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よろず支援拠点 の 開設から学ぶ
中経連では、中部経済の重要な役割を担っている中堅・中小企業の活性化

に向けた必要性から、昨年度より中堅・中小企業支援を事業の柱のひとつに
位置づけ活動を行っている。また、国においては、地域の中小企業支援体制を

強化するため、今年度から、地域の支援機関と連携しながら様々な経営相談に対応する
「よろず支援拠点」

を各都道府県に整備した。

ここでは、よろず支援拠点開設の背景や中部圏のよろず支援拠点の概要・活動内容などを紹介する

とともに、今後の中経連の中堅・中小企業活性化に向けた取り組みについて紹介する。
よろず支援拠点の支援体制のイメージ

中小企業・小規模事業者

※既に支援を受けている機関と
共同での相談も含む。

商工会
商工会議所

支援チームに参画

中央会
地域金融機関、税理士、診断士等

よろず支援拠点
支援等

委託

連携

※認定支援機関、支援機関の連携体
（地域プラットフォーム）
を含む

③適切な機関に
つなぐ

※関係各省庁を含めた中小企業・小規模事業者支援施策の発信の
拠点としても活用

公的支援機関（ＪＥＴＲＯ等）
大企業、企業ＯＢ、大学等

（密接に連絡を取り合える関係の構築）

（経営改善・事業再生支援の連携）

（中小企業関連施策）

中小企業再生支援協議会
経営改善支援センター

環境省

観光庁

国土交通省

農林水産省

厚生労働省

文部科学省

総務省

連携

金融庁

全国本部

︵中小機構︶

経済産業局

財務局

連携

専門分野に特化した
中小企業支援組織
中小企業支援ネットワーク

関係省庁（地方局を含む）

連携

支援

相談

②支援チーム等を
編成しての支援

①総合的・先進的な
アドバイス

相談
資金繰り
販路開拓
海外展開
経営改善
現場改善
など

事業引継ぎ支援センター
創業ワンストップ支援体制
（産業競争力強化法）

など

など
（出典）中小企業庁「よろず支援拠点について」

よろず支援拠点開設の背景と狙い
中小企業支援機関の必要性
わが国の生産基盤や技術基盤を担い、地域の
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しかしながら、中堅・中小企業の経営を取り巻く
環境は年々厳しさを増している。特に、中小企業は
経営企画などの管理間接部門のスタッフを潤沢

雇用を支えている中堅・中小企業の活性化は、わ

に抱える余裕がない企業が多く、
これに相当する、

が国経済の持続的な成長に不可欠である。特に

あたかも自社の経営企画部門と思えるような使い

「ものづくり」の集積地である中部圏の経済は、中

勝手のよい支援機関が必要であると考えられる。

堅・中小企業によって多くを支えられており、中堅・

中経連もかねてよりこのような組織を各県に最

中小企業の活性化は中部経済にとって重要な課

低一つずつ設置する必要があると主張してきたと

題である。

ころである。
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よろず支援拠点のミッション
中小企業の起業・成長・安定の各段階の課題や
ニーズに応じたきめ細やかな対応を行うためには、
経営支援体制の強化を図る必要がある。
そこで国

の
「ソリューション」
を提供すること、③（売上増が達
成されるまで）継続的に支援することの３点である。

中部圏のよろず支援拠点

は、① 既 存の支 援 機 関では十 分に解 決できない

中部圏の経済を支える中堅・中小企業の活性化

経営相談に対する
「総合的・先進的経営アドバイ

を図ることは、
この地域のさらなる振興に繋がるこ

ス」、②事業者の相談に応じた
「適切なチームの編

とから、中部圏においても特に中小企業を対象とす

成」、③「的確な支援機関等の紹介」などの機能を

るよろず支援拠点は極めて重要な役割を果たすも

持つ常設拠点を全国各地に設置することを決め

のと考えられる。

た。
これが「よろず支援拠点」
である。

今年６月のよろず支援拠点の開設から半年が経

よろず支援拠点の一つのモデルは、静岡県の富

とうとしているが、中経連では中部圏の各拠点を訪

士市産業支援センター（f-Biz）
である。
センター長の

問し、
それぞれの特徴や強み、
これまでの成功事例

小出氏の支援方式は、①各分野の専門家をそろえ

や今後の課題などについて取材を行った。以下で

たチームで「ワンストップ」に対応すること、②質問

は、中部圏のよろず支援拠点の概要とともに、
これ

事項への単なるアドバイスでなく売上増加に向けて

までの活動内容の一部について紹介する。

各拠点の概要

長野県よろず支援拠点
【実施機関】（公財）長野県中小企業振興センター
【コーディネーター】 白川 達男 氏

富士通の子会社で経営者として事業再建に関わった後、11年間にわたり長野県中小企業
振興センターで、経営者目線での支援を実施。幅広い人脈を持ち企業からの信頼は厚い。
また、信州大学の産学官連携コーディネーターとしてニーズ起点の産学連携支援にも注力。

【支援体制】

サブコーディネーター：６名
分野：製造業、商業、サービス業、
ＩＴ 等
担当分け：相談者の地域（南信、中信、東信、北信）
と相談内容に応じて分担

岐阜県よろず支援拠点
【実施機関】（公財）岐阜県産業経済振興センター
【コーディネーター】 三輪 知生 氏

オークマ、三井物産マシナリーでの勤務を経て、日本生産性本部認定経営コンサルタントの
資格を取得。同本部協力経営コンサルタントのキャリアを活かして各種相談に応じている。
メディアと連動して、新聞やテレビを活用した情報発信にも力を入れている。

【支援体制】

サブコーディネーター：６名
分野：経営計画、技術経営、
ＩＴ・創業 等
担当分け：相談内容、対象業種に応じて分担

静岡県よろず支援拠点
【実施機関】 静岡商工会議所
【コーディネーター】 住川 順一 氏

静岡銀行出身であり、静岡経済研究所への出向時にはマクロ経済および企業経営について
調査研究。
また、開業から１４年在籍した静銀経営コンサルティングでは、管理会計・コンプ
ライアンス・リスク管理体制等、経営全般にわたる実務経験を有する。

【支援体制】

サブコーディネーター：５名
分野：マーケティング、広告戦略、創業、資金繰り 等
担当分け：相談者の地域（東部、中部、西部）
と相談内容に応じて分担
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愛知県よろず支援拠点
【実施機関】（公財）あいち産業振興機構
【コーディネーター】 多和田 悦嗣 氏

キリンビール時代に技術開発部門のトップリーダーとして、顕著なイノベーションを成し遂げ
た実績を持つ。販路開拓にかかる実践的な支援や海外展開支援など、多岐にわたる相談に
綿密・親身に応じている。サブコーディネーター12名や、自身が統括マネージャーを務めた
実施機関との協力体制も万全に整っている。

【支援体制】

サブコーディネーター：12名
分野：販路拡大・マーケティング、経営改善 等
担当分け：相談内容に応じて分担

三重県よろず支援拠点
【実施機関】（公財）三重県産業支援センター
【コーディネーター】 野垣内 斉 氏

百五銀行出身であり、財務分析や経営判断、海外支援、人材の育成や活用に関する豊富な
経験・ノウハウを有している。
フルタイムの３名のサブコーディネーターや実施機関の多数
の専門家との密接なチームワークで丁寧に相談に応じている。

【支援体制】

サブコーディネーター：３名
分野：販路開拓、ものづくり、新商品開発 等
担当分け：相談内容に応じて分担

中小企業から寄せられる相談内容
各拠点とも、売上拡大に関する相談が圧倒的に
多く寄せられている。
この中には、地域の地場産業
からの相談も含まれている。

とともに地場産業の支援などに取り組んでいる。
静岡県

実施機関である静岡商工会議所と密

接に連携し、小規模基本法・小規模支援法をも見

また、中部圏全体の特徴として
「ものづくり」に関

据えた支援体制整備に注力している。
（実施機関が

する相談が比較的多い。
これに対しては、
よろず支

商工会議所であるのは、全国で静岡県と東京都の２

援拠点の実施機関となっている公設の中小企業

拠点のみ。）
マーケティング専門のサブコーディネー

支援機関との連携で対応しているケースが多い。

ターが２名在籍しており、売上拡大・販売促進に

各拠点の特徴
長野県

関する相談会を毎週木曜日に開催している。
愛知県

実施機関を含む地域の中小企業支

県独自の施策である、
ながの産業支援

援機関との連携を重視しており、協力体制づくりに

ネット
（県内68の主要な支援機関で構成）
と密接に

注力している。各機関とは様々なテーマでセミナー

連携し、
コーディネート機能を充実・強化している。

＆出張相談会を開催している。様々な得意分野を

相談への対応は内容や難易度に応じて、①よろず

持つ12名のサブコーディネーターが在籍しており

支援拠点のチーム内で対応するもの、②よろず支

大型のチームで対応している。中部圏で唯一女性

援拠点と適切な機関・専門家で連携して対応するも

のサブコーディネーターが在籍していることもあり、

の、③長野HYBRID支援チーム
（多分野の専門家

女性経営者からの相談が多い。

集団）
で対応するものに分けて支援を行っている。
岐阜県

16

よろず支援拠点が主導となり、行政や商工会議所

三重県

実施機関をはじめとする地域の中小

売れる商品・サービスの開発と売る仕

企業支援機関と密接に連携しており、金融機関と

組み作りのため、①商品開発、②ブランド構築、③情

の連携体制も厚い。四日市と松阪の商工会議所と

報発信の順番で、連続セミナーを開催しながら系統

は、毎月１回定期相談会を実施している。相談に際

的にノウハウを伝授している。個別企業だけでなく、

しては、相談者の話を、丁寧に時間をかけてじっく

地域全体に対する支援も行っており、県内各地で

り聴き、
よろず支援拠点以外の専門家を紹介する
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場合は、最適な専門家を紹介できるように、
その専

置であるが、一つの拠点でその県のすべての地域

門家の専門分野や経歴などを慎重に見極めてか

をカバーすることは非常に困難である。
また、相談

らマッチングしている。

者である中小企業にとっても、遠方の相談所を訪
問することは非常に労力のかかることである。

成功事例

これに対しては、各拠点が既に実施しているよう

よろず支援拠点が開設して半年ほどであるが、既
に各地で多数の成功事例が生まれている。
長野県

複雑・多岐にわたる経営課題に対処

するケースを
「長野ＨＹＢＲＩＤ支援」
と命名し、複数
の専門家や支援機関から構成されるプロジェクトチ
ームを編成して集中的に支援活動を実施している。

に地域の支援機関と連携した「セミナー＆出張相
談会」の開催などにより対応しているが、各地域の
支援機関とのさらなる連携・ネットワークの強化が
必要と考えられる。

中経連の今後の取り組み

これまで精密金型の長寿命化や温泉観光地の再

中経連では、昨年度より中堅・中小企業の活性

興、キノコの廃培地利活用など幅広い事例に取り

化に向けた取り組みを開始し、webを活用したビ

組んでいる。

ジネスマッチングの仕組みであるeEXPO/Linkers

岐阜県

の普及拡大などを行っている。

外国人

観光客向けなどに地

また現在、コーディネーター同士の学び合いの

域の新しい土産物を

場「コーディネーター研究会 仮称 」の立ち上げ

作りたいという馬 籠

を検討している。
コーディネーター研究会は、
コー

観光協会のニーズに対して、
それぞれの機関、企業

ディネーターのネットワーク化（ 横の繋がりの強

の意見の取りまとめを行い、結果として全員合意の

化）
と個の深化（ご自身の専門分野以外の支援ノウ

上で手ぬぐいと写真入りの絵はがきが開発された。

ハウの増強）
に繋がる
「しかけ」
を狙いとしている。

静岡県

金融機関に運転資金の融資を断られ

この研究会に多数のコーディネーターの方々に

た小売業者に対して、
よろず支援拠点が事業計画

参加していただき、ネットワークを強化することで、

の策定や金融機関との接し方などについて、金融

様々な連携がより密接なものとなり、
ビジネスマッ

機関目線でのアドバイスを行い、結果として資金調

チングの精度もより高いものになると考えられる。

達ができた。

さらに、参加者同士の情報交換が新しい気付きを

愛知県

生みだし、
それぞれの方の支援ノウハウのますます

瀬 戸の地 場 産

のレベルアップにも繋がると思われる。

業である赤津焼の販路拡大
ニーズに対して、名古屋の百

今回取材したよろず支援拠点には各地の優れ

貨店での展示販売会を実現

たコーディネーターが多数在籍しており、
さらにそ

させた。
これを契機に参加企

赤津焼7種のうち
「織部」

の背景には地域の支援機関・コーディネーター同

業と当該百貨店との直接取引のための口座も開設

士の繋がりがある。
この繋がりをさらに拡大してい

され、今後の売上拡大が期待される。

くことは、中部圏の中小企業支援機関のパワーア

三重県

下請け製品の受注減少によって事業存

続の危機に追い込まれたモーター巻線を専門とする
中小企業に対して、
この会社が有する手巻きの技術
を強みと捉え、会社案内の作成支援などを行った上
で、産業用モーターの会社を紹介し取引に繋がった。
今後の課題

ップとなり、ひいては中部圏の中小企業活性化や
中部経済の発展に繋がっていくものと期待される。
（調査部

髙木 慶吉）

【参考文献】中小企業庁「よろず支援拠点について」
【取材協力】長野県よろず支援拠点、
岐阜県よろず支援拠点、静岡県よろず
支 援 拠 点 、愛 知 県よろず 支 援 拠 点 、
三重県よろず支援拠点

現在、
よろず支援拠点は各県に１カ所のみの設
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