
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 神戸商工会議所（法人番号 ４１４０００５００２８９９） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

今後、小規模事業者が持続的発展を遂げるには、地域で支持される事業モデルの構

築が必須となる。そこで当商工会議所が事業者に伴走しながら、事業計画に基づく経営

を推進するとともに、小規模事業者の売上・利益に直接つながる事業の実施を通じて、地

域内で存在感を放つ小規模事業者群の育成を目指す。加えて、兵庫県よろず支援拠点

を設置するひょうご産業活性化センターをはじめとする他の支援機関との連携を強化し、

地域の中核支援機関として、小規模事業者に評価される経営支援体制を構築する。 

事業内容 

当商工会議所では市内小規模事業者の持続的発展に向け、他の支援機関との連携

の下、下記の事業に取り組む。 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査 

・地域経済動向に関する外部情報の収集・分析と地区内小規模事業者景況調 

査、経営経済四半期動向調査等の実施 

・事業所への巡回等による地域経済動向に関する情報提供 

２．経営状況分析 

・巡回相談・セミナー等を通じた経営状況を分析する小規模事業者の掘り起し 

・経営改善、補助金活用、融資利用等相談対応を通じた経営状況分析の実施 

３．事業計画策定支援 

 ・事業計画策定の意義や重要性の周知と策定事業者の掘り起し 

 ・事業者のニーズに合わせた事業計画の策定支援（販売促進・創業・経営

革新・販路開拓に関わる事業計画・資金計画等） 

４．事業計画策定後の実施支援 

・計画策定事業者に対する定期的なフォローアップの実施 

・実績を踏まえた計画修正の支援及び計画実施に向けた支援策の提供 

５．需要動向調査 

・需要動向に関するセミナー・講演会の開催 

・商品・サービスに関する需要動向情報の収集・提供 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

・大手企業等を招いた商談会・展示会の開催 

・小規模事業者の広報・PR 支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

・地元行政等と一体となった大型集客イベントの開催 

（神戸ルミナリエ・神戸まつり・みなとこうべ海上花火大会） 

 

連絡先 

神戸商工会議所中小企業振興部経営支援センター 

Tel.078-367-2010/Fax.078-371-3390 
 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1丁目 8-4 神戸市産業振興センター6階 
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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．地域経済の現状と課題 

【神戸市内経済の概況】 

神戸経済は、1868 年の開港以来、神戸港とともに発展してきた。特に第二次世界大戦

後は、造船、鉄鋼などのいわゆる重厚長大産業が神戸経済を牽引し、この重厚長大産業

を支える機械などの産業が発展した。また、港に近い立地条件を活かして食料品、ゴム

製品などの製造業が発展した。近年、全国的な傾向と同様にサービス業など第 3次産業

の割合が増加しているが、他の大都市と比較し、神戸経済は依然製造業の占める割合が

高い。 

 また、港町の風土や洗練された感覚を持った消費者に支えられ、ケミ力ルシューズ、

洋菓子、アパレル、真珠、清酒などの、｢生活文化」に関わるいわゆる「ファッション 

産業」が発展し、神戸の都市イメージの形成に大きな影響を与えている。また、神戸は

大都市でありながら海と山に固まれた独特の地形、広大な農村部、温泉などに恵まれ、

観光関連産業も神戸経済の中で重要な役割を占めている。 

 

 

◇神戸市経済概況 

  数値 備考 

市内商工業者数 65,156 件（うち小規模

事業者 48,159 件） 

出所：「経済センサス平成 21 年

度」総務省統計局 

市内総生産（H24 年度） 6 兆 2 , 4 0 8 億円（名

目）、6 兆 6 , 4 2 9 億

円（実質） 

出所：「平成 2 4 年度神戸市民

経済計算」神戸市 

人口 1,535,373 人 

（694,955 世帯） 

出所：神戸市統計局 平成 27

年 3 月 1 日現在 

開業率（H18～21 年） 3.2％ 出所：「神戸の経済 2012」神戸

市産業振興局 

廃業率（H18～21 年） 7.5％ 〃 
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◇市内事業所数・従業員数 

平成 21 年の神戸市内の事業所数（民営）は 72,748 事業所、従業者数（同）は 741,814

人である。平成８年からの推移を見ると、どちらも平成８年以降減少傾向にあり、平成

16 年には、事業所数が 70,364 事業所、従業者数が 634,522 人にまで減少したが、平成

18 年以降は一転して増加傾向にある。 

 

 

◇業種構成 

平成 21 年の事業所数及び従業者数を産業大分類別に見ると、事業所数では、「卸売業、

小売業」が 19,676 事業所（構成比 27.0％）で最も多く、次いで、「宿泊業、飲食サービ

ス業」12,339 事業所（同 17.0％)、｢不動産、物品賃貸業」6,017 事業所（同 8.3％）と

続いており、この上位３産業で全体の５割以上を占めている。 

 従業者数では、「卸売業、小売業」が 170,131 人（構成比 22.9％）で最も多く、次い

で、「製造業」91,554 人（同 12.3％）、「宿泊業、飲食サービス業」89,854 人（同 12.1％）

と続いている。 

事業所数、従業者数の平成 13 年からの推移を見ると、事業所数では、「製造業」、「卸

売業、小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」などは減少傾向にあるが、「不動産業、物

品賃貸業」、「医療、福祉」、「サービス業」などは増加傾向にある。 

 また、従業者数では、「建設業」、「製造業」、「卸売業、小売業」などは減少傾向にあ 

るが、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、「サービス業」などは増加傾向にある。 
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…データ出所：「神戸の経済 2012」神戸市産業振興局 H.24 年 12 月発行より該当箇所抜粋 

 

 

【地域内小規模事業者の現状と課題】 

 神戸市内の小規模事業者数は 48,159 件、市内商工業者の 74％を占める。当地域では

平成 7年、阪神淡路大震災が発生し、小規模事業者の多くが被災、その経済活動に深刻

なダメージを受けた。震災の影響については、物理的被害もさることながら、地域の産

業構造や経営環境が劇的に変化した面が大きい。大きな変化としては、①神戸市内の人

口減少・可処分所得の減少、②地元有力製造業の本社・工場移転による下請受注の減少、

③神戸港の世界的地位の急落に伴う裾野産業の低迷等が挙げられる（次ページ図表 49）。

これらは他都市にはない劇的な変化であり、特に経営基盤が脆弱な小規模事業者にと

っては、対応が困難で大きなハンデとなっている。震災から時間を経ても、その影響を

引きずる事業者も多い（次ぺージ図表 47・48）。また、それに加え、他都市と同様に大

手チェーン店の進出、人口減少や市場成熟化の進展による恒常的な売上逓減が続いてい

るのが現状である。地域経済全体の課題としては、グローバル化の進展への対応、都市

間競争の激化による相対的都市イメージの低下などが挙げられる。 

震災前の神戸には、レストランや喫茶店、パン屋、婦人服・子供服店、雑貨店、書店、

バー等、“みなと神戸”のエキゾチックな雰囲気を体現した独特の存在感を放つ個店が

多数存在したが、現在はそれらの個性的な店舗の多くが無くなり、他都市と変わりない

風景が拡がりつつある。 

 当地域の小規模事業者の今後に向けた課題としては、経営環境変化への対応と事業モ

デルの再構築が挙げられる。大手・中小企業にはできない、事業主の個人の意思を体現

できる小規模事業者ならではの独自性と事業価値を今の時代に合った形で再構築して

いく必要がある。これは小規模事業者自らが意識改革を行い、自助努力によって取り組

むことが基本であるが、単独では解決が難しい課題でもあり、当所が最も身近な支援機

関として、伴走支援を行うとともに、他の支援機関との連携を強化しながら、地域全体

で小規模事業者を支援する体制を構築することが求められる。 
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図表 47～49 出所：「大震災が地域経済に与える影響について」2011 年 12 月 

         株式会社日本政策投資銀行関西支店/東北支店 
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【商工会議所の取り組みの現状と課題】 

 当商工会議所は明治 11 年（1878 年）、兵庫商法会議所の名称で、東京、大阪と並ぶ日

本で最も古い商工会議所の一つとして設立された。 

業種や規模を問わない商工業者で構成される地域総合経済団体として、地区内におけ

る商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目

的とし、①政策提言や要望活動等を通じて、国・県・市の政策と地元商工業者を繋ぐパ

イプ役を務めるほか、②小規模事業者を中心とする中小企業の経営支援、③行政と連携

した地域振興やまちづくりなどに取り組んでいる。現在の会員数は 10,928 件（H.28 年

1 月 12 日現在）、組織率は 15.8％。 

 

 中小企業の経営支援については、今般の「小規模企業振興基本法」制定、「商工会及

び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の改正に伴い、より役割が増し、

小規模事業者にとって最も身近な支援機関として、当所が支援の中核を担う。小規模事

業者の課題を解決していく支援機関として、これまで以上に信頼を勝ち得ていく必要が

ある。 

 

 当所では本部 6部署のほか、市内 3か所に支部を設置し、経営指導員を配置。支部配

置指導員は、支部窓口で相談対応を行うほか、それぞれが担当する地区を持ち、管内を

巡回。小規模事業者の事業所を訪問し、施策の周知活動並びに各種相談対応を行ってい

る。 

 

 相談内容は金融相談が中心ではあるが、平成 25 年度より、経営革新計画策定支援を

強化し、経営指導員と事業者が共に計画を練り、知事承認までフォローする活動を展開

しており、一定の承認件数を確保してきている。また、近年は、販路開拓のニーズが高

まってきており、商談会への参加を促し、指導員が商談に同席を行いフォローするなど、

取り組みを強化している。 

 

 小規模事業者の支援に向けた課題としては、①事業計画策定等に前向きに取り組む小

規模事業者の掘り起しと動機付け、②直接現場で支援を行う経営指導員の資質向上が挙

げられる。いずれも日々の事業者との接触時の対応がポイントとなるため、一連の支援

の流れを業務フローに落とし込み、研修や OJT の充実をはかるなど、組織的に仕組みを

構築していく必要がある。 

 

【中長期的な小規模事業者の振興のあり方】 

 小規模事業者を取り巻く経済社会環境は大きく変化してきており、変化への対応が求

められている。これには小規模事業者自らが自助努力によって取り組むのが基本であり

それを促す必要があるが、商工会議所としても、小規模事業者の課題を自らの課題とし

て捉え、解決していく支援機関として、行政やよろず支援拠点をはじめとする他の支援

機関等と連携しながら、地域ぐるみで総力を挙げて、支援していく必要がある。具体的

には以下の取り組みに注力することで、地区内の小規模事業者の振興を図っていく。 
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①事業計画に基づく経営の推進 

 今後、少子高齢化に伴う人口減少が加速し、一層の国内市場の成熟化が予想される中、

必要なことはビジネスモデルの再構築である。従前からの事業の成長発展を目指すモデ

ルに加え、小規模事業者ならではの事業価値を再度見つめ直し、限られた商圏内で支持

され持続的に発展を遂げる事業モデルの構築が重要となる。それには顧客ニーズや自社

の強み・弱みを踏まえた事業計画に基づく経営が必要となるが、日々の業務に追われる

小規模事業者が自発的に計画策定を行うのは困難であるケースが多い。 

 そこで当所が事業者に伴走しながら、事業計画に基づく経営の重要性を伝え、計画策

定を支援し、計画策定後もフォローアップを行うことで、新陳代謝の促進も視野に入れ

た事業計画に基づく経営の推進を図る。 

 

②売上や利益を確保し、経営の発達に資する支援の実施 

小規模事業者の振興に向けては、売上・利益に直接つながる販路開拓や既存事業に加

えた新事業展開を促す取り組みも必要であるが、経営資源が限られる小規模事業者にと

って、自力での取り組みには限界もある。そこで、当所をはじめとする支援機関が商談

会の開催による販路開拓やマスコミ等への情報提供による広報支援、各種補助金・施策

の活用支援を行うと同時に、地域経済の動向や市場の需要動向、消費者のトレンド等の

経営判断に活かせる価値の高い情報を適切なタイミングで事業者に提供するなど、小規

模事業者の売上・利益に繋がるきめ細かな支援を実施していく。 

 

③地域経済の活性化に資する事業活動の推進 

都市間競争が激化する中、地域経済の活性化を図るには、個社の支援と併せて、特色

ある地域の魅力や独自性を国内外に打ち出す取り組みも不可欠である。そこで、地域総

合経済団体である当所が主体性を持ち、行政をはじめとする関係者を広く巻き込んで地

域活性化に向けた方向性を共有し、スポットではなく継続的に地域のブランド化による

付加価値づくりや、集客イベントの開催等によるにぎわいの創出に取り組んでいく。 

 

④地域ぐるみで総力を挙げた適切な支援体制の整備 

 小規模事業者の振興に向け、商工会議所が小規模事業者の最も身近な支援機関とし

て、事業者の視点で伴走しながらきめ細かい対応を行っていくために、現場で活動する

経営指導員の資質向上をはじめ、外部専門家と連携した専門的指導機能の強化、情報提

供体制の整備などを行っていく。 

一方、商工会議所単独での支援リソースは限られているため、国、県、市、他の支援

機関等との連携が不可欠である。連携により、それぞれの支援機関の強みを活かすこと

で面的な支援体制が整う。 
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２．経営発達支援事業の目標 

前述の小規模企業を取り巻く現状と課題、中長期的な振興のあり方を踏まえ、経営発

達支援事業の目標としては、次の２つを掲げ、経営指導員のみならず、当所の全組織を

挙げて、事業運営を通じた目標の達成を目指す。 

 

【目標】 

（１）自社の事業価値を把握し、地域内で存在感を放つ小規模事業者群の育成 

 

 今後、小規模事業者が経済社会環境の変化に対応していくには、自身の事業価値を再度

見出し、地域で支持され持続的に発展を遂げる事業モデルの構築が必須となる。それには顧

客ニーズや自社の強み・弱みを踏まえた事業計画に基づく経営が必要となるが、小規模事業

者が自発的に計画策定を行うのは困難を伴う。 

 そこで当所が事業者に伴走しながら、事業計画に基づく経営の重要性を伝え、計画策定を

支援し、計画策定後もフォローアップを行うことで、新陳代謝の促進も視野に入れた事業計画

に基づく経営の推進を図る。加えて、商談会の開催やマスコミ等への情報提供による広報支

援、各種補助金・施策の活用支援など、小規模事業者の売上・利益に直接つながる事業の実

施を通じて、地域内で存在感を放つ小規模事業者群の育成を目指す。 

 

（２）小規模事業者に評価される経営支援体制の構築 

 

 商工会議所は小規模事業者の最も身近な支援機関として、事業者の視点で伴走しなが

らきめ細かい対応を行っていくことが求められる。それには、直接事業者と接する経営

指導員の資質向上をはじめ、外部専門家と連携した専門的指導機能の強化、情報提供体

制の整備などが必要となる。平素の巡回活動等を通じて事業者のニーズを収集しなが

ら、外部の評価等も活用し、これらを仕組みとして、組織的に推進する事業モデルを作

る。また、商工会議所単独での支援リソースを補完強化するため、よろず支援拠点をは

じめとする国、県、市、他の支援機関等との連携を強化し、地域全体で小規模事業者を

支援する体制を構築する。 

 

３．目標達成に向けた取り組み方針 

 

・当所が小規模事業者に対する支援の中核機関としての役割を果たすため、「事業計画

に基づく経営の推進」を念頭に小規模事業者との接点を増やし、巡回窓口相談、セミ

ナー、各種商談会等、あらゆる機会を通じて、経営分析と事業計画づくりの重要性を

周知し、やる気のある小規模事業者の発掘を進める。 

・支援にあたっては、地域の経済動向や需要動向に関する情報提供を随時行い、経営分

析による現状把握と課題の抽出、その対応をはかる事業計画の策定へと小規模事業者

の意向を踏まえながら、売上や利益の確保につながる実効性のある支援を行う。 

・計画策定後は全ての支援先に対して、経営指導員による伴走型の継続したフォローア

ップを行い、計画の実行と実行を阻害する課題の解決を支援する。加えて、商工会議

所として、商談会等を活用した販路開拓機会の提供や小規模事業者の広報支援、地元
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が一丸となった地域経済の活性化につながる集客イベントの開催等を行い、小規模事

業者の経営振興をはかる。 

・また、組織としての経営支援機能の向上をはかるため、経営指導員の資質向上をはじ

め、外部専門家との連携強化、各種情報の収集・提供体制の整備を行うとともに、商

工会議所単独での支援リソースを補完強化するため、よろず支援拠点をはじめとする

国、県、市、他の支援機関等との連携を強化する。 

・これらの取り組みにより、地域に自社の事業価値を訴求し、存在感を放ち続ける小規

模事業者を数多く育成し、その経営を地域全体で支える支援体制を構築する。 

 

 

〔概念図〕 
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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２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

・現状、地元自治体が行っている調査など、外部の地域経済動向に関する情報の収集・分析は組

織的にはなされていない。また、当所が独自に、四半期毎に市内事業者に対して、景況感や現

在抱えている課題等について、アンケート調査を実施しているが、結果については、協力事業

者へのフィードバックに留まっている。 

・課題としては、①地域全体の経済動向の把握とその活用を仕組みとして構築すること、②当所

が管内事業所に対して行っている独自の調査結果を組織内で共有し、小規模事業者の支援に繋

げていくことが挙げられる。 

 

【今後の取り組みと効果】 

・兵庫県、神戸市が行っている地域経済動向調査について、定期的に情報収集・分析を行い、組

織内で共有する仕組みを構築し、結果についても経営指導員を通じて、地域の小規模事業者に

還元する。 

・当所が独自に四半期毎に実施しているアンケート調査結果については、協力事業者へのフィー

ドバックに留まらず、巡回等を通じて、地域の小規模事業者にも情報提供を行うことで、各事

業者が経営判断に活用できるよう運用を変更する。 

・外部情報、内部情報に基づいた地域経済の動向を定期的に経営指導員が共有することで、小規

模事業者に対して、地域経済の現状を踏まえた的確な助言、経営指導を行うことが可能となる。

 

【事業内容】 

（１）経済動向調査（外部） 

・地元自治体である兵庫県、神戸市が行っている各業界の動向や市場の需要動向等、経済動向に

関する調査結果を毎月収集し、本部管理職・スタッフ（中小企業振興部）と小規模事業者に対

する経営指導の拠点である市内３支部の事務長で構成する連絡会議（事務長会 月 1回開催）

において、地域経済動向についてのポイントを分析し、意見交換する時間を設け、情報を共有

する。結果については、経営指導員が巡回・窓口相談時に調査レポートを交付するなどして、

地域の小規模事業者に情報提供を行い、経営判断の材料として活用をはかる。 

 

〔調査項目〕 

 ・神戸市産業振興局作成「神戸経済の現状」…月次更新 

   市内景況・雇用動向、分野別・項目別経済統計（各業界動向、オフィス供給動向、 

貿易動向、市内倒産状況、神戸市制度融資実績）、雇用概況（完全失業率、有効 

求人倍率等） 

  ・兵庫県産業労働部作成「兵庫県の経済・雇用情勢」…月次更新 

    概況、景況（景気総合指数、企業業況判断、物価）、需要動向（百貨店・スーパー 

    販売、乗用車販売、消費支出、住宅着工、設備投資、公共工事、輸出入）、 

企業活動（鉱工業指数、取扱貨物量、企業収益）、雇用動向、金融動向、 

県内主要業種の概況、その他指標 
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【目標】 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事務長会における地域経済

動向の分析・情報交換 
― 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 

 

（２）経済動向調査（内部） 

・四半期毎に、業種構成のバランス等を基準に当所が選定した市内小規模事業者 80 社、大手・

中堅企業 100 社に対し、個社の売上動向や設備投資の状況、景況感、経営課題等について、ア

ンケート調査を実施し、地域経済動向を把握する。小規模事業者については経営指導員が対面

で、大手・中堅企業については FAX 等で調査票を配布・回収する。 

・集計結果については、これまでは各種要望や事業企画等、当所の事業運営に活用するほか、協

力事業者のみに提供していたが、今後は経営指導員を通じて、巡回や窓口相談時に市内小規模

事業者にも結果をまとめたレポートを交付し、経営判断の材料として、活用をはかる。 

 

〔調査項目〕 

 ・企業の現状（売上・資金繰り・仕入・原材料・在庫・採算・従業員等の動向） 

 ・景況感 

 ・設備投資の動向 

 ・経営上の問題点 等 

 

【目標】 

調査名 対象 現状 
（調査先）

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

日本商工会議所中小企業

景況調査（年 4回） 

小規模事業者 80 件 80 件 80 件 80 件 80 件 80 件

経営経済四半期 

動向調査（年 4回） 

大手・中堅企業 50 件 100 件 100 件 100 件 100 件 100 件

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現状と課題】 

・現状、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催など様々な機会を通じて、小規模事

業者の経営状況の把握は行っているが、経営状況の分析に焦点を定めた活動は特に行っていな

い。また、経営状況の分析項目についても特に定めていない。 

・小規模事業者は人員も限られており、日々の業務に追われる中、自社の経営状況分析に関心を

示さない、また、関心はあるものの取り組めていない事業者が多数存在する。 

・課題としては、経営状況の分析を行う業務フローの確立と分析項目の明確化、小規模事業者に

対する経営状況分析の重要性の周知と動機付けが挙げられる。 

 

【今後の取り組みと効果】 

・小規模事業者の持続的発展に向け、自社の経営状況の分析は重要である。経営指導員による巡

回・窓口相談、マル経融資等の公的融資利用時の調査や各種セミナーの開催等を通じて、分析

の対象となる小規模事業者の掘り起しを行うとともに、分析項目についても内容を定め、内部

外部要因分析（SWOT 分析）、３C分析（市場・競合・自社）、財務分析（収益性・安全性・資金

繰り等）などの分析手法を活用する。 
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・分析項目や目的を明確にし、経営指導員が行う経営支援業務フローの中に経営状況の分析を取

り入れることにより、小規模事業者は自社の経営状況を適切に把握、今後の取り組みを具体的

に検討することができる。これにより、次のステップである事業計画策定へのスムーズな移行

が可能となる。専門的な課題等については、外部専門家と連携し、現状分析と課題解決に向け

た方策の提示などを行う。 

 

〔経営状況の分析に向け、主に情報収集を行う項目〕 

 ・事業の内部環境の整理（強み・弱み）、外部環境の整理（脅威・機会）⇒SWOT 分析 

 ・市場における自社の状況の整理（市場・競合先・自社の位置づけ等） ⇒3C 分析 

 ・財務に関する情報（BS・PL・借入の状況・資金繰り表等）      ⇒財務分析 

 

【事業内容】 

（1）～（4）は主に経営状況の分析を行う小規模事業者の発掘に向けた取り組み、（5）～（9）

は具体的な分析先について記載しております。 

 

小規模事業者の発掘に向けた取り組み 

(1)巡回・窓口相談 

支部配属の経営指導員による小規模事業者への巡回訪問、支部窓口での相談対応を通じて、 

分析の対象となる小規模事業者を掘り起し、経営状況の把握と分析を行う。 

 

(2)専門家派遣 

専門的な経営課題については、外部専門家（中小企業診断士、税理士、社会保険労務士等）を

事業所に派遣し、各種アドバイスを行っている（経営指導員が帯同）。相談内容によっては、

経営分析が必要なケースもあるため、当事業を通じて、分析対象事業者の発掘を行う。 

 

(3)セミナー・講習会 

小規模事業者が関心を持つ経営課題等をテーマにした講座・講習会を開催し、経営分析の重要

性の周知と動機づけ、前向きな事業者の発掘を行う。 

 

(4)専門相談室 

各種専門家（弁護士・中小企業診断士・税理士・社会保険労務士）による事前予約制の専門相

談室を開設し、相談者の中から経営状況の分析を行う小規模事業者を掘り起こす。 

 

具体的な分析先と内容 

(5)経営改善をはかる小規模事業者に対する分析 

上記の経営指導員による巡回・窓口相談、セミナーの開催等を通じて、小規模事業者に自社の

経営状況の分析の重要性を周知し、現状の把握と分析を行い、それぞれの事業者の課題を抽出。

課題への対応を行うとともに次のステップである事業計画策定へのスムーズな移行をはかる。

 

→主に SWOT 分析、3C 分析を用いて現状分析を実施。自社を取り巻く外部環境、内部環境の整

理、自社のポジショニングの確認等を行い、結果を今後取り組むべき経営上の課題を明確に

し、需要を見据えた事業計画策定を促すために活用する。 
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(6) 創業・事業承継相談者に対する分析 
 創業相談の際、事業の実現可能性、資金計画の有効性等について分析を行い、創業時の事業リ

スクの低減に活用する。また、事業承継相談対応の際には、経営の現状把握と分析を行い、 

新旧経営者間の円滑な事業承継につなげる。 

 

→創業希望者については、開業を計画している事業の強み・弱みの整理や競合状況等の分析を

行い、事業の実現性・継続可能性について、助言を行うとともに、自己資金等の財務分析を

通して余裕ある資金計画の策定を支援する。事業承継相談者に対しては、SWOT 分析・3C 分

析・財務分析を行い、新旧経営者が正確な経営状況を把握した上で事業承継に取り組めるよ

う支援を行う。 

 

(7)持続化補助金等、各種補助金申請者に対する分析 

 小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金、創業・第二創業

補助金など、小規模事業者が活用できる各種補助金申請書策定支援時に、申請者の経営状況の

把握と分析を行い、補助金申請内容のブラッシュアップと実効性の高い事業計画策定への材料

として活用する。 

 

→主に SWOT 分析、3C 分析を用いて現状分析を行い、補助金の活用が①自社の強みを外部の機

会に適応させる、②競合先との差別化をはかる、③顧客ニーズへの対応に繋がる取り組みに

なるよう補助金申請内容のブラッシュアップを図ると共に実効性の高い事業計画策定の材 

料として活用する。 

 

 (8)マル経融資・小規模事業者経営発達支援融資利用希望者に対する分析 

日本政策金融公庫の融資制度である「マル経融資」、「小規模事業者経営発達支援融資」の利用

希望者に対して、推薦の際の実態調査時に経営状況の把握と分析を行い、経営基盤の強化につ

ながる有効な資金の活用をはかる。 

 

(9)その他、制度融資利用希望者に対する分析 

国（日本政策金融公庫普通貸付等）・兵庫県・神戸市制度融資あっせん時の調査を通じて、経

営状況の把握と分析を行い、経営基盤の強化につながる有効な資金活用をはかる。 

 

（8）、（9）共通 

→財務状況の分析により、必要資金の精査、余裕のある返済を実現するとともに、SWOT 分析

や 3C 分析を活用して、自社の強みや市場における自社の位置づけを小規模事業者に再確認

してもらうことにより、新たな資金調達を単なる資金繰り手段ではなく、自社の経営基盤 

の強化につながる手段としての活用を促す。 
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【目標】 

 事業者との接触機会を活用し、より多くの事業者の発掘と経営分析を行う。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

巡回件数 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

窓口相談件数 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

専門家派遣件数 170 170 170 170 170 170

セミナー講習会回数 80 80 80 80 80 80

専門相談室相談件数 270 270 270 270 270 270

経営分析件数（社数） 950 990 1,015 1,040 1,065 1,130

 

 

 

内 

 

訳 

経営改善をはかる小規模事

業者に対する分析件数 
― 10 20 30 40 50

創業・事業承継相談者に対

する分析件数 
40 50 55 60 65 70

持続化等各種補助金申請者

に対する分析件数 
500 520 530 540 550 600

マル経・小規模事業者経営

発達支援融資利用希望者

に対する分析件数 

250 250 250 250 250 250

その他制度融資利用希望

者に対する分析件数 

160 160 160 160 160 160

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 

・現状、当所と接点を持つ小規模事業者で自発的に事業計画を策定している事業者は極めて少な

い。平成 25 年度より、経営革新計画の知事承認件数の目標を定め、計画策定を支援する事業

者の掘り起しを行っているが、事業計画づくりへの動機づけに苦労している。 

・一方、近年は小規模事業者持続化補助金等、国の補助金申請時に必要な事業計画策定支援に取

り組んでいる。当初は戸惑いもあったものの、融資相談への対応に加え、経営指導員の事業計

画策定支援スキルは年々向上してきている。 

・課題としては、①小規模事業者に対する事業計画策定の必要性・有効性の周知、②事業計画策

定に取り組む前向きな小規模事業者の掘り起こし、③計画策定を支援する経営指導員のさらな

るスキルアップが挙げられる。 

 

【今後の取り組みと効果】 

・巡回や窓口相談、各種セミナー・商談会等において、当所と接点を持つ中で、小規模事業者に

対して事業計画策定の必要性・有効性を効果的に周知し、現在の経営状況や需要動向を踏まえ、

前向きに自社のビジネスモデルの再構築に取り組む意思を持つ小規模事業者の掘り起しに注

力し、それぞれの経営課題に対応する形での事業計画の策定を支援する。 

・事業計画策定にあたっては、経営者と経営指導員が現状と課題を共有した上で、相互に計画を

練り、対話を重ね仕上げていき、必要に応じて専門家の派遣等を行う。 

・事業計画の種別については、事業者のニーズに合わせた形式の事業計画を策定する（販売促進・

集客計画、経営革新計画、販路開拓に関わる事業計画等）。 

・これらの取り組みにより、地域内の小規模事業者の事業計画策定の重要性を伝え、計画に基づ

く経営を推進することができる。 
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【事業内容】 

（1）～（4）は主に事業計画策定の必要性・有効性の周知と支援を行う小規模事業者の発掘に向

けた取り組み、（5）～（9）は事業計画の種別と内容について記載しております。 

 

事業計画策定の動機づけ・支援先の発掘に向けた取り組み 

(1)巡回・窓口相談 

支部配属の経営指導員による小規模事業者への巡回訪問、支部窓口での相談対応を通じて、 

事業計画に基づく経営の必要性・有効性を周知すると共に計画策定を支援する小規模事業者の

発掘を行う。 

 

(2)専門家派遣 

専門的な経営課題については、外部専門家（中小企業診断士、税理士、社会保険労務士等）を

事業所に派遣し、各種アドバイスを行っている（経営指導員が帯同）。相談内容によっては、

事業計画の策定が必要なケースもあるため、当事業を通じて、対象事業者の発掘を行う。 

 

(3)セミナー・講習会 

小規模事業者が関心を持つ経営課題等をテーマにした講座・講習会を開催し、事業計画策定の

重要性の周知と計画策定に前向きな事業者の発掘を行う。 

 

(4)専門相談室 

各種専門家（弁護士・中小企業診断士・税理士・社会保険労務士）による事前予約制の専門相

談室を開設。相談内容を確認の上、事業計画策定が必要な支援先の発掘を行う。 

 

策定支援を行う事業計画の種別と内容 

(5)経営計画・販売促進計画等、小規模事業者の経営改善をはかる事業計画の策定支援 

小規模事業者が策定する事業計画は、事業全体を対象とする経営計画をはじめ、販売促進計画、

新規販路開拓や店舗への集客策、新規事業計画、IT の活用など多岐にわたる。 

当所が経営状況の分析を行った事業者に対しては、抽出された課題への対応をはかる計画策定

の支援を行うほか、上記（1）～（4）で発掘した事業者に対して、各事業者が望む形式の事業

計画の策定支援を行う。 

 

(6)創業計画・事業承継計画の策定支援 

 県・市・他の支援機関と連携し、創業予定者や創業間もない小規模事業者を対象にビジネスプランの

策定や経営実務に関するセミナー等を開催し、参加者の個別ビジネスプランの策定を支援する。ま

た、円滑な事業承継に向け、事業承継計画の策定支援を事業引継ぎ支援センターと連携して行う。 

 

(7)持続化等各種補助金事業計画の策定支援 

 小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金、創業・第二創業

補助金など、小規模事業者が活用できる各種補助金申請時に必要な事業計画の策定支援を行

う。なお、当支援は申請内容を勘案し、特に採択される可能性が高い小規模事業者に対して集

中的に行う。 
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(8)経営革新計画の策定支援 

 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の知事承認に向けて、基本的な相談から計画

策定、知事承認、承認後のフォローアップまで伴走して小規模事業者の支援を行う。 

 

(9)マル経融資・小規模事業者経営発達支援融資等に係る事業計画策定支援 

 マル経融資、小規模事業者経営発達支援融資等のための事業実態調査の際、経営状況の改善や

需要動向を踏まえた計画策定の支援を行う。 

 

【目標】 

 各種事業を通じて、事業計画を策定する小規模事業者の発掘を行い、計画の策定を支援する。

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

巡回件数 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

窓口相談件数 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

専門家派遣件数 170 170 170 170 170 170

セミナー講習会回数 80 80 80 80 80 80

専門相談室相談件数 270 270 270 270 270 270

事業計画策定支援件数（社数） 280 350 415 480 545 610

 

内 

 

訳 

経営計画・販促計画等 ― 10 20 30 40 50

創業計画・事業承継計画 40 50 55 60 65 70

持続化等各種補助金事業計画 200 200 200 200 200 200

経営革新計画 40 40 40 40 40 40

マル経融資等に係る事業計画 ― 50 100 150 200 250

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

【現状と課題】 

・現状、経営革新計画等、事業計画策定後の計画実施支援については、当所機関誌や地元マスコ

ミへのプレスリリース等を通じた広報支援が中心である。その他は計画策定後に接触した際、

状況を聴取するほか、事業者から申し出があった場合にスポットで対応している。 

・計画策定に取り組む小規模事業者は、計画が完成するとそこで一段落し、計画の達成に向けた

アクションに取り組まないケースも多い。 

・課題としては、計画策定後のフォローアップの仕組みを構築すること。特に、小規模事業者に

策定した計画を実行するよう促す体制を作ることが挙げられる。 

 

【今後の取り組みと効果】 

・今後は計画策定の支援に留まらず、その後も定期的にフォローアップを行い、計画で定めた目

標の達成に向け、伴走支援を行う。 

・事業計画策定を支援した小規模事業者については全件、四半期毎に計画の進捗状況の確認を行

い、必要な支援を行うとともに、計画の見直しや専門家派遣、商談会への参加呼びかけや広報

支援等を行うことで、策定計画の実施を支援し、事業計画に基づく経営を推進する。 

 

 

 

 

 



- 16 - 
 

【事業内容】 

下記（1）～（5）の当所が事業計画策定を支援した全ての小規模事業者に対して、四半期毎に経営指

導員が接触して計画の進捗状況の確認を行い、それぞれに対応した計画の実施支援を行う。 

 

  (1)経営計画・販売促進計画等策定先 

(2)創業計画・事業承継計画策定先 

(3)持続化等各種補助金事業計画採択先 

(4)経営革新計画策定先 

(5)マル経融資・小規模事業者経営発達支援融資等に係る事業計画策定先 

 

（1）～（5）の支援先に対して共通で行う内容 

フォロー時に計画通りに進捗していない場合は、原因の分析を行い、実行に向けた取り組みを

促す。計画内容の見直しが必要な場合は、経営指導員が小規模事業者と対話を重ね、計画の修正

を支援する。 

自力では解決できない課題が生じている場合は、専門家派遣等を活用し、課題の解決策を検討

する。販路開拓に苦戦している場合は、当所機関紙で商品・サービスを紹介し広報支援を行うほ

か、ターゲットの需要動向を探り、情報提供や個別の事業者とのマッチング、当所が主催する商

談会・展示会への参加を呼びかけ、販路開拓を支援する。（広報支援・商談会の開催については

P.19「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】」に記載）。 

当所では対応が難しい状況であれば、兵庫県よろず支援拠点等、他の支援機関の支援メニュー

を活用し、計画の実施を支援する。上記に加え、計画種別により個別に行う実施支援については

以下に記す。 

 

計画種別により個別に行う実施支援内容 

(1)経営計画・販売促進計画等策定先への計画実施支援 

 上記共通事項を中心に計画の実施支援を行う。 

 

(2)創業計画・事業承継計画の策定先への計画実施支援 

 創業計画策定先については、開業後の状況を把握し、経営基盤の確立に向けた助言を行うとと

もに開業資金の借入がある場合は資金繰りの指導等を行う。事業承継計画策定先については事

業引継ぎ支援センターと連携し、新旧経営者間の円滑な事業承継を丁寧にフォローする。 

 

(3)持続化等各種補助金事業計画採択先への計画実施支援 

 小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金、創業・第二創業

補助金など、当所が関与した採択先に対して、補助事業が事業計画通り円滑に遂行できるよう、

節目ごとに経営指導員が接触し支援を行うとともに補助事業終了後の報告・補助金請求等につ

いてもフォローを行う。 

 

(4)経営革新計画策定先への計画実施支援 

 経営革新計画の知事承認後、認定された商品・サービスの概要を当所機関誌で紹介し、計画の

認知度を高める。 

 

(5)マル経融資・小規模事業者経営発達支援融資等に係る事業計画策定先への計画実施支援 

 計画の進捗状況を確認し、計画実施に向けた支援を行うとともに融資の効果を検証し、資金繰

りの指導等も行う。 
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【目標】 

 当所が計画策定支援を行った全ての小規模事業者に対して、計画策定後も 4半期毎にフォロー

アップを行い、進捗状況の確認、課題の解決等、計画の実施支援を行う。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画実施支援件数（社数） 280 350 415 480 545 610

 

内 

 

訳 

経営計画・販促計画等策定先 ― 10 20 30 40 50

創業計画・事業承継計画策定先 40 50 55 60 65 70

持続化等各種補助金採択先 200 200 200 200 200 200

経営革新計画策定先 40 40 40 40 40 40

マル経融資等融資実行先 ― 50 100 150 200 250

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

・需要動向に関する情報収集や提供は、体系的に実施しておらず、特に項目も定めていない。セ

ミナー開催や個別企業の相談対応時に逐次行っているのが現状である。 

・需要動向は各小規模事業者の商品・サービス、業種や規模、顧客ターゲット等により異なり、

リアルタイムで変化していくため、支援機関としても、様々な切り口・形態で事業者が求める

価値の高い最新情報を提供できる体制を整備することが課題である。 

 

【今後の取り組みと効果】 

・今後は需要動向に関する情報収集・提供を組織的に行える体制を整え、下記の通り、消費ト 

レンドや市場動向などの大きな傾向を把握するセミナー、現役バイヤーからの最新情報、個別

企業の商品・サービスに関する対応まで、体系的に行っていく。 

・これらの取り組みにより、個店が蓄積した内部データに、小規模事業者が単独では収集が難し

い市場の需要動向や顧客ニーズに関する外部データを加え、需要動向を踏まえた、より精度の

高い販路開拓や商品開発に取り組むことが可能となる。 

 

【事業内容】 

(1)需要動向に関するセミナー・講演会の開催 

現在、市場に支持されている商品やサービスを提供している有力企業の経営者や消費トレンド

の分析を行う専門家等を招き、小規模事業者が取り扱う商品・サービスの需要動向について情

報提供を行うセミナー・講演会を定期的に開催し、需要動向を踏まえた販路開拓・新商品開発

につなげる。また、講演録やセミナーの概要を当所の機関誌に掲載することで、広く情報提供

を行い、事業者の意識改革を促す。 

 

(2)現役バイヤー等からの需要動向に関する情報収集と小規模事業者への提供 

〔商談会〕 

当所では毎月 1～2 社大手小売バイヤー等を招いた月例商談会を開催し、年間を通じて絶えず、現

役バイヤーとの接触を図っている。そこで、商談会企画時にバイヤー企業が求める商材についての 

ニーズの把握と分析を行い、参加者募集の際、事前に小規模事業者に対して情報提供を行なうと同

時に、WEB サイトでの情報発信も行う。また、商談会当日、バイヤー来所時に市場全体の動向や売 

れ筋商品、消費者ニーズ等についてのヒアリングを行い、結果を分析し、集約。即時に商談会参加者

に伝えるとともに、経営指導員が常時アクセス可能な共有フォルダに情報を商材やバイヤー業態ごと

に分類・蓄積し、巡回・窓口相談時に管内の小規模事業者に対して情報提供を行う。これにより、需 

要動向を踏まえた精度の高い販路開拓・商品開発が可能となる。 
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〔展示商談会〕 

小規模事業者が年 2回春夏・秋冬向けの商材を展示し、新規取引先への販路開拓を行う展示商

談会において、需要動向に関する情報収集と提供を行う。具体的には展示商談会開催の都度、

事前に、出展者向けに対策セミナーを開催。流通事情に精通する外部専門家より、消費者やバ

イヤーが求める商品情報・トレンド・訴求手法等について、情報提供を行う。加えて展示会来

場者へのアンケートを実施し、展示会出展者の評価、現在求めている商材についての情報を収

集し分析を行い、結果を即時に展示会出展者に対して情報提供を行うほか、前記と同様に経営

指導員が常時アクセス可能な共有フォルダに情報を分類・蓄積し、経営指導員が巡回・窓口相

談時に管内の小規模事業者に対して情報提供を行い、需要動向を踏まえた販路開拓、商品開発

に活用する。 

 

(3)個社支援における需要動向に関する情報提供 

小規模事業者が求めるレベルに応じて、各種新聞・書籍・専門誌、ネット情報、データーベー

ス（日経テレコム・きんざい業種別審査辞典 DB 等）等により、小規模事業者が取り扱う商品・

サービスの需要動向に関する情報（市場規模・トレンド・同業有力店の動向等）を収集・分析

し、経営指導員が個別の事業者に提供し、需要動向を踏まえた事業計画の策定等に活用する。

専門的な需要動向の把握と提供については、業界動向に詳しい外部専門家等と連携し、個別に

指導を行う。 

なお、需要動向に関する情報提供については、P.10「２．経営状況の分析【指針①】」と関連

が深く、同時に行った方が効果的であるため、当所では経営状況分析先に対して、一体的に実

施する。 

 

【目標】 

 事業計画の策定等に役立つ需要動向に関する情報収集を外部講師によるセミナー、現役バイヤ

ーからのヒアリング、書籍、WEB サイト、各種データーベース等により常時行い、得た情報を経

営指導員による経営指導の際に小規模事業者に提供し、販路開拓や需要に基づく計画策定等に活

用する。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

需要動向に関するセミナー・講

演会の開催（上段回数・下段参加者数） 

― 10

400

10

400

10 

400 

10 

400 

10

400

現役バイヤー等からの需要動

向情報収集件数 

― 60 70 80 90 100

上記情報提供件数※ ― 940 1,060 1,180 1,300 1,400

需要動向に関する個社支援件数

（社数） 

950 990 1,015 1,040 1,065 1,130

 

 

内 

 

訳 

経営改善をはかる小規模事

業者 

― 10 20 30 40 50

創業・事業承継相談者 40 50 55 60 65 70

持続化等各種補助金申請者 500 520 530 540 550 600

マル経・小規模事業者経営

発達支援融資利用希望者 

250 250 250 250 250 250

その他制度融資利用希望者 160 160 160 160 160 160

  ※P.19 月例マッチング商談会・テーマ別販路開拓市・展示商談会参加者への提供 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

【現状と課題】 

・小規模事業者は総じて情報発信力が弱く、大手企業等との接触機会も少ない。これらに対応す

るため、当所では大手企業バイヤー等を招いた商談会を常時開催し（毎月 1～2社を招聘）、商

談機会を提供しているほか、機関誌を通じた小規模事業者の情報発信を行い、広報支援を展開

している。 

・商談会については、商材発掘に意欲的な新規バイヤーの招聘、商談会の地域内での周知と新規

参加者の獲得、成約率の向上が課題となっている。 

・また、現行の商談会形式でのマッチングは、面談する事業者をバイヤーが選定するため、商談

を行う事業者の数が限られる。さらに販路開拓の機会を拡げるため、商談会形式以外の企業間

マッチングの仕組みを強化する必要がある。 

・広報支援の課題としては、対外的に広く情報発信を行うことを躊躇する小規模事業者が多いた

め、広報の重要性の周知と動機づけ、支援先の掘り起しをはかることが挙げられる。 

 

【今後の取り組みと効果】 

・特色ある商品を持ちながら、情報発信力が弱く、大手企業等への商談接触機会も少ない小規 

模事業者や当所が事業計画策定支援後、計画の実施フォローを行う小規模事業者に対し、年間

を通じて継続的に商談機会の提供、広報面の支援を行っていく。 

・商談会については、他地域の商工会議所と有力なバイヤー企業等についての情報交換を進める

と同時に地域内の支援機関との連携を強化し、広報・周知に注力することで、新たな参加者を

掘り起こす。加えて、新たに民間信用調査機関等のデータを活用し、有力なバイヤー企業や小

規模事業者の販路開拓候補先の発掘を行い、商談会への招聘や商談会以外の新たな形式での個

別企業間のマッチング機会を提供することで小規模事業者に対してより多くの販路を拓く。 

・商談やマッチングの成約には、商品やパッケージ、販売方法のブラッシュアップと同時に場数

を踏むことも重要である。そこで、これまで既存取引先以外に自社商品を提案してこなかった

小規模事業者に対しても、経営指導員が商談会等への参加を促し、商談の場に同席することで

新たな販路開拓への動機づけと商談対応のフォローアップを行う。小規模事業者が商談やマッ

チングの経験を数多く重ねることを促し、きめ細かいフォローを行うことで成約率の向上につ

なげる。 

・また、P.17「５．需要動向調査に関すること【指針③】」の取り組みを展開することで需要動

向に基づいた商品・サービスの提案内容の精度を高め、商談会の成約率向上をはかる。 

・広報支援については、広報の重要性を小規模事業者に周知していくとともに、情報発信が取引

に繋がる様、誌面構成を工夫していく。 

・これらの取り組みにより、新たな需要を引き寄せ、小規模事業者の販路開拓につなげる。 

 

【事業内容】 

(1)商談会・展示会の開催 

 百貨店、スーパー、ホテル、レストラン等に提供する特色ある商品を持ち、販路開拓を希望す

る小規模事業者、また、当所が事業計画の策定支援後、実施フォローを行う小規模事業者に対し

て、以下の事業を実施する。月例マッチング商談会については、全ての商談に経営指導員が同席

し、バイヤー企業のニーズの把握、商談のフォローアップを行い、成約率の向上に努める。 

 

①月例マッチング商談会（年 24 回開催・商談 240 件） 

 小規模事業者が単独では商談セットが難しい百貨店・スーパー等の大手小売バイヤーを毎月

1～2 社、個別に招聘し、ニーズ情報や商談品目を提示。参加申込した企業の中から、バイ

ヤーが選定した企業との商談をセットし、商談機会を提供する。 
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②テーマ別販路開拓市（年２～４回開催・30 バイヤー招致・商談 1,000 件） 

 業態別、地域別等、毎回テーマを設け、大手小売バイヤーを複数招き、逆見本市形式（バイ

ヤーがブースを構え、商談希望企業がブース前に並び商談を行う）で自由商談を行う商談会

を年２～４回開催し、商談機会を提供する。最終的には 1,000 件の商談件数達成を目指す。

 

 →①②の招聘バイヤー企業の選定にあたっては、小規模事業者の取り扱う商品の特性を訴求す

るため、極力、「価格・量」よりも「質」に価値を求めるバイヤー企業を選定する。また、

参加バイヤーには成約の可否だけではなく、デザイン・パッケージ・設定価格・容量等、商

品を市場に投入する上で改善すべきポイントについてのアドバイスを参加企業に行うよう 

依頼し、参加企業に商品の改善やマーケットリサーチの場として活用してもらう。 

 

③展示商談会（年２回開催・商談 480 件） 

  現在、サプライヤー企業が自社の商品を展示する商談会を年 1回開催しているが、大変好評

であるため、今後は春夏・秋冬の年 2回、シーズン毎に開催。関西圏を中心とする大手バイ

ヤー企業を招聘し、小規模事業者が自社商品を紹介できる機会を提供する。最終的には年間

商談数 480 件を目指す。 

 

→多くの小規模事業者は絶えず、新商品を開発しているが、既存取引先・顧客への紹介や自社

サイトへの掲載、プレスリリースを通じた広報等、発表する機会が限られている。また、首

都圏で開催される流通バイヤー向けの大型展示会は販路開拓の機会として有効だが、出展 

費用や日数等の関係で小規模事業者が単独で出展するのは難しいケースも多い。そこで出展

料を抑え、多数の管内小規模事業者が合同で新商品や売れ筋商品を流通バイヤーに直接提案

できる展示会をシーズン毎に当所が開催し、販路開拓の機会として提供する。 

 

〔他の支援機関との連携〕 

・商談会の開催は小規模事業者のニーズが高いものの、地元行政・支援機関・金融機関が主催 

して開催するケースは限られており、地区内では当所が規模・種別・回数ともに最大規模で開

催している。 

・商談会は当所が企画・主催し、他の機関にコンテンツとして提供。他機関を通じて、当所と接

点がない小規模事業者への事業周知を継続的に行うことで、広く地区内小規模事業者に販路開

拓機会を提供している。 

・具体的には、兵庫県、神戸市より認証された地元認証商品を持つ事業者に対し、販路開拓の機会と

して、商談会の活用を呼び掛けたり、県内商工会・商工会議所、県内信用金庫等に商談会の広報協

力を依頼して集客を行っているが、管内小規模事業者への周知が徹底できていない部分もある。 

・今後は定期的に各機関を訪問するなどして、各機関に事業への理解を深めてもらい、地区内で

の有力な販路開拓の場として、小規模事業者の認知度をさらに高めていく。 

 

(2)個別企業間マッチング機会の提供 

 上記に加え、新たに①講演会と小規模事業者が持つ事業シーズ（商品・サービス等）の紹介を

組み合わせたマッチング会（年２回）、②規模・業種を問わず、WEB サイトにニーズ・シーズ情

報を掲載し、相互に面談希望を受け付け、商談をセットするマッチング会（年１～２回）、③小

規模事業者が取引を希望する事業所や販路開拓が期待できる事業所に当所が個別に面談を依

頼・調整し、経営指導員がマッチングをアレンジする個別マッチング（随時）等の事業を展開し、

新たな需要を開拓する。 
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(3)小規模事業者の広報・PR 支援 

 当所会員事業所や関係先・管内の事業者に広く配布を行っている当所機関誌「神戸商工だより

（年 10 回・11,000 部発行）」に年間 50 社の小規模事業者の商品・サービスを掲載し、広報・PR

を支援する。 

 

 ①経営革新計画知事承認企業に関する情報発信 10 社 

 当所が経営革新計画の策定を支援し、経営革新計画県知事承認を受けた小規模事業者の紹介

を隔月で掲載。承認企業の商品・サービスを市内商工業者等に広く周知することで、計画 

に基づく販路開拓を支援する。（2社×5回） 

 

②商品・サービスの広報支援 40 社 

当所が事業計画策定・実行支援をフォローする小規模事業者や広報・販売促進に意欲を持つ

小規模事業者の新商品・サービスを紹介するコーナーを機関誌内に設け、毎号掲載する。 

これにより、小規模事業者に広報・販路開拓の機会を提供すると共に、掲載内容の検討に経

営指導員が関与することで、対外的な情報発信の内容や訴求ポイントのブラッシュアップを

行い、小規模事業者の広報・PR 機能の向上をはかる。（4社×10 回） 

 

【目標】 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

月例マッチング商談会商談件数 240 240 240 240 240 240

テーマ別販路開拓市商談件数 ― 600 700 800 900 1,000

展示商談会による販路開拓 
（上段：出展者数、下段：商談件数） 

80

240

100

300

120

360

140 

420 

160 

480 

160

480

個別企業間のマッチング件数 ― 50 80 110 140 150

経営革新計画知事承認企業広報件数 10 10 10 10 10 10

商品・サービスの広報支援件数 40 40 40 40 40 40

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

・神戸は、六甲山や瀬戸内海の豊かな自然に加え、港や夜景の景観など様々な観光資源を持ち、

都市ブランドとしての対外的なイメージも高い。インバウンド対策など観光客誘致をめぐる都

市間競争が激化する中、当地においても地域のプロモーション活動の推進に引き続き注力する

必要がある。 

・そこで、イベント開催を通じた神戸地域への集客と街の魅力発信を目的に、地元行政等関係者

と協議を重ね、地域経済の活性化に向けた方向性を共有した上で、次の大規模集客事業を実施

し、当地への集客と対外的なプロモーションの強化を行う。 

 

１．神戸ルミナリエ 

・兵庫県・神戸市などとともに神戸ルミナリエ組織委員会（会長：神戸市長、顧問：兵庫県知事・

 当所会頭）及び、実行委員会を組織し、事業を実施。自治体や経済団体のほか、観光や商業、

まちづくりに関する地域の団体の参画を得て、関係者間での意識やイベントの方向性の共有を

重視した体制づくりに努めている 
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・年間を通して、月 2回のぺースで兵庫県・神戸市・関係団体等の実務者が定期的に協議を行い、

集客状況等の事業効果、運営費の算定と確保、運営上の問題・課題等を検証し、地域の活性化、

他地域からの集客につながるイベントを成功させるべく、絶えず改善と関係者への協力依頼を

行っている。当所は、企業協賛金・募金の募集活動をはじめ、事業全般にわたり参画している。

 

内容：神戸市の旧居留地および東遊園地において、通りや広場を独特の幾何学模様で構成され

たイタリアのイルミネーション（電飾）で飾り、その景観を楽しむ催し。 

組織委員会構成員：兵庫県／神戸市／神戸商工会議所／（公社）ひょうごツーリズム協会 

(一財)神戸国際観光コンベンション協会／Feel KOBE 観光推進協議会 

開催時期：毎年 12 月初旬～中旬（10 日間） 

来場者数：約 325 万人（平成 27 年） 

募集協賛金等（当所関係分）：企業協賛金：6,131 万円（123 社） 

企業募金：822 万円（336 社） 

 

 

２．神戸まつり 

・神戸市の中央区三宮を主会場に、市内各地で実施されている市民参加型の祭典である。テーマ

は「緑と海そして愛」。 

・当所は神戸市民祭協会（顧問：会頭、副会長：副会頭）の一員として、企画運営に参画。年 4

～5回開催される実行委員会を通じて、地元行政・メディア等と事業の魅力向上に向けた協議

を重ね、市民が一丸となった祭典として地元のにぎわい創りに寄与している。 

 

内容：三宮・元町界隈で開催されるメインフェスティバルを中心に、区単位のまつり、協賛イ

ベントや市民提案型イベントも開催される全市横断型の祭典。 

主催：神戸市民祭協会（神戸市市民参画推進局文化交流部内） 

   役員：神戸市長、当所副会頭、婦人団体協議会会長、市会議長、県知事、PTA 協議会 

会長、神戸銀行協会会長、連合神戸地域協議会副議長 等 

後援：神戸市、兵庫県、神戸商工会議所、神戸新聞社など 

開催時期：毎年 5月中旬 

来場者数：約 143 万人（平成 27 年） 

募集協賛金等（当所関係分）：1,022 万円（379 社） 

 

 

３．みなとこうべ海上花火大会 

・夏の夜を彩る風物詩として昭和 46 年より実施。みなとこうべ海上花火大会実行委員会の一員

として、企画運営に参画。年 2回行われる実行委員会を通じて、事業の魅力向上と対外的な地

域プロモーションに注力している。 

 

内容：神戸港（新港突堤～メリケンパーク沖）で行われる花火大会（約 1万発） 

主催：みなと神戸海上花火大会実行委員会（神戸市、神戸港振興協会、神戸新聞社、神戸商工

会議所、神戸海事広報協会等） 

開催時期：毎年 8月上旬 

来場者数：約 26.8 万人（平成 27 年） 
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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 

・他の商工会議所・支援機関の支援メニュー、支援ノウハウ、需要動向に関する情報等について

の情報交換は支援機能を強化する意味で非常に重要であり、従前より定期的に行っている。 

・互いに連絡を密に取り合うことで、各機関が実施する小規模事業者の需要開拓に向けた事業 

周知を効果的に行えるほか、連携を強化することで、互いの強みを活かした支援メニューを小

規模事業者に提供することが可能となり、当所単独の支援リソースを補完強化し、地域全体で

小規模事業者を支える面的な支援体制が整う。 

 

(1)県内商工会議所中小企業相談所長会議 

 兵庫県内に存在する１８の商工会議所で構成する「中小企業相談所長会議」において、管内の

経済動向、各商工会議所の特色ある事業の紹介や支援ノウハウ、支援の現状等について情報交換

を行い、互いの経営支援機能の向上と連携強化をはかる。（定期会合：年 1回）  

 

〔参加機関〕 

 神戸、姫路、尼崎、明石、西宮、伊丹、西脇、相生、赤穂、三木、洲本、豊岡、高砂、 

龍野、加古川、小野、加西、宝塚商工会議所 

 

 

(2)神戸開業支援コンシェルジュ 

 各機関の持つ支援メニューを開業者にワンストップで提供し、神戸市内での開業を促進するた

め、市内で開業支援を行う支援機関７団体がチームを作り、相談者に対して、相互に各機関が強

みを持つ支援メニューを紹介・提供している。各機関の支援状況やメニュー内容については年 1

回定期的に会合を開催し情報交換を行うほか、随時メーリングリスト等を活用し担当者間の情報

共有を進めることで開業者に対する効果的な支援をチームとして行う。 

（定期会合：年 1回）  

 

〔参加機関〕 

 (公財)神戸市産業振興財団、神戸商工会議所、(株)神戸商工貿易センター、 

日本政策金融公庫、兵庫県中小企業団体中央会、(公財)ひょうご産業活性化センター、 

(公財)新産業創造研究機構（NIRO） 

 

 

(3)中小企業支援ネットひょうご 

 兵庫県よろず相談拠点が設置されている（公財）ひょうご産業活性化センターをはじめ、（公

財）神戸市産業振興財団等、兵庫県内の１９の主な中小企業支援機関で構成する「中小企業支援

ネットひょうご」連絡会議において、管内の経済動向や行政施策、需要動向等についての情報を

共有。各機関の事業内容、支援ノウハウ、支援の現状等について情報交換を行い、相互に事業周

知の協力を行うほか、関連する分野での事業連携を強化している。 

（定期会合：年３回） 
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〔参加機関〕 

（公財）ひょうご産業活性化センター、兵庫県立工業技術センター、（公財）新産業創造研究機構

（NIRO）、（公財）ひょうご科学技術協会、(公財)神戸市産業振興財団、(一財)近畿高エネルギー加工技

術研究所（AMPI）、(公財)先端医療振興財団、(一社)兵庫県発明協会、(公社)兵庫工業会、兵庫県信

用保証協会、兵庫県商工会議所連合会、兵庫県中小企業団体中央会、兵庫県商工会連合会、(一財)

兵庫県雇用開発協会、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、兵庫県職業能力開発協会、(一財)明石

市産業振興財団、(公財)尼崎地域産業活性化機構、(公財)兵庫県勤労福祉協会 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)経営指導員の支援能力向上の仕組み 

・小規模事業者の売上・利益確保に資する支援ノウハウの習得に向け、研修受講と OJT を組み合

わせることにより、経営指導員の支援能力向上に取り組む。 

 

【研修】 

 日本商工会議所が主催する研修の参加に加え、当所が主催する「経営指導員等研修会」に、経

営指導員が年間 3回以上参加することで、小規模事業者が売上や利益を確保することを重視した

支援能力の向上を図る（県規定により、経営指導員は年間 15 時間以上研修を受講する義務あり）。

 

〔参考：平成 27 年度日本商工会議所主催研修〕 

・小規模企業の事業計画策定・実施支援のポイント 

・消費税転嫁対策セミナー 

・商工会議所経営指導員全国研修会 

・先進事例普及研修会 

・マル経総合研修会 

 

〔参考：経営指導員等研修会（当所主催）〕 

１．一般コース 

①行政施策関連、②経営発達支援計画、③各種補助金（事業計画書作成）のポイントと事例

２．特別・専門コース（経営指導員歴 10 年未満） 

 ①創業関連、②経営革新計画関連、③IT 会計、④財務 

３．特別・専門コース（経営指導員歴 10 年以上） 

 ①販路開拓・拡大、②事業承継、③IT 会計 

４．特別・専門コース（共通） 

 ①商店街支援、②製造業支援…いずれも現地視察 

 

【ＯＪＴ】 

 専門家派遣や商談会の際に、担当経営指導員が支援を受ける小規模事業者に帯同することで、

指導・助言内容、情報収集手段を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

〔専門家派遣〕 

・専門家派遣の際、経営指導員が同席し、専門家によるヒアリング手法・指導内容・情報収集 

手段・提案資料等について学び、経営指導員の指導スキルの向上をはかる。 

（年間１７０件） 
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〔商談会アテンド〕 

・大手小売バイヤー等との個別商談会の際、商談に経営指導員が同席し、最新の市場動向を 

踏まえたバイヤー企業が求める商品に関する情報、成約企業のプレゼン方法等を学び、売上 

向上を求める他の小規模事業者に対する経営指導に活用する。 

（年間２４０件） 

 

(2)支援ノウハウ並びに小規模事業者の経営状況分析結果等を組織内で共有する体制 

 本部と市内３か所にある支部の事務長等で構成する「事務長会」、ならびに外部講師や支援機

関担当者を招いた「経営指導員連絡会」を毎月 1回開催し、組織内で経営指導員のノウハウを共

有する。また、個別の小規模事業者の経営状況分析結果や支援内容等についても事業所カルテ（事

業所別に指導履歴を登録するデーターベース）に内容を入力し、個々の事業者との接触・支援状

況を担当する経営指導員個人ではなく、組織全体で共有。継続した支援に活用していく。 

 

〔事務長会〕 

・月１回、本部管理職・スタッフ（中小企業振興部）と市内３支部の事務長で構成する連絡 

会議を開催。 

・各支部で実施している特徴的な経営指導内容等につき、情報交換を行い、ノウハウを組織 

的に共有する。 

 

〔経営指導員連絡会〕 

・月１回、支部配置の経営指導員による連絡会議を開催。外部専門家等を招いた支援に関する講

習会や成果が出ている指導内容について、担当指導員が事例を基に発表し、質疑応答を行う事

例発表など、全経営指導員が指導ノウハウを共有する場として活用している。 

 

 

〔事業所カルテの活用〕 

・当所と接触があった全事業所の基本情報、指導履歴（指導日・指導内容・担当者名）等を記録

するデーターベース。当所の全職員がアクセスできる（経営指導員以外も）。 

・経営発達支援計画で実施する個別の小規模事業者の経営状況分析結果や課題、支援内容につい

ても、担当指導員が入力することで、個別事業者への支援状況を共有・蓄積することができ、

組織的に継続した支援が展開できる。 

 

 

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 

・外部有識者で構成する「発達支援計画評価委員会」を設置し、年 1回年度毎の事業の実施状況

の確認、成果の評価、見直し案の協議を行う。 

・評価委員会での議論を受け、当所理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

・評価・見直しの結果については、正副会頭会議において報告し、承認を受ける。 

・なお、評価・見直しの結果を当所ホームページ（http://www.kobe-cci.or.jp）で計画期間中

公表する。 

  

〔発達支援計画評価委員会の構成員（予定）〕 

 大学教授（経営・経済分野）、兵庫県、日本政策金融公庫、中小企業診断士 
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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 

（１）組織体制                            （平成 27 年 4 月現在）

◆経営発達支援事業実施体制 

 ・経営発達支援事業は、小規模事業者と接点を持つ中小企業振興部が統括し、経営支援センター、

市内３支部を中心に（網掛け部分）、全部署が連携し、事務局一丸となって事業推進に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

中小企業振興部 

 

〒650-8543 神戸市中央区港島中町 6丁目 1番地 

Tel.078-303-5810/Fax.078-303-6325 

 

経営支援センター 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1丁目 8-4 

神戸市産業振興センター6階 

Tel.078-367-2010/Fax.078-371-3390 

東神戸支部（東灘・灘区の方） 〒657-0035 神戸市灘区友田町 3丁目 6-15 

KHK灘ビル 3階 

Tel.078-843-2121/Fax.078-843-2877 

中央支部（中央・兵庫・北区の方） 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1丁目 8-4 

神戸市産業振興センター1階 

Tel.078-367-3838/Fax.078-371-3370 

西神戸支部（長田・須磨・垂水・西区の方） 〒 653-0041  神 戸市長田区久保町 6 丁目

1-1-302-2 アスタくにづか 4番館東棟 3階 

 Tel.078-641-3185/Fax.078-641-3110 

 ホームページ（共通）：http://www.kobe-cci.or.jp/ 

 

 

 

 

 

◆事務局組織 
部署名 職員数

中小企業振興部（統括） 9(3)

経営支援センター 6(4)

東神戸支部 6(5)

中央支部 10(9)

西神戸支部 7(6)

総務部 15(6)

管理部 6(3)

地域政策部 10(4)

産業部 7(2)

事業部 21(5)

合計 97(47)

※カッコ内は経営指導員数 

◆商工会議所組織 
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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） 

 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

必要な資金の額 511,600 511,600 511,600 511,600 511,600

 

経営改善普及事業等

特別会計 

 

一般会計 

344,800 

 

166,800 

344,800

166,800

344,800

166,800

344,800 

 

166,800 

344,800

166,800

（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 

兵庫県補助金、国等補助金、事業受託費、会費、神戸市補助金、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 

・兵庫県よろず支援拠点を設置するひょうご産業活性化センターをはじめとする兵庫県内の支援機関等と連 

携し、経営発達支援計画の推進をはかると共に管内小規模事業者の経営改善・発達に資する支援を連携

して行い、小規模事業者が当地域で経営を持続的に行うためのサポート体制を構築する。 

〈具体的な連携内容〉 

①地域の経済動向調査（連絡会議を通じた広域での情報収集）、②経営状況分析（各機関の強みを 

活かしたより深い分析）、③事業計画策定（計画のブラッシュアップ）、④事業計画策定後の実施支

援（課題解決、追加支援）、⑤需要動向調査（市場動向の把握、専門家の助言）、⑥新たな需要開拓

に寄与する事業（商談会・展示会の広報・相互活用） 

連携者及びその役割 

１．中小企業支援ネットひょうご 

・小規模事業者が抱える経営課題を解決するため、県内支援機関１９団体が連携し、それぞれの機関

の強みを活かし、提供する技術・金融・雇用などの支援策を各機関の窓口を通じて、ワンストップ

で事業者に提供する。 

・「中小企業支援ネットひょうご」連絡会議において、各機関の事業内容、支援ノウハウ、支援

の現状、管内の需要動向等について情報交換を行うとともに（定期会合：年３回）、相互に事

業者への事業周知活動を展開し、支援策の活用を促進する。 

 

〔連携機関の役割〕「創業・経営改善」、「技術支援」、「経営者・従業員の能力開発・雇用支援」等、

各機関が持つ小規模事業者向けの支援メニューを各機関窓口で周知するとともに、相談内容に対し

て、最も効果的な支援ができる支援機関に相互紹介を行う。また、各機関が行う事業の周知もホー

ムページ等を活用し、連携して行う。 

 

【中小企業支援ネットひょうご構成機関】                           平成 27 年 4月 1日現在

連携者 代表者 住所 連携内容 

(公財)ひょうご産業活性化セン

ター（兵庫県よろず支援拠点設置） 

理事長 榎本輝彦 神戸市中央区雲井通５－３

－１ サンパル６階 

上記①～⑥。主に兵庫県よ

ろず支援拠点による支援 

兵庫県立工業技術センター 所長 上田完次 神戸市須磨区行平町３－１

－１２ 

④、⑤、⑥。主に技術的

な内容に係る支援 

(公財)新産業創造研究機構

（NIRO） 

理事長 大橋忠晴 神戸市中央区港島南町１

－５－２ 

     〃 

(公財)ひょうご科学技術協会 理事長 熊谷信昭 神戸市中央区下山手通５－１０

－１ 兵庫県庁１号館６階 
     〃 

(公財)神戸市産業振興財団 理事長 森脇俊道 神戸市中央区東川崎町１－８

－４ 神戸市産業振興センター
①～⑥。主に創業に係る

支援 

(一財)近畿高エネルギー加工

技術研究所（AMPI） 

理事長 牛尾誠夫 尼崎市道意町 7丁目 1-8 ④、⑤、⑥。主に技術的

な内容に係る支援 

(公財)先端医療振興財団 理事長 井村裕夫 神戸市中央区港島南町2丁目

2番 先端医療センター内 
④、⑤、⑥。主に医療分

野への進出に係る支援 

(一社)兵庫県発明協会 会長 家次 恒 神戸市須磨区行平町３－１－３１ 

兵庫県産業技術センター４階 
④、⑤、⑥。主に知的財

産に係る支援 

(公社)兵庫工業会 会長 池田辰夫 神戸市中央区下山手通６－３－２８

兵庫県中央労働センター３階内 
①、④、⑤、⑥。主にもの

づくり企業への支援 

兵庫県信用保証協会 理事長 岡田泰介 神戸市中央区浪花町６２－１ ①、②、③、④。主に資

金調達に係る支援 

兵庫県商工会議所連合会 会頭 大橋忠晴 神戸市中央区港島中町６－１ ①～⑥ 
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兵庫県中小企業団体中央会 会長 中村 孝 神戸市中央区下山手通４－１６

－３ 兵庫県民会館 3階 
〃 

兵庫県商工会連合会 会長 木南岩男 神戸市中央区花隈町６－１９ 〃 

(一財)兵庫県雇用開発協会 理事長 三原修二 神戸市中央区相生町 1－2－

1（東成ビル 3階） 

④。主に雇用・人材育成

に係る支援 

(独)高齢・障害・求職者雇用支援

機構兵庫職業訓練支援センター 
兵庫支部長 奥田

康 

尼崎市武庫豊町 3-1-50  〃 

兵庫県職業能力開発協会 会長 成松郁廣 神戸市中央区下山手通 6丁目

3-30 兵庫勤労福祉センター1F 
〃 

(一財)明石市産業振興財団 理事長 松本好雄 明石市大久保町ゆりのき通 1-4-7 

明石市立産業交流センター内  
①～⑥ 

(公財)尼崎地域産業活性化機

構 

理事長 加藤恵正 尼崎市昭和通 2-6-68 尼

崎市中小企業センター内 

①～⑥ 

(公財)兵庫県勤労福祉協会 理事長 楠見清 神戸市中央区下山手通６－３－２８ 

兵庫県中央労働センター１階 
④。主に雇用・人材育成

に係る支援 
 

連携体制図等 
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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 

・市内に７つある創業支援機関がチームを組み、起業に必要な基礎知識や手続き、資金調達サポート、オ

フィスの提供などを創業予定者等に対して、ワンストップで提供する（国の特定創業支援事業に認定）。

・各機関の支援状況やメニュー内容、創業者向け事業等についての情報交換もメーリングリスト等を活用

し、随時行い（定期会合：年１回）、相互に相談者・関与先に周知をはかる。 

〈具体的な連携内容（創業者に対する支援）〉 

①地域の経済動向調査（情報収集）、②経営状況分析（各機関の強みを活かしたより深い分析）、③事業計画策定 

（計画のブラッシュアップ）、④事業計画策定後の実施支援（課題解決、追加支援）、⑤需要動向調査（市場動向の把

握、専門家の助言）、⑥新たな需要開拓に寄与する事業（商談会・展示会の広報・相互活用） 

連携者及びその役割 

２．創業支援事業（神戸開業支援コンシェルジュ事業）※連携者の役割については連携体制図に記載 

【コンシェルジュ連携機関】                                             平成27年4月1日現在

連携者 代表者 住所 連携内容 

(公財)神戸市産業振興財団 理事長 森脇俊道 神戸市中央区東川崎町 1-8-4

神戸市産業振興ｾﾝﾀｰ 6 階 
上記①～⑥ 

㈱神戸商工貿易センター  代表取締役社長 

野澤太一郎 

神戸市中央区浜辺通

5-1-14 

④、⑥。主にインキュベ

ーション施設に係る支援

神戸商工会議所  会頭 大橋忠晴 神戸市中央区港島中町 6-1 ①～⑥ 
(公財)ひょうご産業活性化センター  理事長 榎本輝彦 神戸市中央区雲井通

5-3-1 ｻﾝﾊﾟﾙ 6 階 

〃 

㈱日本政策金融公庫  事業統轄 向原光一 神戸市中央区東川崎町

1-7-4 

④。主に資金調達に係

る支援 

兵庫県中小企業団体中央会 会長 中村孝 神戸市中央区下山手通

4-16-3兵庫県民会館3階 

①～⑥ 

(公財)新産業創造研究機構 理事長 大橋忠晴 神戸市中央区港島南町

1-5-2 

④、⑤、⑥。主に技術的

な内容に係る支援 

神戸市 市長 久元喜造 神戸市中央区加納町 6-5-1 ①～⑥ 
 

連携体制図等 

1

㈱神戸商工貿易センター
神戸ファッションマート

兵庫県中小企業団体中央会

㈱日本政策金融公庫
神戸創業支援センター

神戸商工会議所
経営支援センター

神戸市

(公財)新産業創造研究機構

・特許、権利化、商標相談

特許

・開業支援コンシェルジュ事務局
経営者・専門家応援チーム
業界別専門・創業成功経営者の相談
・インキュベーション施設
・KOBEドリームキャッチプロジェクト

・KCCI創業塾（入門・実践編）
・創業塾受講者等の継続支援

・SOHOプラザ事業
・起業・専門相談
・インキュベーション施設
・創業セミナー(事業計画)

・新規開業融資
・資金相談夜間・土曜相談
・セミナー、相談会

・ひょうご・神戸チャレンジマーケット
・専門家による支援（オーダーメイド創業塾)
・女性創業補助金

・専門家派遣、Web展示会
・飲食店開業セミナー

マッチング・専門家

資金調達

平成２６年度「ＫＯＢＥ開業支援コンシェルジュ」(拡充)全体像

(公財)ひょうご産業活性化センター

・神戸市起業家向け融資制度
・創業支援事業補助（神戸市産業振興財団実施）
・ＳＯＨＯプラザ事業（神戸ファッションマートへ委託)

(公財)神戸市産業振興団

まずは相談
起業検討、起業を決めた人

ホームページパンフレット

・KOBE開業支援コンシェルジュ
コーディネータ

起業専門相談

兵庫県診断士協会

各機関、制度への橋渡し

7機関連携

下線：特定創業支援事業

ビジネス拠点

大学連携出張講義

創業塾

 
 


