
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

松原商工会議所（法人番号）2120105004064 

実施期間 2019年 4月 1日～2024年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 
1.小規模事業者の魅力の創出と発信を行い競争力の強化を図る。 

2.事業承継及び創業に対する支援を行い、事業所数の減少に歯止めをかけ

る。 

3.市内就労人口の増加に寄与するための支援を行う。 

4.観光への取り組み強化によるインバウンド消費喚起の取り込みを図る。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1.地域の経済動向調査に関すること 

  地域経済分析システムの活用及び管内事業者へのアンケート調査の分

析結果を事業者に広く情報提供する。 

2.経営状況の分析に関すること 

  管内事業所への啓蒙活動、ヒアリング及び分析ツールの活用で財務面・

非財務面など総合的な小規模事業者の現状把握、経営課題の掘り起こしを

図る。 

3.事業計画策定支援に関すること 

  経済動向調査や経営分析の結果を踏まえた事業計画を策定し事業の持

続的発展を支援する。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

  策定した事業計画の進捗状況の確認、見直しを図り事業の PDCA を回す

ことで事業効果の向上を図る。 

5.需要動向調査に関すること 

  アンケート調査を実施し、ニーズを考慮した商品・製品・サービスの改

良や開発に繋げる。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  展示会・商談会による、販路拡大の機会の創出と事前・事後フォローの

強化による効果の拡大を図る。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

1.まつばらマルシェ 

農商工及び産学官連携のもと、「食」をテーマに松原ブランドを発信す

る。 

2.松原ブランド認定事業 

  松原市内の優れた商品・技術・ビジネスモデルを認定し、全国に PR を

行う。 

連絡先 

松原商工会議所 中小企業相談所  

〒580-0043 大阪府松原市阿保 1丁目 2番 30号 

電話番号：072-331-0291 ファクシミリ番号：072-332-5720 

メールアドレス：hayama@matsubara-cci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（1）地域の現状及び課題 
①現状 

【松原市の概要】 

当所の活動エリアは松原市全域であり、 

松原市の商工業の総合的な改善発達を図り、 

兼ねて社会一般の福祉の増進に資する 

ことを目的とする地域経済総合団体である。 

松原市は、大和川を隔てて北に大阪市、 

西には堺市と政令指定都市に隣接し、 

大阪の中南部に位置する。 

人口は 120,410人（平成 30年 9月末時点）。 

面積は 16.66 km²で大阪では中規模であるが、 

大阪の中心部へのアクセスが良く 

ベッドタウンとしての役割を持つため、 

大阪府の市町村（33市 9町 1村）の中でも 

9番目の人口密度で比較的高くなっている。 

 

【交通網】 

松原市は、市域南部分を東西に横断する「竹内街道」や市域の中央を東西に走る「長

尾街道」、市域中央部を南北に縦断する「中高野街道」など、古代より多くの人々が往

来する交通の要衝で、たくさんの古道や街道が今も伝わっている。 

近年は、南大阪の交通の要衡として高速道路網が発達している。さらに、2019年には

阪神高速大和川線も開通を予定しており、大阪中心部及び堺市へのアクセス向上が期待

されている。 

    （図表-2 阪神高速大和川 計画図） 

 
                （出典：阪神高速道路㈱ＨＰ） 

（図表-1 松原市の位置） 
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【人口】 

 人口は 1985年の約 13.6万人をピークにして、出生率の低さからなる自然減と都市部

への流出による社会減が共に起きており、2018 年には約 12 万人と減少の一途を辿って

いる。また、2035 年には 10 万人を切ると予測されており、市内における市場の縮小は

避けられない状況である。生産年齢人口も 1990 年をピークに減少しており、事業所に

おける人手不足も深刻化してきている。 

一方、2020年頃には大型商業施策の進出も予定されており、地域経済の活性化が期待

されている。 

 

（図表-3 松原市の人口推移） 

 
（出典：地域経済分析システム（RESAS）） 

 

【産業構造】 

1.事業所数・付加価値額 

事業所数「図表-4 松原市の事業所数」では、管内事業所数は、近年減少傾向であり

2009年 5,238事業所、2012年 4,881事業所、2014年 4,889事業所となっている。 

業種では、卸売・小売業が全体の 23.3％、製造業 15.9％、宿泊業・飲食サービス業

が 12.3％となり、全体の 60.8％を占める。また、小規模事業所数は 3,607 で、全事業

所の約 74％は小規模事業者である。 

また、付加価値額「図表-5 松原市の生産」では、一人あたりの付加価値額が第 2次

産業は大阪府平均の 674 万円に対して松原市が 536 万円、3 次産業では 855 万円に対し

て 576万円となり、生産性はいずれも低い水準になっている。 
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また、松原市の産業における農業の割合は少ないが、「大阪エコ農産物」（農薬と化学

肥料の使用量を慣行栽培の半分以下に削減して栽培された農作物）の認証を受けたオリ

ジナルブランド野菜「まったら愛っ娘～松原育ち～」の栽培面積は増加している。 

 

（図表-4 松原市の事業所数） 

 
（出典：経済センサス） 

（図表-5 松原市の生産） 

 
（出典：地域経済分析システム（RESAS）） 
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2.従業員数 

従業員数「図表-6 松原市の従業員数」では、2009年 41,311名、2012年 38,517名、

2014年 40,554名と 2014年に事業所数が若干持ち直した影響もあり増加したが長期的に

は減少傾向である。 

業種別では、卸売・小売業の従業員数が大きく減少した。一方、松原市の高齢化率が

高いこともあり、医療・福祉が大きく増加している。従業員数の増減の要因は、事業所

の増減と比例しているため、比重の大きい卸売・小売業や製造業などの事業所数減少の

食い止めが必要になる。 

 

（図表-6 松原市の従業員数） 

 
（出典：経済センサス） 

 

【業種別の現状と特徴】 

1.卸売業・小売業（事業所数、従業員数、年間商品販売額） 

事業所数「図表-4 松原市の事業所数」は、卸売業・小売業ともに減少傾向であり、

2009年 1,323事業所、2014年 1,140事業所と約 15％減少としている。 

小規模事業者「図表-7 小規模事業者 事業所数・従業員数の推移」においても、事業

所数が 2012年 802事業所、2016年 706事業所となり、大きく減少している。 

 従業員数「図表-6 松原市の従業員数」でも卸売業・小売業は減少しており、2009年

10,141名、2014年 9,390名と約 10％減少している。 

小規模事業者においても 2012 年 1,911 名、2016 年 1,637 名となりこちらも大きく減少

している。市内経済の活性化のためには小規模事業者の約 23％を占める卸売業・小売業

に対する支援は必須となる。 

近年、特に小売業では、市内消費の縮小や大型店の台頭などの脅威があり、資本で劣る

小規模事業者が経営戦略を立て、経営することが重要になっている。 
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（図表-7 小規模事業者 事業所数・従業員数の推移） 

 
（出典：経済センサス） 

年間商品販売額「図表-8 卸売業・小売業の年間商品販売額の推移」では、卸売業が

1994年の約 2,000億円から 2007年には約 1,400億円と約 30％減少している。また小売

業でも、1997年の約 1,200億円から 2007年には約 1,100億円と約 10％減少しており、

松原市の人口減少による市場縮小の影響が伺える。 

近年では、卸売業の販売額は下げ止まりの傾向ではあるが、小売業の減少傾向は継続し

ており、2014年には、約 750億円となっている。 

（図表-8 卸売業・小売業の年間商品販売額の推移） 

 
（出典：地域経済分析システム（RESAS）） 
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2.製造業（事業所数推移、従業者数、付加価値額） 

製造業の事業所数「図表-4 松原市の事業所数」は、2009年 847事業所、2014年 778

事業所と減少、従業員数「図表-6 松原市の従業員数」は 2009年 9,642名から 2014年

9,628名と横ばいである。 

小規模事業者「図表-7 小規模事業者 事業所数・従業員数の推移」においては、事

業所数は 2012 年 444 事業所、2016 年 402 事業所で約 10％の減少、従業員数も 2012 年

1,229名、2016年 1,098名で約 10％減少している。製造業全体の従業者数は、減少に歯

止めが掛っているが小規模事業者においては、減少の一途を辿っている。 

付加価値額「図表-10 製造業上位 5 業種の付加価値額の推移」では、食料品製造が

増加しており、松原市の製造を牽引している。また、金属製品製造は近年減少傾向にあ

るが、地場産業としての金網があり、付加価値額の比重は大きい。世界でもっとも細か

いマイクロメッシュの技術や「はばたく中小企業・小規模事業者 300社」に選定される

企業など輸出力のある企業も存在しており、技術力や広域物流の利便性により、付加価

値額を下支えしている。 

一方、小規模事業者では人手不足や付加価値向上が課題の事業所も多く、事業所の労働

生産性向上の支援は、喫緊の課題である。 

 

（図表-9 製造業上位 5業種の付加価値額の推移） 

 
（出典：地域経済分析システム（RESAS）） 

②課題 

 松原市は、高齢化率が約 30％（2018 年時点）であり全国の約 27％と比べて高い水準

であり、今後も増加する見込みである。高齢化率の高さは、経営者も同様であり今後は

後継者不在による廃業を止めることが課題になると見込まれる。その為、後継者教育な

ど計画的に事業承継を促す支援が必要になる。 

また、小売業やサービス業など松原市を商圏とする業種においては、人口減少による

市場の縮小がますます深刻化する。11 ある商店会では、現在、空き店舗も増加しており、

商業集積としての魅力の低下による、大型店への顧客流出が起こっている。また、2020
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年頃には松原市北部に大型商業施設がオープンする予定であり、松原市への消費者の流

入が期待される一方、小規模事業者の顧客の移動による売上低下が危惧される。 

その為、小規模店舗が大規模店舗と比較して劣位にある資本力を補うために、小規模事

業者の商品・サービスなどの魅力の発信や商品・サービスの改良開発など、より計画的

な戦略経営を図ることが課題となる。 

 製造業においても松原市内の生産年齢人口は減少しており、人手不足による生産性低

下を防ぐことが課題である。そのため、生産性の維持・向上をするために労働力の確保

及びＩＴ化等の支援が必要とされる。また、大企業に勝るとも劣らない技術力をもつ企

業の魅力の発掘及び発信をすることが地域経済の底上げに繋がる。 

 また、2017 年に松原市観光課、2018 年には観光協会が創設されるなど、大阪都心部

への良好なアクセス・高速道路網の充実などの立地を生かし、インバウンド消費の取り

込みを目指している。 

松原の特産品の創造や観光名所の情報発信を行い、まずは観光地としての認知度を向上

させることが喫緊の課題である。 

 

（2）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 
中長期的には、2018年の人口約 12万人から 2030年には約 10万人となる予想であり、

人口減少による市場の縮小は避けられない状況である。また、2020年頃には大規模商業

施設の開業も予定されており、小規模事業者の更なる競争力の強化が必要になる。また、

高い高齢化率による事業承継問題や生産年齢人口の減少による生産性の低下等、小規模

事業者の取り巻く環境は厳しいものになる。 

また、松原市が平成 24 年に策定した、松原市第 4 次総合計画に基づく産業部門の行

動計画として、「松原市産業振興ビジョン」では、「市内就労者の増加」「松原ブランド

認知の向上」「土地利用プランに適した幹線沿線の利用率」を施策の枠組みとして掲げ

ている。 

当所も、地域経済の支えとなっている小規模事業者の発展が松原市の発展に繋がると

し、「人手不足による生産性の低下を防ぐための就労支援」「小規模事業者の競争力強化

のための企業や商品のブランディングによる魅力創出と情報発信の支援」を行う。 

また、当所としては事業所が集うということが商工会議所の強みのひとつであると考

えており、事業承継の促進と創業支援により、市内事業所数の減少に歯止めをかける。

各支援や取り組みを効果的に行うためにも、経営分析や事業計画策定など事業の持続的

発展に繋がる支援を行い「集ってもらえる 使ってもらえる商工会議所」を目指す。 

 

（3）経営発達支援事業の目標と方針 
 今後の小規模事業者を取り巻く「市内市場の縮小や大型商業施設との競合」「高い高

齢化率による事業承継問題」「生産年齢人口の減少による生産性の低下」などの問題に

対する対策として以下に支援と目標を掲げる。 

 

【目標 1】小規模事業者の魅力の創出と発信を行い、競争力の強化を図る。 

インターネットの活用、展示会や物産展等の活用、松原のブランド認定など強みとな

る個性や特徴のある小規模事業者を広く周知し認知度の向上を図る。また、製造業では
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大企業に勝るとも劣らない魅力的な製造技術・品質管理技術を持つ企業をブランド認定

し、効果的な企業や商品の PR を目指す。また、事業計画の策定を促進することで、上

記取組をより効果的なものとする。 

 

【目標 2】事業承継及び創業に対する支援を行い、事業所数の減少に歯止めをかける。 

事業承継に対する意識の向上や計画に沿った事業承継を図るため、事業承継相談を

年間 15 件対応し、必要に応じて大阪府事業引継ぎ支援センターや専門家と連携を図

る。また、地域の経済動向調査の活用による創業計画の活用により、創業者支援の一

層の強化を図る。創業者の目標を 12件とし、松原市の創業比率（5.52％）の向上を図

る。 

 

【目標 3】市内就労人口の増加に寄与するための支援を行う。 

人口減少、高い高齢化率による生産性低下を防ぐために、地元学生に向けた松原市内

の事業所の PR、市外求職者とのマッチング、外国人雇用の促進を行い市内就労率

（44.2％）の向上、労働力の確保を図る。 

 

【目標 4】観光への取り組み強化によるインバウンド消費の取り込みを図る。 

大阪都心部への良好なアクセス・高速道路網の充実などの立地を生かし、インバウン

ド消費の取り込みを目指すために関係機関との連携を図る。 

 

（4）目標の達成に向けた方針 
目標に対して以下の方針を実行することで、地域経済の支えとなっている中小規模事

業者に対する伴走型支援を行い、松原市の発展に寄与する。 

 

【目標１の方針】 

1.南河内の商業・サービス業を中心とした物産展である「物産展 inまつばら」や大阪

東部・南河内の工業を中心とした「ビジネスチャンス発掘フェア」の活用により、

小規模事業者の販路開拓に関する支援を図る。 

 

2.松原市の大学である阪南大学と松原市と連携し、松原市内の事業所の優れた商品や

技術・ビジネスモデルを認定し、その商品価値や企業価値を「まつばらブランド認

定」として全国に PR する。認定する業種は、商業・工業・農業など多岐にわたり、

地域ブランドの創出と発信を目的とする。 

 

3.松原管内のものづくり企業の活性化・差別化を図るべく、大企業に勝るとも劣らな

い製造技術・品質管理技術を保有する企業を「ものづくりエクセレント企業」とし

てブランド認定する。認定を受けることにより、自社だけでは営業力・ＰＲ力が弱

い企業であっても、一定の水準を確保できていることを強みに販路開拓に活用する。

製造業を対象とし、年間 7事業所のブランド認定を行う。 

 

4.地域の経済動向調査を行い、消費動向を分析・公開することで事業所の新商品開発
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や販路開拓、事業計画の策定に活用する。 

 

【目標 2 の方針】 

1.年 1 回の事業承継セミナーの開催や高度支援に対応するため、税理士などの専門家

や関係機関との連携強化を図る。また、経営指導員等が巡回の際、事業承継の問題

を抱えている事業者の掘り起こしや事業承継に対する意識の向上を図り、経営状況

の把握と承継計画策定を支援する。 

 

2.起業前、起業後間もない事業所に対して、松原市創業支援連携ネットワーク（松原

市・㈱日本政策金融公庫阿倍野支店・池田泉州銀行松原支店・阪南大学）を活用し

て創業支援を行う「創業塾」の開催や創業計画作成支援を行い創業者数の増加及び

創業後の事業の安定を図る。 

 

【目標 3 の方針】 

1.企業の強みや個性などの魅力を掲載した冊子を年 1回発行し、地元学生に PRを行う

ことで若い人材の確保を図る。 

 

2.新たな労働力の担い手である外国人労働者の受け入れに繋がるよう、在留資格制度

や社会保険等の雇用管理の理解度の向上を図るためのセミナーを年 1回実施する。 

 

 3.ハローワーク管内の商工会・商工会議所（柏原市商工会・羽曳野市商工会・藤井寺

市商工会・松原商工会議所）で連携し、中小企業と求職者を支援するために、合同

企業面接会、合同求人説明会を年 1回開催する。 

 

【目標 4 の方針】 

1.特産品には、松原市で育てられた合鴨と松原市で採れた地場野菜で作った「合鴨カ

レー」のアンケート調査を行い地場商品の PR強化を図る。 

 

2.関西国際空港からのアクセスの整備や宿泊施設の誘致など、外国人観光客の受入れ

体制の整備のために松原市などの各関係機関と連携を図る。 

 

【方針に対する共有の考え方】 
「魅力の発信」「ブランド化」「事業承継の促進」「雇用関係」「観光」など松原市の事

業所を取り巻く課題は様々だが、全ての支援の最終目的は事業所の売上・利益に寄与す

ることだと考える。その為に、経営状況の分析を行い、事業計画などの計画を立てて事

業を進めることが重要であり、ＰＤＣＡサイクルを回すことで個社の持続的な成長が成

されると考える。当所では、各支援の最終目的への意識向上を図り、「売上・利益の寄

与」を共通認識とする。 
上記目的を達成するためにも、経営指導員及び一般職員のスキルの向上を図る。具体

的には、経営指導員の研修会への参加と情報の共有、部署ごとのミーティングの充実、

原則 2 人制によるＯＪＴ、外部の専門家の活用など行いスキル向上を図る。そうするこ

とで、事業所の現在の要望に応えるだけでなく、提案できる会議所を目指す。 
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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（2019年 4月 1日～2024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 

■現状と課題 

1.現状 

 これまで実施していない 

2.課題 

 実施する上での課題は、経営指導員が分析結果を踏まえた事業計画の作成など、支援

を行うための資質の向上である。分析結果をミーティングのテーマとして取り上げ、現

状の松原市についての理解を向上させる。 

 

■事業内容 

地域経済分析システム（RESAS）の活用 

地域経済分析システムを活用した地域の経済動向分析を行い、年 1回、4月に公表する。 

【目  的】 

以下の調査項目を分析し、経営指導員が松原市の現状を踏まえた事業計画の策定支援

を行う。また、分析結果を HPで広く周知し、市内事業所の事業運営に活用してもらう。 

【調査項目】 

1.地域経済循環マップ 

生産、分配、支出について、松原市のお金の流れについて分析 

2.産業構造マップ 

製造、卸売・小売業について、事業所数・付加価値額について分析 

3.観光マップ、目的地分析 

 松原市の平日、休日の目的ランキングより、人の流れを分析 

【分析手段】 

経営指導員が分析を行う。 

 

部会ごとのアンケート調査 

 当所の会員が属する 5つの部会に対して、「雇用状況」と「景気動向」について 4 月・

10月に調査し、6月・12月に公表する。 

【目  的】 

松原市の「雇用状況」と「景気動向」について調査分析し、企業を取り巻く経営環境

や直面する課題等の現状把握に役立ててもらうとともに、今後の経営相談において活用

を図る。 

【調査対象】 

100事業所/回（会員構成比に準じ、商業・サービス業 40件、工業部会 20件、建設部

会 20件、財務部会 10件、医療・社会福祉部会 10件） 
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【調査項目】 

1.雇用状況調査 

・調査対象事業所の概要について 

 ①現在の従業員数 ②事業所の所在地域 

・従業員の採用状況について 

①今年度の従業員の採用の有無 ②採用の目的 ③採用しなかった目的 

・現在の従業員数について（過剰・適正・不足） 

・次年度の従業員採用について（今年度に比べ採用数拡大・不変・縮小・採用なし） 

・新規学卒者の採用予定の有無 

・募集に利用した機関・サイトについて（ハローワーク・求人情報サイトなど） 

2.景気動向調査 

業況、売上、採算、資金繰り、仕入単価、従業員の項目（日本商工会議所 LOBO 調査

に準ずる） 

【調査手法】調査票を郵送し返信用封筒で回収する。 

【分析手段】原則、経営指導員が分析を行うが、必要に応じて専門家を活用する。 

 

■成果の活用 

1.情報収集・調査、分析した結果を当所機関紙(松原商工会議所報)、ホームページに 

掲載し、広く管内事業者等に周知する。 

2.経営指導員等が指導を行う際の参考資料とする。 

 

■目標                              

（単位：回） 

HPへの公表回数 現在 2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

地域経済分析システムの公表 

（4月） 
実施なし 1 1 1 1 1 

部会アンケート調査の公表 

（6月・12月） 
実施なし 2 2 2 2 2 

 

 

２.経営状況の分析に関すること 

■現状と課題 

1.現状 

小規模事業者等において融資と補助金申請の際は、経営分析の必要性を感じるが、

日々の業務で謀殺されているため、自主的・継続的に経営分析に取り組んでいない現状

である。 

また、経営指導員が行っている経営分析も融資や補助金申請が目的となっているた

め、融資を目的とした経営分析では財務分析が中心になっており、事業所の強み弱みな

どの定性的な分析は行っていない。一方、補助金申請を目的とした場合は、財務分析が

出来ていないのが現状である。 
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2.課題 

現状の経営分析では、融資・補助金の相談に対してのみ行っている状況である。事業

所が主体的に希望される方はいないため、経営分析に重要性を感じていないように思わ

れる。そのため、融資や補助金をきっかけではなく事業の持続的発展のために経営分析

が必要であることを認識してもらうことが課題である。 

また、融資や補助金の申請のための分析にとどめず、融資申請の際の定性的な分析、

補助金申請の際の定量的な分析を行い、現状の経営状態の総合的な把握のための経営分

析を行っていくことが課題である。 

 

■事業内容 

啓蒙活動を通じた経営分析 

融資等をきっかけとしない経営分析を行うために、事業所に対して経営分析の必要性

を認識してもらう。具体的には、巡回や窓口指導を通じて、経営状態の把握や好不調の

原因追及の必要性について指導し、事業計画策定など事業の持続的発展に繋げる。 

【支援対象】 

巡回訪問や窓口相談等の相談事業者 

 

融資や補助金を契機とした経営分析  

 融資や補助金の申請事業所の中から、事業の現状把握の精度を向上させる必要性があ

る事業所に対して、定量的な分析と定性的な分析を行う。 

【支援対象】融資・補助金の申請事業所 

   （図表-10 経営状況の支援フロー） 

（現状）          （今後） 

 

 

 

 

 

■分析項目 

1.直近の決算書や残高試算表より、売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率の推移、

キャッシュフロー分析などの財務分析を行う。 

2.競合や法律、市場トレンドといった自社を取り巻く外部環境と自社の資産やブランド

力、さらには価格や品質といった内部環境をプラス面、マイナス面に分けて行うＳＷ

ＯＴ分析に準じた項目 

3.事業主が抱えている経営課題について 

  

■分析手法 

業者より提供いただいた資料及びヒアリングを基に経済産業省の「ローカルベンチマ

ーク」などのツールを活用し経営指導員が分析する。 

■活用方法 

1.経営分析により顕著化した課題に対して解決策の提案をする。 

2.専門的な経営課題を有する場合は、税理士・社会保険労務士・中小企業診断士等と協

融資申請 

補助金申請 
 

財務分析 SWOT 等 

SWOT 等 財務分析 

総合的な 
経営状況の把握 
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力し、適切な経営課題の解決を目指す。 

3.経営指導員のレベルアップに活用する。 

 

■目標 

（単位：件数） 

経営分析回数 
申請

件数 現在 2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

啓蒙活動を通じた経営分析 - - 2 2 3 3 3 

融資を契機とした経営分析 30 0 5 5 7 7 7 

補助金を契機とした経営分析 50 0 12 12 18 18 18 
合計 0 0 19 19 28 28 28 

 

３.事業計画策定支援に関すること 

■現状と課題 

1.現状 

小規模事業者は、事業計画作成の必要性の認識の低さや時間等の物理的な理由もあ

り、事業の現在と未来を見据えるための自主的な事業計画の策定及びその相談支援は現

状ない。現状の支援は、小規模事業者持続化補助金などの補助金申請のための経営計画

書の策定、融資や創業を契機とした事業計画の策定となっている。 

また、松原市の問題である事業承継については、現状、事業承継計画の策定支援は実施

していない。 

 

2.課題 

小規模事業者は、売上や利益の向上を図るためには事業計画が必要であることに気づ

いていないことが問題である。理由は、事業計画を策定していないために、成功体験が

事業者に蓄積されていないからであり、課題は事業計画の経験と成功体験をしてもらう

ことである。 

また、当所の経営指導員も事業計画の作成経験も乏しいため、外部専門家の活用や事

業計画策定に対する知識と経験を構築し、共有する体制が課題となる 

  

■支援に対する考え方 

 事業計画作成の意義や必要性を啓発することも必要であるが、まずは策定してもらう

ことを重要視する。現在も要望が多い補助金に対する経営計画書等の策定において、実

現可能性の高いものや意欲ある事業者への啓蒙により経営状況の分析と事業計画の策

定に繋げていく。 

 

■事業内容 

現状、事業計画の策定への意識が低いため、まずは事業計画の策定へ繋げるための「補

助金活用セミナー」を年 1 回開催（定員目標 20 事業所）し、当該セミナーを通じて事

業計画の必要性などの啓蒙を図る。経営状況の分析や事業計画策定への意欲がある事業

所に対しては、経営指導員による支援及び外部の専門家を活用する。 
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（図表-11 事業計画策定の支援フロー） 

 
【支援対象】 

①啓蒙活動で経営分析を行った事業所 ②補助金や融資の活用で経営分析を行った事

業所 ③創業者 ④事業承継に関わる者（承継者・非承継者） 

【策定手法】 

現在、経営指導員は事業計画の策定した経験が少ないために、まずは「事業計画策定

フォーマット」を作成し、共有することにより簡素化を図る。 

経営目標を達成するための事業や商品の具体的な実行計画として、「地域の経済動向

調査」「経営状況の分析」などの現状把握と「課題」そして、「業績推移・販売計画」な

どの取組むべきことを明確化する。 

また、事業承継に関しては事業承継計画書、創業者に対しては創業計画なども使用し、

必要に応じて外部専門家を活用し策定に繋げるとともに技術や分析の視点などを学び、

支援力の向上に努める。 

 

■目標 

啓蒙活動を通じて経営分析をした事業所、融資や補助金を契機として経営分析をした

事業所に対して事業計画の策定へ発展させる。補助金申請者の約 2割を経営分析へ繋げ、

補助金申請者の約 1割を事業計画策定へ発展させる。 

また、現状支援している創業に対する事業計画に加えて、松原市の課題である事業承

継を契機とした事業承継計画策定数の目標も立てる。 

（単位：件数）    

事業計画策定件数 現在 
2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

啓蒙活動、融資、補助金を契機と

した事業計画（セミナー効果含む） 
0 8 8 12 12 12 

 
補助金活用セミナーの開催に関わる

目標の詳細 
現在 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

補助金活用セミナー回数（年間） 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

補助金申請増加目標 - 10件 10件 10件 10件 10件 

補助金セミナーを契機とした経営分析 0件 2件 2件 3件 3件 3件 

補助金セミナーを契機とした事業計画 0件 1件 1件 2件 2件 2件 
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（単位：件数）   
その他、創業計画、 

事業承継計画の策定件数 
現在 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

創業に対する計画 4 6 8 10 12 15 

事業承継に対する計画 0 1 1 2 2 3 

合 計 4 7 9 12 14 18 
 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

■現状と課題 

1.現状 

現状、支援のある創業・融資の事業計画の策定後について、定期的な事業の進捗管理

やフォローアップが出来ておらず、事業所からの要請があった時のみの対応となってい

る。 

 

2.課題 

今後は、策定された計画を活用し PDCA サイクルを回し、より戦略的な事業運営を図

るために、経営指導員が支援した計画を巡回指導や窓口指導によるフォローアップを定

期的に実施することが課題である。 

 

■事業内容 

【頻度】 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とし、経営指導員が概ね半年に 1度の頻度で

巡回訪問のうえ、事業の進捗状況の確認、改善の支援を行う。 

ただし、本来は事業主が主体的な事業計画のチェックや見直しを行う必要があるため

に、事業主の主体性や進捗状況などを勘案してフォローアップの頻度の増減を行う。 

例外 1：訪問回数を増やすべき事業所（2 期連続減収減益、経営指導員が計画と乖離し

ている判断した場合）に対しては、四半期に 1回 

例外 2：訪問回数を減らすべき事業所（2 期連続増収増益、順調に事業を進めている事

業所）は概ね 1年に 1回とする。 

  

【支援内容】 

検証の結果、新たな課題や問題点が確認された場合はその原因と対策を分析し、事業

者に改善を促し事業計画の修正を図る。また、高度な経営課題に関しては適宜、大阪府

よろず支援拠点などの専門機関や税理士等の専門家による個別相談に移行する。 

 

■目標 

原則 6 ヶ月に 1 回の定期的なフォローアップを行うことで、1 年に 1 回の事業所の増加

を最終的な目標とする。また、現在のフォローアップは要望に応じて行っているため件

数は 0件とする。 

 現在 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 
原則 

（6カ月に１回） 
0件 7件 7件 7件 7件 7件 
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例外１ 

（四半期に 1回） 
0件 0件 0件 2件 2件 2件 

例外２ 

（1年に 1回） 
0件 0件 0件 2件 2件 2件 

フォローアップ対

象事業者数 合計 
0件 7件 7件 11件 11件 11件 

 

５.需要動向調査に関すること 

■現状と課題 

1.現状 

小規模事業者の多くは、商品やサービス内容を見直しや新商品開発をする際に、消費

者の需要調査等の情報に基づいて行っていない。実際、巡回訪問した際にアンケート調

査を行っている事業所はほとんどない。 

当所も商品やサービスに関する調査は行っておらず、公開されている 2次データなどを

活用して、個社の事業内容を踏まえた情報提供のみとなっている。 

 

2.課題 

業種や事業内容ごとの 2次データに基づく情報に加えて、顧客の生の声を収集、分析・

提案すること。また、分析した結果を経営指導員で共有し、消費者ニーズの把握を行う

こと。 

 

■事業内容 

「合鴨カレー」の調査 

松原市の特産品である松原市で育てられた合鴨と松原市で採れた地場野菜で作った

「合鴨カレー」の調査を行い、商品改良に活用する。 

支援対象者：原材料生産者・食品製造者・パッケージ製造者・販売者 

サンプル数：100人 

調査手段：年間約 3,000個販売（当所窓口での購入が約 9割）している合鴨カレーの購

入者に対するアンケートの実施を行う。 

調査項目：①味 ②辛さ ③価格 ④パッケージ ⑤購買頻度 ⑥松原市の特産品につ

いて など 

分析手段：調査結果は、大阪府よろず支援拠点の販路開拓の専門家に意見を聞きつつ、

経営指導員が分析を行う。 

分析結果の活用：分析結果は、商品の改良などに活用し、商品に関わる事業所（原材料

生産者・食品製造者・パッケージ製造者・販売者）にフィードバック

する。 

 

「物産展 inまつばら」での調査 

松原市を中心とした南河内産の商品・サービスなどの PRを図るために「物産展 inま

つばら」を毎年 11月に開催している。BtoC である「物産展 inまつばら」の来場者に対

し出展事業所の商品や製品及びサービスに対するアンケート調査を行い、商品や製品及

びサービスの改良や開発に繋げる。 
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支援対象者：約 40の出展事業所（商業 20事業所、サービス 10事業所、工業 5事業所、

その他 5事業所）のうち、アンケート実施を希望する事業所を対象とす

る。出展事業所（40事業所）の約 3割の 12事業所を目標とする。 

サンプル数：1事業所に対して 50人（来場者約 8,000名） 

調査手段：来場者に対して、商業（商品）・サービス業（サービス）・工業（製品）とア

ンケート内容を分別して実施する。 

調査項目：アンケート項目は出展事業所と相談の上、流動的に行うが基本的な項目は以

下の通り 

【商業（商品）】 

①価格 ②商品内容（味や見た目） ③パッケージ ④購買頻度 

 ⑤良い点・悪い点 ⑥事業所の認知度 

【サービス業（サービス）】 

①価格 ②サービス内容 ③パッケージ ④購買頻度 

 ⑤良い点・悪い点 ⑥事業所の認知度 

【工業（製品）】 

①製品の機能 ②見た目 ③色 ④購買頻度 ⑤良い点・悪い点 

⑥事業所の認知度 

分析手段：調査結果は、経営指導員が分析を行う。 

分析結果の活用：調査結果は経営指導員が出展事業所にフィードバックし、更なる改良

開発に繋げる。 

■目標 

（単位：事業所） 

 現在 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 
1. 調査対象事業

者数 
0 4 4 4 4 4 

2.調査対象事業

者数 
0 12 12 12 12 12 

 

 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

■現状と課題 

1.現状 

小規模事業者の製品や商品のＰＲを図り、販路開拓に繋げるための展示会や商談会を

近隣の商工会議所や商工会と連携し開催している。 

また、ものづくり企業の大企業に勝るとも劣らない魅力的な製造技術・品質管理技術を

認定する「ものづくりエクセレト企業」認定事業を実施している。認定事業所には、ロ

ゴマークの使用や大規模出展費補助などの販路開拓の支援を行っている。 

2.課題 

商業・サービス業などの BtoC の事業所においては、市内市場の縮小は避けられない

状態であり、商品やサービスの情報発信などの PR 及び満足度の向上を図ることが課題

である。 

また BtoB である工業においては、優れた技術を持ちながらも小規模事業者の組織的な
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理由もあり販路開拓などの営業力は弱い。ゆえに、技術や製品の情報発信をすることが

課題である。また、現在は事前・事後のフォローが不十分なため、出展の効果を向上さ

せるために事前と事後フォローの強化を図る。 

  

■事業内容 

展示会出展事業（BtoC） 

南河内地区の商工会（柏原・富田林・羽曳野・藤井寺・大阪狭山・河内長野）と連携

で開催している「物産展 in まつばら」では、秋の年 1 回開催で二日間にわたり、市内

外から約 8,000名の来場者するイベントで約 40のブースが出展する。 

【支援に対する考え方】 

人口減少や競合等で市場が縮小する中、南河内を中心とした新規顧客獲得や商品ＰＲ

の場として提供し、新たな需要を開拓することにより、事業所の継続的な発展を図る。 

また、経営指導員が事前・事後の出展支援を行うとともに、事前フォローで経営指導員

が陳列方法などの売上向上策を支援する。事後フォローとしては、開催当日の短期的な

利益に加えて、継続した顧客への発展を図るために、開催中の事業所 PR のための出展

事業所の情報紙を配布する。 

【支援対象】松原市を中心とした南河内の商業・サービス業を重点支援する。 

 

商談会事業（BtoB） 

大阪東部、南河内の 8つの商工会議所、商工会が連携し、秋に年 1回 2日間の「ビジ

ネスチャンス発掘フェア」を開催している。全体で約 150 社（管内 15 社）が出展し、

約 8,000 名の企業関係者が来場される。名刺交換を含む引き合い件数については約

12,000件と活発な商談が行われる。 

【支援に対する考え方】 

高度な技術力、優れた製品を有しながら知名度が低く、販売拡大になかなか繋がらな

い中小企業の自社技術・製品を効果的に幅広く情報発信する。出展者や仕入担当者・バ

イヤーなどの来場者との商談・交流の機会を促進することで、販路拡大の機会を創出し、

情報収集・見込み客の獲得にも繋げ、全国でも有数の工業集積を誇る大阪地域の産業を

広くＰＲする。また、事前フォローとして、出展成果を高める展示装飾などのブースづ

くりや営業手法など、出展者向けのセミナーを開催する。 

【対象支援者】優れた技術等を持った小規模事業者の掘り起しと出店依頼を行い、松原

市内の工業を重点支援する。 

 

■目標 

 現在 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023 年度 

展示会出展事業者数 40 40 40 40 40 40 

売上額/社 － 5万円 6万円 7万円 8万円 9万円 

商談会参加事業者数 15 15 15 15 15 15 

成約件数/社 1 2 2 2 2 2 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
1.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

■現状と課題 

1.現状 

松原商工会議所、松原市役所、ＪＡ大阪中河内、阪南大学と連携し、農商工及び産学

官連携のもと「食」を基本テーマとして市内企業や農業者が松原の食品や農畜産物を紹

介する「まつばらマルシェ」を開催している。市内のみならず、近隣市町村及び他府県

の参加により、広く地産ブランドを内外に発信する場となっている。 

また、松原市を広く全国に PR するために立ち上げたまつばらブランド事業の「La 

Matsubara」は、当所と松原市役所を中心に松原市内の事業者の優れた商品や技術・ビ

ジネスモデルを認定し、その商品価値や企業価値を全国に発信している。 

 

2.課題 

まつばらマルシェでは、地産地消の商品を開発・発表しているが、一過性の賑わいの

創出になっており、地域の特産品として定着認知されていない。 

また、来場者は、会場のみの回遊するため、周辺商店街への経済波及効果も少ないため、

定着した特産品を創出することと街全体にイベント効果を波及することが課題である。 

 

 

■事業内容 

まつばらマルシェ 

松原商工会議所、松原市役所、ＪＡ大阪中河内、阪南大学が連携し、松原市内において、

農商工及び産学官連携のもと、「食」を基本テーマとして開催している。飲食店等の事

業所や農業者が松原の食品や農畜産物を販売する。さらに、近隣市町村及び他府県も参

加し、松原ブランドを含む地産ブランドを内外に発信する場としている。毎年 11 月第

２週目の土日二日間で開催しており、来場者数は、約 37,000 名である。まつばらマル

シェの企画や運営に関する検討を行うための「まつばらマルシェ企画委員会」は春頃か

ら始まり開催までに 10回以上の打合せや会議などを行っている。 

また、一過性の賑わいにならないように、経営指導員による出展前・出展後のフォロー

アップを行う。また、地産地消商品については、まつばらブランド認定事業への誘導で

ブランディングを図る。 

 

まつばらブランド認定事業 

まつばらブランド認定事業「La Matsubara」は、松原市内の事業者の優れた商品や技

術・ビジネスモデルを認定し地域産業のより一層の発展と、松原市のイメージの向上を

図るために、商品価値や企業価値を全国に PRしている。 

松原商工会議所、松原市、阪南大学、松原青年会議所に加え一般市民も参加できる「ブ

ランド研究会」が年間 4 回の研究会を開催し、まつばらブランドの全国へ PR を図って

いる。第 1期の認定事業は 7事業所、第 2期の認定事業は 6事業所である。 
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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 

■現状と課題 

1.現状 

 当所は、商工会議所エリアでは大阪東部地区に位置するため、北大阪・守口門真・大

東・東大阪・八尾と連携して事業などの連携を行っている。また、1972年に商工会から

商工会議所として組織体制を変更したことや労働関係などの管轄が南河内地区に属す

るため、南河内の商工会（河内長野・富田林・大阪狭山・羽曳野・柏原・藤井寺）との

事業などの連携も行っている。 

また、金融機関とは「小規模事業者経営改善資金貸付制度」の審査ポイントや制度の

理解を深める勉強会を実施し支援力の向上を図っている。 

2.課題 

 今後は、他の支援機関などと密に情報交換した情報を経営指導員で共有化し、当所の

事業運営への活用を増進することである。そのために、週 2回ある所属課別の朝礼や所

内で月に 1回行っている相談所の勉強会での情報交換を行う。 

 

■事業内容 

大阪東部地区商工会議所「指導員連絡会」 

【連携者】大阪東部地区商工会議所（北大阪・守口門真・大東・東大阪・八尾） 

【目的、内容】年 1回、若年経営指導員の交流による情報交換と旬なテーマによる勉強

会を行い、経営指導員の支援力の向上を図る。 

 

大阪東部地区商工会議所「中小企業相談所長会議」 

【連携者】大阪東部地区商工会議所（北大阪・守口門真・大東・東大阪・八尾） 

【目的、内容】年 1回、会議所ごとの支援状況や今後の支援などについて、相談所所長

長での情報交換を行い支援力の強化を図る。 

 

労務第三部会 

【連携者】南河内地区商工会（河内長野・富田林・大阪狭山・羽曳野・柏原・藤井寺） 

【目的、内容】5 月 1 回、6 月 1 回、天王寺年金事務所の職員による社会保険の制度変

更などの情報提供や各商工会担当との情報交換を行う。 

 

事業承継ネットワーク 

【連携者】東大阪商工会議所、八尾商工会議所 

【目的、内容】年 2回、事業承継支援のノウハウに関する情報交換及びセミナーや専門

家派遣など連携事業について協力連携を行う。 

 

労務第一部会 

【連携者】南河内地区商工会（河内長野・富田林・大阪狭山・羽曳野・柏原・藤井寺） 

【目的、内容】年 2回、労働基準監督署管轄内の商工会議所・商工会の事務担当による

連絡会議。労働保険年度更新事務や制度変更等の情報交換を行う。 
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経営改善資金推薦団体連絡協議会 

【連携者】日本政策金融公庫、大阪府商工会連合会、富田林商工会、羽曳野市商工会、 

     藤井寺市商工会 

【目的、内容】6 月に 1 回、日本政策金融公庫の融資貸し付け状況や傾向についての報

告や各団体の実施状況の報告などの情報を交換し、小規模事業者向けの

融資制度の推進を図る。 

 

関空アクセス作業部会 

【連携者】松原市役所都市整備部、阪南大学、その他民間企業 

【目的、内容】2 か月に 1 回程度、インバウンドを取り込むために、松原市と関西国際

空港などのアクセスの向上をさせ、地域経済の活性を目指すための調査

や情報交換を行う。 

 

ワーキングホリデー・空き商店等宿泊化作業部会 

【連携者】松原市市民生活部産業振興課、松原市商店会連合会、阪南大学、その他民間

企業 

【目的、内容】3 か月に 1 回程度、商店街の空き店舗の活用に関する情報交換や宿泊化

に向けた取り組みを行い、商店街の活性化を図る。 

 

２.経営指導員の資質向上等に関すること 

■現状と課題 

1.現状 

経営指導員の資質向上のために、各指導員の不足している能力に応じて、大阪府商工

会連合会が主催する経営指導員研修会や中小企業基盤整備機構が主催する中小企業大

学校の研修、関係団体や国が主催する税制度などの専門的な知識に関するセミナーや補

助金などのセミナーなどに参加している。また、一般職員については、日本商工会議所

主催の財務や経理に関するレベル別の研修や観光に関する研修会などに参加している。 

また、若手職員の経験不足を補うために、必要に応じて、ベテラン職員と若手職員の同

行訪問を行っている。支援した内容が分かるカルテは閲覧可能にし、経験不足を補うよ

うにしている。 

 

2.課題 

 研修で受けた内容及び資料については、フィードバックの意味を込めて所内で資料の

回覧を行っているが、各指導員の意識の違いや時間の使い方が異なるために、研修内容

の学習は各指導員に任せている状態である。組織的な能力を向上させるためにも、やる

気などの有無にかかわらず学ぶ体制を構築することが課題である。また、研修に参加で

きる指導員は、時間や人員の関係で限られているため、研修回数を増加させるより研修

内容の共有化を優先する。 

巡回及び窓口での指導に関して、知識の共有化の為に同行での支援を心がけている

が、所内の人員や時間などの制約もあり、徹底はされていない。今後、支援力の向上を

図るためには、ベテラン職員の経験を共有化できる体制の構築が課題である。 
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■事業内容 

スキルアップのための取り組み 

①日本商工会議所や大阪府商工会連合会が主催の研修会への参加 

【対象】経営指導員及び一般職員 

【詳細】当該研修では、事業承継などの制度についての研修やコミュニケーション能力

の向上を図るための研修など多岐に渡るため、経営指導員だけでなく一般職員

も参加の機会を作り、資質の向上に努める。 

②中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）の研修会への参加 

【対象】若手経営指導員 

【詳細】経営指導員として経営分析や事業計画に欠かせない税務などの能力を習得し、

指導力の向上に繋げる。 

③国や関係団体が主催する研修会 

【対象】経営指導員 

【詳細】補助金制度や税の制度改正など、専門的なセミナーでは、経営指導員の資質の

向上に加えて、事業所に周知するための情報収集も担う。 

 

情報の共有化 

①同行による知識・情報の共有化 

【対象】若手職員及びベテラン職員、経営指導員及び一般職員 

【詳細】必要に応じて実施している同行での支援についてルールを構築する。人員の問

題もあるため、時間を要する巡回相談を常時同行することは現体制では困難で

あるが、窓口相談においては原則 2名体制にする。ベテラン職員の経験や知識

の共有化や一般職員に対する支援力向上を図る。 

②定期的なミーティングによる資質の向上 

【対象】経営指導員及び一般職員 

【詳細】研修などの所内へのフィードバックは、研修内容や資料をまとめてファイリン

グ及び回覧を行っているが、各指導員の意欲に左右されている。会議所として

支援力を向上させるために、定期的にフィードバックする時間を月に 1回設け

る。資料の回覧などで知識を習得したうえで、実践的な情報や資料には表現さ

れにくい研修受講者としての意見や情報を共有する。 

■目標 

 現在 2019 
年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

日本商工会議所・

大阪府商工会連合

会の研修 

12回 12回 12回 12回 12回 12回 

中小企業大学校の

研修 
1名 1名 1名 1名 1名 1名 

国や関係団体など 
26回 

 

26回 26回 26回 26回 26回 

同行指導 60回 120回 120回 120回 120回 120回 

定期ミーティング 0回 12回 12回 12回 12回 12回 
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３.事業の評価及び見直しに関すること 

 経営発達支援計画が適切に小規模事業者の支援に繋がるように、その進捗状況、実施

状況の評価、計画の見直しが実行される仕組みを構築する。 

 

■事業内容 

毎事業年度終了後に、松原市市民生活部産業振興課職員、税理士をメンバーとする外

部有識者協議会を年に 1回開催し、経営発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。 

また、当該協議会の評価結果は、当所の中小企業相談所にフィードバックし、次年度の

計画の修正をする。その後、評価結果及び次年度の計画について正副会頭会議で報告、

承認を受ける。 

評価結果及び次年度の計画については、ＨＰでの掲載、事務所への常時備え付け、会

報へ掲載することで、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 
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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 

（2018年 10月現在） 

（1）組織体制 

【経営発達支援計画事業実施人員】 

経営指導員 7名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（2）組織体制 

〒580-0043 

大阪府松原市阿保１丁目２番３０号 

  松原商工会議所 中小企業相談所 

   TEL：072-331-0291 / FAX：072-332-5720 

   E-mail：m-cci@matsubara-cci.or.jp 

 

 

 

 
専務理事 

1 名 

 
理事兼事務局長 

1 名 

【実施体制】 
中小企業相談所 
経営指導員 7 名 

 
業務課 

一般職員 2 名 

総務課 
経営指導員 2 名 
一般職員 1 名 
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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） 

 2019年

度 

2020年

度 

2021年

度 

2022年

度 

2023年

度 

必要な資金の額 9,179 9,179 9,179 9,179 9,179 

 

1.地域の経済動向調査に関すること 

 ・アンケート調査 

2.経営状況の分析に関すること 

 ・広報費 

・専門家謝金 

3.事業計画策定支援に関すること 

 ・補助金活用セミナー 

・創業塾 

 ・事業承継セミナー 

 ・事業承継関連支援 

4.需要動向調査に関すること 

 ・アンケート調査 

5.新たな需要の開拓に寄与する事業に

関すること 

 ・物産展 inまつばら 

・ビジネスチャンス発掘フェア 

6.地域経済の活性化に資する取組に関

すること 

 ・まつばらブランド認定事業 

7.その他、人手不足対策について 

 ・求人・求職マッチング促進事業 

・外国人雇用促進セミナー 

・ＪＯＢ・マッチングフェア 

 

 

50 

 

80 

40 

 

450 

1,130 

450 

400 

 

30 

 

 

2,038 

2,354 

 

 

200 

 

251 

150 

956 

 

50 

 

80 

40 

 

450 

1,130 

450 

400 

 

30 

 

 

2,038 

2,354 

 

 

200 

 

251 

150 

956 

 

50 

 

80 

40 

 

450 

1,130 

450 

400 

 

30 

 

 

2,038 

2,354 

 

 

200 

 

251 

150 

956 

 

50 

 

80 

40 

 

450 

1,130 

450 

400 

 

30 

 

 

2,038 

2,354 

 

 

200 

 

251 

150 

9565 

 

50 

 

80 

40 

 

450 

1,130 

450 

400 

 

30 

 

 

2,038 

2,354 

 

 

200 

 

251 

150 

956 

（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 

会費収入、大阪府補助金、松原市補助金、参加費等 

 

 

（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 

■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 

内 容：当所の部会に対する雇用状況及び景気動向調査の分析について連携する。 

連携先：公益財団法人 大阪産業振興機構、中小企業基盤整備機構 近畿本部 

 

2.経営状況の分析に関すること 

内 容：経営状況の分析において、より専門的な経営課題の解決の際に連携する。 

連携先：公益財団法人 大阪産業振興機構、中小企業基盤整備機構 近畿本部 

 

3.事業計画策定支援に関すること 

内 容：専門家の技術や視点を用いた事業計画の策定の際に連携する。 

連携先：公益財団法人 大阪産業振興機構、中小企業基盤整備機構 近畿本部 

 

内 容：「産業競争力強化法」に基づく特定創業支援事業として創業塾を実施  

連携先：松原市役所、学校法人 阪南大学、株式会社 池田泉州銀行松原支店、大阪シ

ティ信用金庫松原支店、株式会社日本政策金融公庫 阿倍野橋支店 

 

内 容：事業承継ネットワーク事業として、事業承継セミナーを開催する。 

連携先：大阪府 

 

内 容：事業承継相談の際、M＆Aなど高度な相談の際に連携する。 

連携先：大阪府事業引継ぎ支援センター 

 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

内 容：高度な経営課題において、専門家による個別相談を行う。 

連携先：公益財団法人 大阪産業振興機構、中小企業基盤整備機構 近畿本部 

 

5.需要動向調査に関すること 

内 容：合鴨カレーの商品の調査分析において専門家の意見を活用する。 

連携先：公益財団法人 大阪産業振興機構 

 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

内 容：松原市内の優れた技術等を持つ製造業に対するブランド認定事業である「もの

づくりエクセレント企業」における審査等の連携を図る。 

連携先：大阪府、松原市役所、公立大学法人 大阪府立大学 研究推進本部 URAセンター 
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7.地域経済の活性化に資する取組にかんすること 

内 容：毎年 11月頃に開催する地産地消をテーマにしたまつばらマルシェでの企画・運

営で連携し、地産ブランド等を PRする。 

連携先：松原市役所、大阪中河内農業協同組合、阪南大学 

 

内 容：松原市内事業者の優れた商品や技術をブランド認定を図り、市内外に情報発信

する。  

連携先：松原市役所、阪南大学 

 

連携者及びその役割 

1.行政 

■大阪府 

代表者名：府知事 松井一郎 

所在地：大阪市住之江区南港北 1-14-16 咲州庁舎 25階 

連絡先：06-6210-9254 

役割：ものづくりエクセレント企業及びまつばらブランド認定事業の審査委員 

   事業承継ネットワーク事業 

 

■松原市役所 

代表者名：市長 澤井 宏文 

所在地：大阪府松原市阿保１丁目１− １ 

連絡先：072-334-1550 

役割：観光関係の情報発信など観光振興、ものづくりエクセレント企業及びまつばらブ

ランド認定事業の審査委員、「産業競争力強化法」に基づく特定創業支援事業とし

て創業塾を実施 

 

2.公的機関 

■公益財団法人 大阪産業振興機構 

代表者名：理事長 津組 修 

所在地：大阪市中央区本町橋 2 ｰ 5 マイドームおおさか 

連絡先：06-6947-4322  

役割：よろず支援拠点による事業計画策定支援、各種セミナーの連携、事業承継相談 

 

■中小企業基盤整備機構 近畿本部 

代表者名：本部長 中島 龍三郎 

所在地：大阪府大阪市中央区安土町 2丁目 3-13 

連絡先：06-6264-8611 

役割：事業計画策定支援、各種セミナーの講師派遣など 

 

■大阪府事業引継ぎ支援センター 

代表者：統括責任者 上宮 克己 
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所在地：大阪市中央区本町橋 2-8 大阪商工会議所 5階 

連絡先：06-6944-6257 

役割：事業承継関係支援 

 

■大阪中河内農業協同組合 

代表者：代表理事組合長 西川 喜清 

所在地：大阪府八尾市南小阪合町 2-2-2 

連絡先：072-996-1717 

役割：まつばらマルシェでの松原産などの農作物の販売や PR 

 

3.社会保険関係機関 

■ 藤井寺公共職業安定所 

代表者名：所長 稲葉 隆由 

所在地：大阪府藤井寺市春日丘 1丁目 8-5 

連絡先：072-955-2570 

役割：ＪＯＢ・マッチングフェアの求職者への周知等 

 

■ 羽曳野労働基準監督署 

代表者名：署長 倉橋 一正 

所在地：大阪府羽曳野市誉田 3丁目 15-1 

連絡先：072-956-7161 

役割：労働関係セミナー、労働関係についての会議等の開催 

 

■天王寺年金事務所 

代表者名：所長 古河 弘一 

所在地：大阪府大阪市天王寺区悲田院町 7-6 

連絡先：06-6772-7531 

役割：社会保険関係の連絡会議の開催 

 

4.金融機関 

■株式会社 池田泉州銀行松原支店 

代表者名：支店長 泉 吉彦 

所在地：大阪府松原市天美東７丁目 62番地 

連絡先：072-332-5375 

役割：創業支援、地域支援ネットワークによる融資制度 

 

■大阪シティ信用金庫松原支店 

代表者名：支店長 西川 泰 

所在地：大阪府松原市上田 1丁目 7-3 

連絡先：072-332-1700 

役割：創業支援、地域支援ネットワークによる融資制度 
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■成協信用組合 松原支店 

代表者名：支店長 池邊 光輝 

所在地：松原市上田 3-1-25 

連絡先：072-336-1591 

役割：地域支援ネットワークによる融資制度 

 

■株式会社日本政策金融公庫 阿倍野橋支店 

代表者名：支店長 高柿 慎也 

所在地：大阪府大阪市阿倍野区松崎町 3-15-12 

連絡先：06-6621-1441 

役割：創業塾における融資等の講師、経営改善資金についての連絡会議の開催 

 

5.教育機関 

■学校法人 阪南大学 

代表者名：学長 田上 博司 

所在地：大阪府松原市天美東 5丁目 4-33 

連絡先：072-332-1224 

役割：創業支援ネットワーク、まつばらブランド認定事業の審査委員、観光に関する連

絡会議の開催及び調査分析 

 

■公立大学法人 大阪府立大学 研究推進本部 URAセンター 

代表者名：センター長 教授 辻川正人 

所在地：大阪府堺市中区学園町 1-2 

連絡先：072-254-9317 

役割：ものづくりエクセレント企業の審査委員 
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松原商工会議所 

 

小規模事業者 

連携体制図等 

 

 

■阪南大学 
（ブランド認定、創業、観光） 

■大阪府 
（ブランド認定、事業承継、相談） 

■公立大学法人 大阪府立大学 研究推

進本部 URA センター 
（ブランド認定） 

■池田泉州銀行松原支店 
（創業、融資） 

■大阪シティ信用金庫松原支店 
（創業、融資） 

■日本政策金融公庫阿倍野橋支店 
（創業、融資） 

 

■成協信用金庫松原支店 
（融資） 

 

■羽曳野労働基準監督署 
（労働セミナー） 

■天王寺年金事務所 
（情報提供） 

■藤井寺公共職業安定所 
（ＪＯＢ・マッチングフェア） 

 

 

■（公財）大阪産業振興機構 
（よろず援拠点、専門家、セミナー、事業承

継、相談） 

■中小企業基盤整備機構 
（事業計画策定、セミナー） 

■大阪府事業引継ぎ支援センター 
（事業承継） 

 

 

伴
走
支
援 

相
談
依
頼 
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