が保有する歴史や文化財等の地域資源や商店街等の商業集積を活用し、

多彩なイベント、PR事業等を通じて地域経済の活性化に取り組んでいる。各事業は支部や担当部が主体と
なって、地域の団体等と連携をはかり実施効果を高めている。 
本経営発達支援計画では、「『食の都・大阪』推進事業」、「観光インバウンド促進事業」の 2 事業を、第

1期に引き続き、地域の関係各団体との連携・協力体制の下、地域活性化事業として実施する。 
「『食の都・大阪』推進事業」は、国内外において食に対する関心が高まる中、大阪の食に関わる本会議

所と行政、企業、団体等 36団体・社が「『食の都・大阪』推進会議」（53ページ（別表 4））を組織、全
国でも食の街として名高い大阪を「食の都」としてアピールする方向性を共有し、一丸となって「食の都・大阪」
のブランド力強化を図る。 
「観光インバウンド促進事業」は、本会議所が中心となり、近年全国で最も外国人観光客の増加が著しい

大阪の現状や、関連団体との今後の取り組み方針、方向性を域内各商店街、区役所、大型商業施設等
の多様な機関と共有しつつ、さらに国内外から観光客を集め、その波及効果を地域全体にもたらすための観
光インバウンド促進事業を地域活性化事業として実施する。「インバウンドによる買い物消費支援事業」にお
いては本会議所西支部、「留学生活用による商店街・地域活性化事業（仮称）」については同じく中央支
部、「あべの天王寺サマーキャンパス」については同じく南支部のそれぞれの運営委員会が主体となって、地元
商店街、区役所、大型商業施設、飲食店、学校、NPO を含む各種団体等と地域活性化の意識を共有
し、観光インバウンドの促進という目的に向かって一致団結して取り組む。さらに、「『大阪・光の饗宴』事業」に
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ついては、本会議所ならびに大阪府、大阪市、関西経済連合会、関西経済同友会、大阪観光局等で構
成する「大阪・光の饗宴実行委員会」を組織し、リヨン市の「リュミエール祭」に並ぶ世界的な光の祭典を大阪
で実現することを目指す。また、本事業の一環として実施する「OSAKA 光バル」（イルミネーション会場周辺
の飲食店が参加するグルメイベント）は、本会議所が「大阪・光の饗宴実行委員会」の下に設立された「一
般社団法人大阪・光の饗宴」とともに、地元商店街、大型ビル、各種地域組織や業界団体等と一体となって
取り組む事業である。大阪の食を PR するとともに、「光の饗宴」の魅力を高め、さらなる観光客誘致を図ると
いう共通目標の下に実施する。 

＜第 1期における取組と成果＞ 
(1) 第 1期の事業実施の評価 
「食の都・大阪」推進事業では、食に関わる様々な企業や団体等と連携を図り、「大阪名物」となりうる新

たな料理の開発支援を通じ、大阪の食のブランド力強化に取り組んできた。また、観光インバウンド促進事業
においては、域内の商店街や商業施設等との連携の下、外国人観光客に関するアンケート調査や、外国人
観光客の受入れに関するセミナー・相談会の開催、多言語の接客ツールや二ヶ国語マップの作成等を進めて
きた。これにより、外国人観光客の買い物動向の把握ができた他、外国人観光客の接遇力アップによる集客
力の向上に役立てることができた。数値目標も概ね達成できた。 

(2) 外部有識者を活用した評価・見直し結果 
「食の都・大阪」推進事業においては、各種事業の実施により大阪らしい新メニューの開発と PR が進み、

「大阪の食のブランド力強化」が着実に図られていること、観光インバウンド促進事業においては、小規模個店
レベルでの外国人受け入れに対する意識が高まり、「外国人観光客の受入態勢の整備」が徐々に進められる
等、それぞれ成果が上がっていることについて認められるとともに、目標数値を概ね達成したことが評価された。 

(3) その他事業実施における改善点 
「食の都・大阪」の上質な食のブランドイメージの定着を図るべく、引き続き、「大阪割烹」の PR等に注力す

るとともに、飲食店を中心とする食関係企業・店舗の新商品開発や販路拡大、PR・売上増加等、経営改善
等の支援に取り組む。 
一方、外国人観光客は依然として一部の商業地に偏っており、未だ客足の及んでいない地域も数多く存

在することから、こうした地域への外国人観光客の誘導や買い物消費の促進を図る。 

＜第 1期の実績（上段：目標、下段：実績）＞ 

支援事業および目標 27年度 28年度 29年度 

1．「食の都・大阪」推進事業 
レストランウィークイベント参加者数 

4,500 
36,946※ 

4,600 
2,835 

4,700 
- 

2-①インバウンドによる買い物消費拡大事業 
支援事業者数 

550 
356 

560 
448 

570 
- 

2-②あべの天王寺サマーキャンパス 
参加事業者数 
 
イベント参加者数 
 

40 
70 

4,000 
9,649 

42 
70 

4,100 
8,528 

44 
- 

4,200 
- 
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2-③飲食店の魅力発信『OSAKA光バル』 
参加事業者数 

100 
19 

110 
41 

120 
- 

※27 年度の「食の都・大阪」レストランウィークは、2 回開催されたこと、大阪府の「ふるさと割」（料金が 3～4 割引）が適用されたことで大幅に来店
数が増えたことにより、大きな値となっている。 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
第 2 期は、「食の都・大阪」推進事業においては、さらなるブランド力強化のため、「料理コンテスト」や「レス

トランウィーク」等各種事業の活用により、引き続き「大阪の名物料理」の開発・育成に取り組む。一方、観光
インバウンド促進事業においては、外国人観光客の受入体制の整備、地元商店街や行政、各種商業施
設、宿泊施設等との連携により、様々な集客イベントの企画・立案と効果的な実施を図る。 

（実施事業） 
1．「食の都・大阪」推進事業【継続】 
大阪は「天下の台所」と言われた江戸時代以降、「食の都」としての高い知名度がある。また、有名飲食店

や昆布等の加工食品、食材や道具の市場等すそ野の広い多様な食資源を有しており、他の都市にはない
優位性を持っている。そこで、いわゆる「粉もん」料理だけではない、多様な食文化を有する「食の都」としての
大阪のブランド強化を図り、内外に向けて発信していくことで、大阪の和・洋・中・菓子のあらゆるジャンルの飲
食店や食関連産業の振興を図ることが、大阪の地域経済活性化にとって不可欠である。こうした認識の下、
本会議所が中心となり、大阪の食に関わる行政（近畿農政局、近畿経済産業局といった政府の出先機関
と大阪府、大阪市）、団体（大阪観光局、関西・大阪 21 世紀協会、全日本司厨士協会、JA 他）等
36 団体・社が集まり、「『食の都・大阪』推進会議」を組織し、地域経済活性化の方向性を共有しつつ、オー
ル大阪で幅広い事業に取り組んできた。その結果、「料理コンテスト」へは毎年 200 件を超える応募があり、
「レストランウィーク」等への参加者数は 27 年度、28 年度の 2 年間で約 40,000 人に上るなど、本事業が
「大阪を代表する食のイベント」に成長する中、食関連の行政・団体・企業の相互連携も深まっている。 
大阪の「食の都」としての認知度を大阪府外においてさらに向上させるため、第 2 期も引き続き、「食の都・

大阪グランプリ」（料理コンテスト）を通じ、大阪産（もん）食材の活用による新たな料理の開発を支援する
とともに、「レストランウィーク」等のイベントにおいてそれらを広くアピールすることで、新たな大阪の名物料理に育
て上げていく活動を展開する。また、大阪の食ブランド構築のためには優れた料理人の育成が不可欠であるこ
とから、特に若手料理人の独立開業を支援する。このように、地域が一体となって「食の都」としてのブランド確
立を図る取り組みを続け、大阪の飲食店・食関連産業の振興と活性化に結び付ける。 

ア）新たな食を創出する事業【継続】 
プロ料理人やパティシエを対象に、大阪の地理・歴史・文化を踏まえた、今後大阪の名物となりうる「大阪

らしい」料理・スイーツのアイデアを募集して競い合う「食の都・大阪グランプリ」を開催する。毎年 200 を超え
る応募があり、一府県内の飲食店が対象となるコンテストとしては国内最大のものである。 

イ）「食の都・大阪」ブランド発信事業【継続】 
上記グランプリ入賞作品を各飲食店が提供する「食の都・大阪レストランウィーク」を約１カ月にわたって

開催し、大阪の食の水準の高さ、奥行きの深さ、多様性を内外にアピールする。 
また、「食の都・大阪 情報サイト」で推進会議の事業や各構成団体等が独自に実施するイベント等の

情報を紹介し、「食の都」としての大阪を広く府外に発信する。 
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ウ）食ブランドの確立のための人材育成【継続】 
食ブランドを確立していくためには、優れた料理人の存在が不可欠である。時間をかけてでも優れた料理

人が自然と育つ仕組みづくりが求められる。大阪は調理専門学校等を中心に、全国で活躍する若手料理
人を多く輩出している料理人輩出エリアである。この強みを活かし、大阪で働き開業する料理人を増やし、
料理人同士が互いに切磋琢磨し、優れた料理人に成長していくような環境づくりを行う。具体的には、若手
料理人の独立を支援する「飲食店独立開業支援発表会」を開催する。 

2．観光インバウンド促進事業【継続】 
平成 28 年に大阪府を訪れた外国人観光客数は約 941 万人で、前年と比較して約３割増、前々年と

の比較では 2.5 倍もの増加となった。これら外国人観光客の多くがキタ地区、ミナミ地区といった市内中心部
に位置する商業集積地を訪れ、旺盛な購買活動を続けているが、周辺地区への波及効果はまだ小さい。 
このため、観光客の新たな流れを大阪市内に生み出し、周辺地区も含めた地域全体の活性化に結び付

けるため、地元商店街組織や商業施設、経済団体等と観光インバウンド促進事業に取り組む。 
第 2 期では、モノ消費からコト消費へとシフトしつつある外国人観光客の動向や、市内各地における「民

泊」の増加状況も踏まえながら、地域の商店街における外国人観光客の受入れ体制の整備、外国人留学
生を活用した情報発信を支援するとともに、地元商店街や区役所、百貨店、大型施設、飲食店、大阪市
交通局、ホテル等の協力を得た集客イベント等を実施する。本会議所が大阪府、大阪市、関西経済連合
会、関西経済同友会等と開催する「OSAKA 光の饗宴」、イルミネーション会場周辺の飲食店が参加する
「OSAKA 光バル」等の観光インバウンド促進事業を実施し、各事業で地域経済活性化の方向性を共有し
つつ大阪にさらなる賑わいをつくる。 

①インバウンドによる買い物消費支援事業【継続】 
各商店街・商業施設、個々の店舗における買い物消費の拡大を目的に、地域の商業組織と連携し、外

国人観光客の大阪への受入れを促進して同観光客が買い物しやすい環境の整備と集客を支援する。 
第 1 期は、商業地区に対し、外国人観光客に関するアンケートを実施し、各店舗において特に増加が著

しい国・地域の外国人観光客に対する対応等の現状を把握し、その結果をフィードバックした。また、外国人
観光客の消費を促すための先進的な取り組み・事例を紹介するセミナーを開催するとともに、「中国人観光客
おもてなし会話帖」や「ムスリム観光客接遇基礎知識」、地域別２か国語マップ等の支援ツールを作成し、各
商業施設、店舗における「外国人が買い物しやすい」体制づくりを支援した。 
第 2 期は、いわゆる「民泊」の増加により、従来には見られなかった地域密着型商店街のエリアにまで外国

人観光客が進出していることから、宿泊地周辺での消費拡大を図る仕組みづくりにも力を入れる。 

ア）「駅前ぶらりある区」事業【★新規】 
家族旅行客やバックパッカーを中心とする外国人観光客を対象に、主要駅を中心に徒歩１時間圏内の

商店街や個店を史跡や文化施設とともに紹介した動画（英語・日本語）を制作するとともに、そのサイトへ
誘導する QR コードを掲載したフライヤーを作成し、宿泊施設や商店街等で配布する。 

イ）各種サポート事業【★新規】 
インバウンド観光客受け入れセミナーの開催や、日本の歴史や文化に基づく魅力的なサービスを提供して

いる事業者（各種体験教室、観光ツアー、寄席、ライブ施設等）の英語紹介冊子を作成し、ホテルコン
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シェルジュを介して配布を行う。 

②留学生活用による商店街・地域活性化事業（仮称）【★新規】 
外国人留学生を活用し、「街歩きツアー」や「商店街モニタリングツアー」を実施して、外国人留学生の視線

からインバウンドニーズに対応できる商店街・街づくりを提言してもらうとともに、「船場まつり」といった商店街イベ
ントにも参加してもらい、商店街の外国人向け集客力を高める。 

③あべの天王寺サマーキャンパス【継続】 
阿倍野・天王寺エリアは、キタ、ミナミ地区に次ぐ商業集積地でありながら、外国人をはじめ観光客の訪問

が相対的に少ない。その要因の一つとして夜の飲食店街としてのイメージが強すぎることが挙げられる。 
このため、百貨店をはじめとする商業施設が提供する利便性と、歴史・文化遺産や動・植物園、美術館等

豊かな観光資源を併せ持つ地域であるという同地域の魅力をもっと発信し、新しい地域イメージを強く打ち出
して新たな客の流れを同地域に呼び込むことが、地元商店街、商業施設等にとっての課題である。 
本会議所は、阿倍野区商店会連盟ならびに天王寺区商店会連盟、あべのまちづくり構想研究会との共

催により、第１期に引き続き、「あべの天王寺サマーキャンパス」事業を実施する。地元商店街、百貨店、大
型商業施設、店舗、学校、寺院、NPO 等と連携し、阿倍野・天王寺のターミナル地域一帯で、小学生を持
つ親子連れを対象に「学び・体験の場（体験プログラム）」を提供するとともに、周辺の小規模小売業者も協
力店として参画し、売上拡大を図る。 
第１期は、毎年 8月の 2日間開催し、28年度は参加企業 265社、体験プログラム 70件であり、親子

連れも含め、8,528 人の参加があった。第 2 期は、引き続きステージプログラム数や体験プログラム数、参加
店舗等の拡大を図りながら、地域全体の取り組みとして定着させ、来場者数を増やすことで地域活性化に結
び付ける。 

④「大阪・光の饗宴」事業と「OSAKA光バル」【継続】 
リヨン市の「リュミエール祭」に並ぶ世界的な光の祭典を大阪で実現し、国内外からの観光客誘致の中核事

業にしようと、本会議所は、大阪府・大阪市・関西経済連合会・関西経済同友会・大阪観光局等と「大阪・
光の饗宴実行委員会」を組織し、「OSAKA光の饗宴」を 2013年から実施している。「光の饗宴」は 11月
から 1 月にかけて、メインストリートである御堂筋をはじめ市内各地をイルミネーションで彩り、国内外から 800
万人以上が来場する一大イベントとなっている。 
本会議所は、この事業の推進に加え、同時期に大阪ならではの魅力をアピールし、さらなる観光客誘致を

図るため、「一般社団法人大阪・光の饗宴」とともに、イルミネーション会場周辺の飲食店が参加するグルメイ
ベント「OSAKA光バル」を開催している。これは、本会議所が地元商店街や大型ビル、中之島ウエスト・エリア
プロモーション連絡会、M プロジェクト実行委員会、一般社団法人日本バーテンダー協会大阪府本部等地元
組織等と連携して事業を進め、飲食店が多数参加して実施する地域活性化事業の一つである。 
第 1 期は、参加店舗に対し、「OSAKA 光の饗宴ミールクーポン」（有料）を持参する来訪客に対する割

引や各種サービス、さらに特別メニューの提供等を依頼し、来訪者に提供するサービスの付加価値を高めた。
また、スマートフォンアプリを使ったクーポン取得を可能にする等、集客に工夫を行った。28 年度の出店小規模
事業者数は 41 社で、目標の 110 社を下回ったが、これは、「参加店舗の参画メリットが乏しい」「観光客が
楽しむには店舗数が多すぎる」等の反省から、参加店舗数を絞り込んだ上でより詳細な店舗の魅力発信を行
おうと方針転換した結果である。第 2 期は、これらに加え、外国人観光客向けの英語版クーポンの販売を実
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施して集客増を図る一方、ミールクーポンのさらなる拡販に向け、観光事業者向け専用商品の開発、
「KANSAI ONE PASS」（訪日外国人専用の交通カード）と連携した英語版商品の割引販売等を行う。 

（目標） 
支援事業および目標 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1．「食の都・大阪」推進事業 
レストランウィークイベント参加者数 

2,850 2,900 2,900 2,950 2,950 

2-①インバウンドによる買い物消費支援事業 
支援事業者数 

450 455 455 460 460 

2-②留学生活用による商店街・ 
地域活性化事業 参加商店街数 

3 3 3 4 4  

2-③あべの天王寺サマーキャンパス  
参加事業者（プログラム提供者）数 
イベント参加者数 

85 
8,550 

90 
8,600 

90 
8,600 

95 
8,650 

95 
8,650 

2-④飲食店の魅力発信『OSAKA光バル』 
支援事業者数 

41 42 42 43 43 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み  
1．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

＜第 1期における取組と成果＞ 
(1) 第 1期の事業実施の評価 
本会議所は、大阪市域における小規模事業者支援の中核機関として、これまでも公的な支援機関や地

元金融機関等と密接な連携を図ってきた。第 1 期開始時において、各支援機関の支援事業が十分に把握
しきれていないという課題があったが、例えばものづくり支援においては大阪産業技術研究所、創業支援にお
いては大阪産業創造館、海外との取引・展開支援では JETRO や大阪産業振興機構等と、各分野での事
業連携を推進する中で、双方の支援範囲・支援内容についての理解も進み、本会議所各部署における担
当者間のつながりも密になっている。 

(2) 外部有識者を活用した評価・見直し結果 
各支援機関の事業把握や連携強化が図られていることについて評価を得た。 

(3) その他事業実施における改善点 
第 2 期においても、事業連携を図れていない一部支援機関との情報交換を密にすることで、各支援機関

との連携強化を図る。 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
第 2 期も、これら支援機関との連携を強化し、小規模事業者への支援力を高めるため、情報交換のため

の会議や支援事例発表会に積極的に参加する。これら支援機関から得られる情報をもとに、各機関の支援
における強みを把握するとともに、担当者間のつながりを強化する。こうした情報と人間関係の構築を基に、適
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切な支援機関へのつなぎや、新たな連携事業の実施へと結びつけていく。一方で、支援対象・支援内容等が
重複しているため、連携が十分に図られていない支援機関とは、本会議所が支援できない大阪府外の小規
模事業者をつなぐ等の対応ができるよう、担当者間の関係構築に努める。 

◇支援機関との情報交換【継続】 
各支援事業を実施するにあたり、JETRO や大阪産業技術研究所、大阪府事業引継ぎ支援センター、大

阪府再生支援協議会、大阪産業創造館（公益財団法人都市型産業振興センター）、公益財団法人大
阪産業振興機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、一般社団法人大阪発明協会等の各支援機
関と、需要動向や経済動向について適宜情報交換を行う。いずれの機関とも連携事業が存在することもあ
り、第 1 期では各機関と事業推進にあたってそれぞれ数回の情報交換を実施している。第 2 期においても、
引き続き各支援機関と密接に情報交換を行い、連携を強化する。 

◇マル経（小規模事業者経営改善資金）協議会【継続】 
日本政策金融公庫と緊密に連携し、小規模事業者への適切な経営指導と円滑な資金支援を行うため、

本会議所エリアを所管する全８支店でそれぞれ年2回程度実施する。同協議会では、マル経融資制度の利
用促進と有効活用に向けた取り組みに関する情報交換、効果的な支援事例の共有等を行っている。第 1
期には、小規模事業者に対する効果的な PRを連携して実施し、マル経融資の大幅な利用拡大に結び付い
ている。第 2期においても引き続き実施し、マル経融資のさらなる利用拡大を図る。 

◇地域金融支援ネットワーク、地域金融懇談会【継続】 
大阪市域における公的な融資制度の普及と中小企業の金融支援強化のため、本会議所が中核機関と

なって、大阪府、大阪信用保証協会、日本政策金融公庫、地元信用金庫（大阪信用金庫、大阪シティ
信用金庫、大阪商工信用金庫、北おおさか信用金庫）、近畿大阪銀行を参画機関とした「地域金融支援
ネットワーク」を構成し、セミナーや融資についての個別相談等の事業を実施している。これらの参画機関によ
る「地域金融懇談会」を年 2回程度開催し、同ネットワーク事業における各機関の取り組み実績や支援情
報等の共有を図る。総じて、各金融機関が独自の創業支援事業を展開しはじめていることから、第 2期にお
いては、それぞれの事業の情報交換・共有と相互紹介等に力を入れ、支援連携につなげる。 

◇大阪府中小企業支援ネットワーク会議【継続】 
大阪府内の中小企業支援機関、金融機関等が集まり、経営改善や企業再生スキルの共有・向上を目

指して開催される「大阪府中小企業支援ネットワーク会議」（事務局：大阪信用保証協会／年 1～2 回
開催）に参加し、支援事例や支援ノウハウについての情報交換を行う。第 1期の参加において、特に金融機
関の支援事例が数多く紹介される点で重要な会議であると評価している。第 2 期においては、参加支援機
関との担当者間の人間関係構築に重点を置き、支援事業の中で活用していく。 

◇創業支援機関ネットワーク会議【継続】 
大阪府が主催する「創業支援機関ネットワーク」会議（年 3 回開催）に、創業支援担当の経営指導員

が参加する。会議では大阪産業創造館、近畿経済産業局、日本政策金融公庫大阪創業支援センター、
府内の商工会議所、また地元金融機関や NPO 法人等が実施している創業支援事業と支援事例、支援ノ
ウハウについて学ぶ。第 1 期においては、デザイン思考の活用等最新の支援手法についての紹介もあり、今後
の支援の参考にすることができた。第 2期においても、各機関の支援ノウハウ等を知る機会として活用する。 
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◇大阪府よろず支援拠点事例発表フォーラム【継続】 
大阪府よろず支援拠点が開催する、支援機関等を対象にした「事例発表フォーラム」（年1回開催）に、

本会議所で専門家派遣事業を実施している経営指導員が参加し、支援事例紹介や小規模事業者支援に
ついての意見交換を通じて支援のノウハウを学ぶ。また、「地域支援機関連携会議」（年 1 回開催）におい
ては、各支援機関との連携についての意見交換が実施される。この連携会議においては、連携を強化するた
めの改善提案等も本会議所から行っており、第 2 期においても、同拠点とどういう連携支援が可能か情報交
換を続ける一方、本会議所に多く寄せられる、支援対象エリア外の小規模事業者等の相談案件等について
は、同拠点と連携を図って対応する。 

◇「事業力向上成果発表会」を通じた支援ノウハウの情報交換【継続】 
府内商工会議所、商工会が参加して開催する「事業力向上成果発表会」（年 2回開催）では、各地

商工会議所・商工会が実施した地域おこしや観光振興事業等の地域経済活性化事業や、商談会・マッチ
ング事業等の支援事業の事例発表が行われる。実施団体の担当者が、事業のねらいや地域団体等との連
携や集客の方法、また当初の課題をどう解決したか等の支援ノウハウを提供する。これまで本会議所は、府内
で最も多くの地域経済活性化事業に取り組んでいることから、例年情報の提供を実施していたが、第 2期に
おいては、他の商工会議所等の支援事業から、事業運営のノウハウや地域団体との連携方法等を学び、事
業企画や、本会議所事業の改善・ブラッシュアップに活用する。 

◇専門家団体との支援情報の交換【継続】 
第 1期に続き、大阪府社会保険労務士会や大阪弁護士会の団体首脳と、本会議所管理職が参加した

情報交換会を年間各 1 回開催し、双方の中小企業向け支援事業についての理解を深めるとともに、PR 協
力等で連携強化を図る。また、第 1 期、専門家団体から制度変更への対応策等、時宜に即した小規模事
業者の課題について情報を受け、講習会の企画を行い、講師派遣等での協力を得た。こうした取り組みが集
客にもつながっているため、継続して実施する。 

2．経営指導員等の資質向上等に関すること 
＜第 1期における取組と成果＞ 
(1) 第 1期の事業実施の評価 
経営指導員の資質向上については、第 1期、研修事業の自主開催や各種機関が主催する研修を活用

して、必要とされる支援スキル等の習得を図った。これまで取り組みが十分でなかった事業者の「強み」を活用
した支援手法については、支部経営指導員全員を対象にした研修を実施し、また弱点分野である IT化支
援については、支援担当者を育成する観点から、各支部から 1名を参加させたが、いずれの取り組みも経年
での取り組みが必要である。 

(2) 外部有識者を活用した評価・見直し結果 
国の補助金等を活用する等して、必要とされる研修を自ら実施し、経営指導員の資質向上を図っているこ

とについて評価を得た。 

(3) その他事業実施における改善点 



43 
 

これまでの研修を踏まえても経営指導員に浸透できていない経営指導の手法については、引き続き研修を
開催しその定着を図る。また、幅広い経営課題に対応できるよう、専門人材の経営指導員採用を定期的に
行うとともに、ベテラン経営指導員の支援ノウハウの継承や共有化のための人材育成制度等を本格的に導入
する。 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
本会議所では、経営指導員による相談事例のデータベース化と共有化を図り、人事異動等による構成人

員の変更があっても組織としてこれらを財産として蓄積することができるよう、「事業所カルテシステム」を導入し
ている。第 2 期においては、このシステムを活用し、経営指導員の資質向上につなげる。また、組織としての小
規模事業者への支援力強化のため、第 2 期においても、引き続き研修等において経営指導員の支援力強
化を図る。併せて、弱点分野等の補強を図り、また幅広い分野の支援に対応できるよう、中小企業診断士を
中心とする専門人材の経営指導員採用を行うとともに、「チューター制度」による育成を実施する。また、大阪
府が相談事業者に対して実施するアンケート調査における本会議所の評価は、第 1 期を通じて上昇傾向に
ある。さらなる評価点の向上を図るため、本会議所で利用者の満足度や評価の高かった優秀事例について、
前述の「事業所カルテシステム」を活用して経営指導員間で情報の共有を図り、支援力の向上に取り組む。 

◇事業所カルテ化システムによる相談事例の記録と共有【★新規】 
本会議所では、経営相談事業における支援内容や支援結果等を独自の「事業所カルテシステム」に登録

しており、全ての経営指導員が全支援案件を見ることができるようになっている。このため、大阪府が相談事業
者に対して実施するアンケート調査等で満足度や評価の高かった事例があれば、その支援手法、ツール等を
確認することができる。第 2期からは優秀事例の紹介を通じた支援ノウハウの共有化を実施する。 

◇経営指導員研修【継続】 
大阪府商工会連合会が企画・運営する、大阪府内商工会議所・商工会の経営指導員を対象とした「経

営指導員研修」では、第 1 期において、「財務・税務」や「事業計画策定支援」といった経営指導員の基本
的な知識・スキル習得にかかるものや、「IoT 導入支援」や「事業承継対応支援」「創業支援」といったトピック
スに応じたテーマの研修が実施された。本会議所では、28年度のべ 60名の経営指導員が、それぞれの未習
得分野や強化したい分野の研修に参加し、知識や支援スキル獲得に役立てた。特に、第 2 期においては、
IT を活用した生産性向上支援や事業承継対応支援が重要となるため、これらのテーマに類する研修に経営
指導員を参加させる。 

◇専門人材の経営指導員採用【★新規】 
研修によって経営指導員の支援力を強化するには時間も要し、また特定の分野については資質による限

界もある。このため、幅広い経営課題に対応する即戦力人材として、28年度より 30～40代の中小企業診
断士資格保持者の経営指導員採用（毎年若干名）を開始した。これらの経営指導員は「強み」を活用し
た経営指導等への対応が期待できる。このため、第 2 期においても、中小企業診断士を中心に、IT コーディ
ネーター資格保有者等の採用を実施する。 

◇関西商工会議所連合会「中小企業支援先進事例普及研修会」【継続】 
関西圏内の商工会議所で組織する関西商工会議所連合会（事務局：大阪商工会議所）は、11 月

に「関西ブロック中小企業相談所長会議」と同日開催する「中小企業支援先進事例普及研修会」におい
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て、ブロック内の支援事例から選ばれた「商工会議所ならではの企業支援事例」の発表を実施する。第 1 期
においては、関西圏内の商工会議所の支援事例から地域ブランドの作り方や地域資源の活用方法等を学ん
だ。第 2期においても、他の会議所の支援事例を学ぶとともに、本会議所の支援事例を紹介し、相互に実施
事業への応用や事業改善等を図る。 

◇チューター制度による新任経営指導員の育成【★新規】 
28 年度から「チューター制度」を実施し、各支部内の指導経験豊富なベテラン経営指導員を専任として選

び、新任経営指導員の指導育成にあたっている。これにより、経営指導員としての基本業務の習得から支援
ノウハウの継承を実現している。制度導入は新任経営指導員の即戦力化に役立っており、第 2 期も同制度
を実施する。 

◇伴走型補助金を活用した経営指導員研修【継続】 
第 1 期、上記補助金を活用して、全経営指導員を対象に「小規模事業者の強み把握とそれを活用した

支援」をはじめ、経営発達支援計画を実施するにあたって強化しなければならない分野・スキルの研修を実施
した。第 2 期も、需要動向調査を踏まえた事業計画策定支援や、マーケティング支援、生産性向上支援
等、さらに強化を図るべきスキル等の研修を実施する。 

◇専門家派遣に同行しての OJT【継続】 
経営指導員は、支援事業者に専門家派遣を実施した際には、原則として専門家の現地指導に同行し、

課題の把握、解決へのアプローチ等、一連の指導手順や指導方法等を学ぶことにしている。これにより従来の
経営指導を超えた分野の支援ノウハウについても習得が可能となっている。第 1 期においても、同行を実施し
た経営指導員からは、「専門家の支援方法から学ぶべきことは非常に多い」との声が寄せられており、第 2 期
においても、引き続き実施する。 

◇日本商工会議所が実施するWEB研修の活用【継続】 
経営指導員は、日本商工会議所が実施する「全国統一演習研修事業（経営指導員等Web研修）」

（標準学習時間 92 時間）を受講することができる。研修科目は「中小企業経営・中小企業施策」「企業
経営理論」「財務・会計」等に加え、「経営情報システム」や「経営法務」といった専門分野に関わるものを網
羅している。さらに全国から掲載される経営支援事例等のコンテンツが活用でき、得られた知識・スキルや最新
の支援情報等を経営指導に役立てることができる。 

◇支部事務局長会議【継続】 
大阪商工会議所では毎月、市内 5 支部の支部事務局長・次長および中小企業振興部管理職が参加

し、情報共有・意見交換のための「支部事務局長会議」を開催している。第 1 期においても、経営発達支援
事業や地域経済活性化事業の進捗、成果および支援ノウハウ等については適宜当会議にて報告されてい
る。第 2期においても、各支部経営指導員への情報共有を図るため、引き続き実施する。 

◇支部内ミーティング【継続】 
各支部では、所属する経営指導員の情報共有や、支部事務局長会議等での決定事項の伝達等のため

に、月に 1 回以上の支部内ミーティングを実施している。ミーティングにおいては、実施した各種セミナーや地域
経済活性化事業等の振り返りを通じ、改善点の検討等を行う。これらは支部内の情報・ノウハウとして共有さ
れ、次年度の担当者に引き継がれる。第 1期に続き、支部内の情報共有手段として効果的なことから、第 2
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期においても実施する。 

◇小規模事業者支援研修【継続】 
中小企業基盤整備機構が実施する同研修に参加し、個別支援ならびに地域支援の事例や手法の学習

を通じ、他団体の経営指導員等と支援ノウハウの共有を図る。第 1 期は特に重要度が増しながらも経営指
導員の多くが対応できない IT支援研修に対し、各支部 1名の参加を義務付ける等の対応を行ってきた。第
2 期においては、Fintech の進展や情報セキュリティ対応の必要性から、一層 IT 化への支援に注力するた
め、同研修を活用する。 

3．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
＜第 1期における取組と成果＞ 
(1) 第 1期の事業実施の評価 
大阪府は、経営発達支援事業を含む小規模事業経営支援事業の全事業について、報告書をもとに全

事業の実施内容および支援目標に対する実績、成果等について事業評価を行うとともに、「大阪府小規模
事業者等支援施策評価審議会」による有識者の評価や相談事業利用者への 1万件を超える満足度アン
ケートによる評価を行っている。これらの結果のフィードバックを元に、各会議所は今後の支援事業を改善す
る。この制度の中で本会議所は、第 1期を通じて、経営相談事業、各種支援事業においても上位の評価を
得ることができた。 
また、本会議所における経営発達支援事業は、「企業成長支援委員会」が所管し、事業全体の評価・見

直しを実施している。同委員会において、経営発達支援事業の目標に対する実績や乖離の原因分析、次
年度の対応案等を報告するとともに、委員からの指摘事項や要望については、次年度の事業実施において改
善を図ってきた。 

(2) 外部有識者を活用した評価・見直し結果 
事業評価及び見直しの仕組みに対する評価・見直しについては、外部有識者に意見を求めていない。 

(3) その他事業実施における改善点 
大阪府による事業評価の仕組みが、経営相談事業においても、その他の支援事業においても確立されて

いることから、第 2期においても、この PDCA サイクルを活用した事業の見直しを行う。具体的には、評価点が
府下全体の平均を下回る評価項目について改善できるよう、経営指導員に対し指導を強化する。 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
「大阪府による事業評価」については、第 2期においても、経営相談事業について、満足度アンケートの評

価点をあげるため、これまで評価が相対的に低かった項目への取り組みを強化するとともに、各種支援事業に
ついて、大阪府に申請した支援企業数の達成、事業目標の達成を通じ、引き続き高評価を得られるよう努
力を続ける。また、「外部有識者を活用した評価・見直し」については、第 2期においても引き続き「企業成長
支援委員会」を中心に、本会議所の事業評価と見直しを適切に実施する。 

◇大阪府小規模事業者等支援施策評価審議会による事業評価【継続】 
大阪府は、経営発達支援事業を含む小規模事業経営支援事業の全事業について、毎年報告書の提

出を義務付けており、本会議所は実施する全事業の実施内容および目標に対する実績、成果等についての
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事業評価を受けている。 
その上で大阪府は、府内商工会議所・商工会各団体が実施した事業の評価を行っている。公正を期する

ため、評価は学識者、公認会計士等５名からなる「大阪府小規模事業者等支援施策評価審議会」が実
施している。一方、本会議所をはじめ各団体の事業計画および事業報告は、大阪府の HP にて公表されて
いる。 
また、大阪府内の小規模事業経営支援事業の事業計画も毎年同審議会において図られるが、特に継続

事業の申請にあたっては、前年度の実績や実施を踏まえた改善項目の記載が義務付けられており、これを念
頭に事業を実施し、さらなる改善についての再検討を行う。このように事業の PDCA サイクルが構築されてお
り、これに基づいて事業の継続的改善や事業継続の判断等を行う。第 1 期において、本会議所は、大阪府
の評価をもとに常に各事業の改善実施に努めており、支援事業全般において概ね好評価を得ている。第 2
期においても、大阪府に申請した支援企業数および事業目標の達成を通じて高い評価を引き続き得られる
よう努力を続ける。 

◇企業成長支援委員会をはじめとする本会議所委員会および支部長会議での審議【継続】 
本事業全体は、「企業成長支援委員会」（学識経験者、国および大阪府の支援機関代表者、金融機

関代表者、弁護士等専門家、地域団体役員等で構成）が所管している。ただ、本会議所の経営発達支
援事業は多岐にわたっており、それぞれの事業は各専門委員会および支部長会議が所管して実施している。
年 2 回委員会を開催し、PDCA サイクルを回すため経営発達支援計画の申請内容の検討・承認および事
業成果についての報告を受けて確認を行う。委員会の中で各委員から出された意見等は各事業に反映さ
れ、次年度の事業計画時に改善・変更等を行う。 
その他の専門委員会も、所管する事業について同様に計画の承認と成果の確認を行い、委員の意見等を

次回事業の企画に活用する。 

◇利用者に対するアンケートの実施【継続】 
大阪府は、相談事業の利用者に対し、無作為抽出（本会議所の場合、利用者の 3割・約 500社）に

よるアンケートを直接実施している。評価項目は「課題把握」「問題解決の対策」「経営改善」「指導員の対
応」「経営力の向上」の 5 項目（各 6 点満点で合計 30 点満点）で、その結果は、年 2 回（上期・通
年）、各商工会議所・商工会へフィードバックされる。本会議所の評価点は、第 1 期を通じて上昇傾向で、
28年度も合計点で 26点以上の評価を得ており、府下全体の位置づけでは概ね上位にランクされている。た
だ、「課題把握」項目の評価が府下平均に比してやや低い傾向にあるため、29 年度に、支部事務局長会議
および支部ミーティングを通じ、「事業者に対し何が課題であるかを明確に伝える」ことを意識的に伝えるよう改
善策を講じている。第 2 期においても、この方針を徹底し、丁寧かつ的確な指導を通じて評価点の向上を目
指す。 

また、大阪府の補助金を活用して実施する講座・講習会、セミナー、展示会等の全事業で、支援事業者
へのアンケート実施が義務付けられており、満足度や参加による成果等についての評価確認を行っている。こ
れらの集計結果は、各事業の実績報告書に記載して大阪府へ提出する。さらに、大阪府の小規模事業者
等支援施策評価審議会では、これらの満足度調査の結果等、「支援実績率」「利用者満足度」「目標の妥
当性」「目標の達成率」の 4 つの評価項目に即した事業評価が行われる。次年度に継続申請する際には、こ
の評価を踏まえた運営上の改善や新たな目標設定を行うことになる。第 1 期を通じ、本会議所の事業評価
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は、全事業で府下全体の平均を上回っており、引き続き支援実績の達成度や満足度の向上に努め、高評
価の維持を目指す。 

◇HP における公表【継続】 
第 1期は、経営発達支援計画の成果等を HP で公表していなかった。第 2期は、経営発達支援計画で

実施する各事業の成果・評価・見直し結果を取りまとめた概要を作成し、HP で公表する。また、事業につい
ての提案や意見については、引き続き「大商 E-提案箱」等を活用して自由に述べていただく。寄せられた意見
については、検討の上、以後の事業運営等に反映する。 
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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 29年 11月 1日現在） 

（１）組織体制 
１）組織体制 
①経営発達支援事業の実施体制 

中小企業振興部・経営相談室が主管となって事業を統轄し、市内５支部および各部と連携して経営
発達支援事業を実施する。事業を実施する経営指導員は 5支部、経営相談室をはじめ各部に配置され
ており計 85名が事業を実施する。 

 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②本会議所の組織 

本会議所の各組織は以下のとおり。 
役職員 222名、うち経営指導員 85名 

  
 
 
 

専
門
家
へ
の
つ
な
ぎ 

相
談
情
報
の
提
供 

 

経営発達支援事業の実施 

５支部 
◇相談事業、販路開拓事業、地
域経済活性化事業等の実施 

（経営指導員計 48名） 

大阪商工会議所 各部 
◇販路開拓事業、各種情報提
供事業等の実施（経営指導員
19名） 

 

中小企業振興部 
経営相談室 

（経営指導員計 18名） 
◇小規模事業経営支援事
業及び経営発達支援事業を
統轄 
◇経営発達支援事業の直
接実施 

企
画
・
調
整
・
報
告 

相談情報の提供 



49 
 

 
 



50 
 

（２）連絡先 
◇経営発達支援事業全般に関すること 

大阪商工会議所 中小企業振興部 経営相談室 
大阪市中央区本町橋 2番 8号 大阪商工会議所 2階 ℡06-6944-6471 
大阪商工会議所の HP http://www.osaka.cci.or.jp/ 

 
◇経営相談に関すること 

大阪商工会議所 北支部 （管轄区：淀川区・東淀川区・西淀川区・北区・福島区） 
 大阪市北区西天満 5-1-1 ザ・セヤマビル 3階 TEL:06-6130-5112 

大阪商工会議所 東支部 （管轄区：都島区・旭区・城東区・鶴見区・東成区・生野区） 
 大阪市都島区東野田町 4-6-22 ニッセイ京橋ビル 2階 TEL:06-6358-6111 

大阪商工会議所 中央支部（管轄区：中央区） 
大阪市中央区本町橋 2番 8号 大阪商工会議所 2階 TEL:06-6944-6433 

大阪商工会議所 西支部（此花区・西区・港区・大正区・浪速区・西成区） 
大阪市西区立売堀 4-2-21銀泉阿波座ビル 1階 TEL:06-6539-1666 

大阪商工会議所 南支部（天王寺区・阿倍野区・東住吉区・平野区・住之江区・住吉区） 
大阪市天王寺区堀越町 13-18銀泉天王寺ビル 5階 TEL:06-6771-2211 

 
（参考：各支部の管轄エリア） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tel:06-6130-5112
tel:06-6539-1666
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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 
( 年 月以降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 314,950 314,950 314,950 314,950 314,950 

 

小規模企業対策

事業費 

一般会計事業費 

国補助金事業費 

 
 

309,790 
 

160 
5,000 

309,790 
 

160 
5,000 

309,790 
 

160 
5,000 

309,790 
 

160 
5,000 

309,790 
 

160 
5,000 

（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 
会費、国補助金、大阪府補助金、大阪市補助金、事業収入 
 
 
（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 

1.「食の都・大阪」推進会議（地域経済の活性化に資する事業） 
本会議所は、「食い倒れの街」大阪を印象づけ、内外の観光客の増加、個店の売上につながる仕掛けを

つくり、オール大阪で取り組む事業とするため、大阪府に存在する食関連団体やグループ、食の専門家等に
広く呼びかけを行い、その趣旨に賛同する 36 団体・社にて「食の都・大阪」推進会議を組織した（事務
局：大阪商工会議所）。 この取り組みにおいては、大阪の食ブランド強化に向けて大阪の食が目指すべき
姿とストーリーを、(1)大阪で新たな食や食文化が生まれている、(2)大阪が食に関する人材の育成、供給、
チャレンジの中心地となる、(3)大阪が食に関する物的および知的資源の集積地となる、(4)文化が大阪の
魅力を高め、街の賑わいを創出している、(5)大阪の食や食文化が国内外に認知される、の５つの展開で描
き、同推進会議として①プロ向け料理コンテスト「食の都・大阪グランプリ」や②「食の都・大阪レストランウィー
ク」、③世界の美食都市ネットワーク「デリス」を通じた交流・情報発信事業、等を主催するとともに、各構成
団体においても、上記 5 つの展開に対応した多彩な事業をそれぞれ企画・実施する。これにより「食の都・大
阪」実現に向けた大阪一丸となっての取り組みを展開する。 

2.地域金融支援ネットワーク（事業計画策定後の支援） 
大阪府、大阪信用保証協会、日本政策金融公庫、地元信用金庫（大阪、大阪シティ、大阪商工、北

おおさか）、近畿大阪銀行を参画機関とした「地域金融支援ネットワーク」を組織。地域に密着して中小企
業を支える地域金融機関との連携を強化することで、お互いの強みを活かした総合的な支援サービスを提供
する。特に金融機関と連携した大阪府の制度融資である、開業者向けの「開業サポート資金」や、小規模
企業向けの「小規模サポート資金」「金融機関提案型融資制度」の利用を促進するため、各金融機関の商
品 PRや相談案件のつなぎ、融資実行先金融機関の紹介等を行う。 

3.大阪市域支援専門家プラットフォーム（事業計画策定後の支援） 
大阪信用保証協会、日本政策金融公庫、地元信用金庫（大阪、大阪シティ、大阪商工、北おおさ

か）、近畿大阪銀行を構成機関とした「大阪市域支援専門家プラットフォーム」を形成している。大阪市域
専門家支援ネットワークは、国のミラサポを活用しての専門家派遣事業の実施組織として機能する。 
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連携者及びその役割 
 ※（    ）内は機関等の代表者 敬称略 

1.「食の都・大阪」推進会議 
【連携者】 ※敬称略 

構成メンバー 連絡先 
（代表） 
一般社団法人大阪外食産業協会 相談役 
／大阪商工会議所 監事 小嶋淳司 

大阪市淀川区新北野 1-2-13 明治安田生命十三
ビル 8階 がんこフードサービス㈱気付 

（代表） 
ミナミまち育てネットワーク 執行役 
／大阪商工会議所 食料部会長 松本孝 

大阪市中央区難波 3-7-10 三和実業㈱気付 

（幹事） 
大阪市立大学大学院経営学研究科 
 准教授 小林哲 

大阪市住吉区杉本 3-3-138  

（以下、委員機関） 
近畿農政局 
（近畿農政局長：新井毅） 

京都市上京区丁子風呂町  

近畿経済産業局 
（近畿経済産業局長：森清） 

大阪市中央区大手前 1-5-44  

近畿運輸局 
（近畿運輸局長：坂野公治） 

大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎 4 号
館 

大阪府 環境農林水産部 
（環境農林水産部長：竹柴清二） 

大阪市住之江区南港北 1-14-16 咲洲庁舎 23階 

大阪府 府民文化部 
（府民文化部長：岡本圭司） 

大阪市住之江区南港北 1-14-16 咲洲庁舎 37階 

大阪市 経済戦略局 
（経済戦略局長：柏木陸照） 

大阪市福島区野田 1-1-86  大阪市中央卸売市場
本場業務管理棟 8階  

大阪商工会議所 
 専務理事 宮城勉 

大阪市中央区本町橋 2-8   

公益財団法人大阪観光局 
（局長：溝畑宏） 

大阪市中央区南船場 4-4-21 りそな船場ビル 5階 

公益財団法人関西・大阪 21世紀協会 
（専務理事：佐々木洋三） 

大阪市北区中之島 6 丁目 2 番 27 号 中之島セン
タービル 29階 

一般社団法人大阪外食産業協会 
（会長：荻原奨） 

大阪市浪速区敷津東 2-2-8 大阪木津地方卸売市
場 南棟 2階 

公益社団法人全日本司厨士協会関西地方大阪府
本部 
（会長：濱田勉） 

大阪市中央区天満橋京町 2番 6号 天満橋八千代
ビル別館 3階 B号 

一般社団法人食博覧会協会 
（理事長：水口和男） 

大阪市浪速区敷津東 2-2-8 大阪木津地方卸売市
場 南棟 2階 

大阪府農業協同組合中央会 
（会長：岸本隆之） 

大阪市中央区高麗橋 3-3-7 JA大阪センタービル 

大阪府飲食業生活衛生同業組合 
（理事長：亀岡育男） 

大阪市中央区谷町 7-3-4-312 新谷町第 3 ビル 
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大阪府立環境農林水産総合研究所 
（理事長：内山哲也） 

羽曳野市尺度 442  

大阪市漁業協同組合 
（代表理事組合長：北村英一郎） 

大阪市此花区常吉 2-10-12  

あまから手帖編集 
 顧問 門上武司 

大阪市中央区平野町 3-3-11 アーバネックス淀屋橋
1106 門上武司食研究所 

伊藤忠商事㈱ 
（代表取締役社長：岡藤正広） 

大阪市北区梅田 3丁目 1番 3号  

大阪ガス㈱ 
（代表取締役社長：本荘武宏） 

大阪市中央区平野町 4-1-2  

KNT-CT ホールディングス㈱ 
（代表取締役社長：丸山隆司） 

大阪市浪速区湊町 1-4-38 近鉄新難波ビル 8階 

㈱ぐるなび 
（代表取締役社長：久保征一郎） 

大阪市北区梅田 3-1-3 ノースゲートビルディング 15F 

㈱ケイオス 
（代表取締役：澤田充） 

大阪市中央区北浜 2-1-21 北浜ゲイトビル 

㈱京阪神エルマガジン社 
（代表取締役：今出央） 

大阪市西区江戸堀 1-10-8  

㈱JTB西日本 
（代表取締役社長：光山清秀） 

大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 13階 

㈱毎日放送 
（代表取締役社長：三村景一） 

大阪市北区茶屋町 17-1  

大阪芽生会 
（会長：上田弥一） 

大阪市中央区東心斎橋 1-1-10 大阪料理会館 9
階 

大阪料理会 
（会長：畑耕一郎） 

大阪市東住吉区東田辺 1-10-8  

大阪ワイナリー協会 
（協会長：髙井利洋） 

大阪市阿倍野区阿倍野筋 2-4-48  金村ビル 3 階 
㈱インプリージョン内 

㈱本吉兆 
（代表取締役：湯木潤治） 

大阪市中央区高麗橋 2-6-7  

浪花うまいもの会 
（代表幹事：山本博史） 

大阪市中央区南船場 4-7-21 オーガニックビル ㈱小
倉屋山本気付 

特定非営利活動法人浪速魚菜の会 
（代表理事：笹井良隆） 

大阪市天王寺区逢坂 2-4-7 
 一心寺研修会館 501 

大阪調理製菓専門学校 
（校長：村川秀夫） 

泉大津市豊中町 3-1-15  

辻学園調理・製菓専門学校 
（校長：下畠照正） 

大阪市北区西天満 1-3-17  

辻調理師専門学校 
（代表・校長：辻芳樹） 

大阪市阿倍野区松崎町 3-16-11  

㈱USEN 
（代表取締役社長：田村公正） 

東京都港区北青山 3-1-2  

【役割】 
「食の都・大阪」推進会議として、同会議主催事業の実施に協力するとともに、各団体が独自に企画した
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主催事業も実施する。これにより多彩な事業が大阪全体で実施されることになり、「食の都・大阪」実現に向
けて機運を高めている。 
 大阪商工会議所は､「食の都・大阪」推進会議の事務局として会議を運営し、主催事業の実施を行うとと
もに、大阪の食のブランドアイデンティティ確立のため、各団体と連携を図る。 

2.地域金融支援ネットワーク 
【連携者および役割】  

機関名 連絡先等 役割 
大阪府商工労働部 
（商工労働部長：西田淳一） 

大阪市住之江区南港北 1-
14-16咲洲庁舎 25F 

制度融資の枠組みをさだめ、事業全
体を支援 

大阪信用保証協会 
（理事長：矢冨直） 

大阪市北区梅田 3-3-20 
明治安田生命大阪梅田ビル
9F 

創業者の開業資金相談を受け、保証
申込を受ける。審査を行い、保証が可
能な場合はネットワーク内の金融機関
を紹介する。申込に至らない場合は大
阪商工会議所を紹介し、創業相談等
へつなぐ。 

近畿大阪銀行 
（代表取締役社長：中前公志） 

大阪市中央区備後町 2-2-1 大阪商工会議所と連携して融資の実
行を行うとともに、創業者からの申込を
受けた場合は大阪商工会議所につな
いで創業者の事業計画の策定を支援
する。 

日本政策金融公庫大阪創業支援
センター 
（所長：比留間大輔） 

大阪市北区曽根崎 2-3-5 
梅新第一生命ビルディング 7F 

大阪信用金庫 
（理事長：髙井嘉津義） 

大阪市天王寺区上本町 8-9-
14 

大阪シティ信用金庫 
（理事長：河村正雄） 

大阪市中央区北浜 2-5-4 

大阪商工信用金庫 
（理事長：多賀隆一） 

大阪市中央区本町 2-2-8 

北おおさか信用金庫 
（理事長：若槻勲） 

茨木市西駅前町 9-32 

大阪商工会議所 
（会頭：尾崎裕） 

大阪市中央区本町橋 2-8 各金融機関の制度融資を広く紹介す
るとともに、創業相談を実施。各機関
から紹介のあった創業希望者の事業
計画策定支援等を行うとともに、直接
相談を受けた場合は内容・希望に応じ
て金融機関を紹介し、事業資金の申
込を支援する。さらに同ネットワークの
円滑な運営のために同ネットワークを構
成する全組織で構成される「地域金融
懇談会」を主宰し年２回の会議を開
催するとともに、制度融資説明会や金
融機関と事業者の個別相談会等を実
施する。 
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3.大阪市域支援専門家プラットフォーム 
【連携者】 

機関名 連絡先等 
大阪信用保証協会 
（理事長：矢冨直） 

大阪市北区梅田 3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビ
ル 9F 

近畿大阪銀行 
（代表取締役社長：中前公志） 

大阪市中央区備後町 2-2-1 

日本政策金融公庫大阪創業支援センター 
（所長：比留間大輔） 

大阪市北区曽根崎 2-3-5 梅新第一生命ビルディング
7F 

大阪信用金庫 
（理事長：髙井嘉津義） 

大阪市天王寺区上本町 8-9-14 

大阪シティ信用金庫 
（理事長：河村正雄） 

大阪市中央区北浜 2-5-4 

大阪商工信用金庫 
（理事長：多賀隆一） 

大阪市中央区本町 2-2-8 

北おおさか信用金庫 
（理事長：若槻勲） 

茨木市西駅前町 9-32 

大阪商工会議所 
（会頭：尾崎裕） 

大阪市中央区本町橋 2-8 

【役割】 
大阪商工会議所を代表機関とする「大阪市域支援専門家プラットフォーム」を構成し、各構成機関の顧

客や支援企業の経営課題に応じて､その支援ニーズを本会議所に伝える。本会議所はこの情報をもとに､ミラ
サポに登録されている専門家から課題解決に最適と思われる者を選んで､当該企業に対し専門家派遣を実
施する。 
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連携体制図等 

1.「食の都・大阪」推進会議 
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2.地域金融支援ネットワーク 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.大阪市域支援専門家プラットフォーム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大
阪
商
工
会
議
所
（
代
表
機
関
） 

構
成
機
関
（
７
団
体
：
五
十
音
順
） 

大
阪
シ
テ
ィ
信
用
金
庫 

大
阪
商
工
信
用
金
庫 

大
阪
信
用
金
庫 

大
阪
信
用
保
証
協
会 

北
お
お
さ
か
信
用
金
庫 

㈱
近
畿
大
阪
銀
行 

㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫
大
阪
創
業
支

援
セ
ン
タ
ー 

顧
客
・
取
引
先
等 

ミ
ラ
サ
ポ 

 

専
門
家
の
照
会 

専門家派遣の実施 

支
援
課
題
の
情
報 

専
門
家
派
遣
の
依
頼 

大阪商工会議所 
 創業相談、創業後フォロー 

信用金庫 
大
阪
府 

創業希望者（大阪市内） 

大
阪
信
用
保
証
協
会 

支援機関 

審査 

・ 

保証 連携 

日
本
政
策
金
融
公
庫 

開業相談 

制
度
の
枠
組
み
を
提
供 

融
資 

融
資 

斡旋 

連携 


	【大阪商工会議所】計画概要（訂正）
	【大阪商工会議所】別表１～４

