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課名 
（18年度）商工労働部経営支援課 
（19年度）商工労働部経営支援課 
     商工労働部経済政策課 

課長名

 

中島 輝夫 

佐藤 忠信 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

多様な業種で構成されている中小企業は、地域経済再生の先導役であり、豊かな県民生活実現の担い手として重要

な位置を占めており、その活動が活性化されることが強く求められています。 

そこで、中小企業の活性化と地域経済の再生を図るため、時代の変化、経営環境の変化に適時適切に対応して、中

小企業者の事業活動を①組織化支援策、②金融対策、③創業・経営革新支援策、④商業振興策等の視点から支援しま

す。 

２ 施策の概要 

施策名 中小企業の事業活動支援 
施策 
コード

４ － ０ ５ ０ ２

アクションプラン 
における位置付け 

２４ 地域を支える中小企業の活性化 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
関係
課名

経済政策課、産業振興課、観光課、雇
用労働課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

事業所開廃業率の逆転＊ 

開業率４.４％ 

廃業率６.４％ 

（13～16年） 

事業所開廃業率の逆

転を目指します。 

（18～21年） 

開業率４.７％ 

廃業率５.６％ 

（13～18年） 

B

中小企業製造品出荷額（従業員300人未

満の事業所）＊ 

5兆 3,630億円 

（16年） 

5兆 4,200億円 

（18年） 

5兆 5,400億円 

（20年） 

5兆 3,055億円 

（17年） 

※18 年調査の速報値

は19年 9月ころに判

明します。 

―

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

経済情勢は、民間の活動が主体となるものであることに加え、グローバル化の進展に伴い世界

経済とも密接に結びつくなど、複雑で多様な要素で構成されており、経済情勢の変化が目標の

達成に大きな影響を及ぼすことも考えられます。 

目標の 

達成状況総括 

 中小企業の事業活動支援について、概ね適切に推進しました。 

地域における身近な支援機関である商工会について、市町村合併との整合と組織強化を図る

ため、市町村合併地域における商工会等の合併を促進した結果、2地域6商工会等が合併しまし

た。 

 また、県制度融資の大幅な改正を行い、中小企業を取り巻く金融環境の変化に対応するとと

もに、中小企業者に分かりやすく利用しやすい制度としました。さらに、地域での資金循環を

高め、中小企業の資金調達手段の多様化を図るため、無担保で安定的な資金供給を行う貸付債

権担保証券（CLO）の仕組みを活用した融資（第３回千葉県版 CLO）を実施するなど、中小企業

等に対する金融支援に努めました。 

 厳しい経営環境が続く中小企業の活性化を図るためには、環境の変化に対応し新たな事業に

取り組む経営革新制度の活用が極めて有効な手段であり、中小企業の取組の推進及び県と創

業・経営革新センター、商工会・商工会議所等の相談支援機関との連携を強化した結果、18 年

度の経営革新計画承認件数は142件となり、前年度比161％と大幅に増加しました。 

中心市街地の活性化については、県主催の説明会・研修会の開催や地域の勉強会への出席等

により、関係者に対するまちづくり三法（都市計画法、中心市街地活性化法及び大規模小売店

舗立地法をいう。以下同じ。）改正の意義、制度の周知に努め、市町村の中心市街地活性化法に

よる基本計画策定に向けた取組の推進に、県として寄与できたと考えます。結果として県内7

市において新法による計画策定の意向が示されています。 

県内企業の大部分を占める中小企業の多くは、資金、技術、人材等の経営資源が十分ではな

く、経済のグローバル化や急速に進展する人口減少、少子高齢化などによる多様な課題を抱え

ており、引き続き総合的な支援が必要となっています。 



３ 施策展開                                     （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

2,858,116 2,843,509 
金額

2,858,116 2,743,854 

6.0 6.0 
Ⅰ 

（商工団体による小規模事業者等支援活動の推進） 

小規模事業者等の経営の安定と向上を図るために、商工団

体による地域に密着した支援活動を推進します。 

人員
6.0 6.0 

93,923,877 
特別会計 

186,364,905 

88,932,020 
特別会計 

177,728,050 
金額

83,601,145 
特別会計 

165,668,642 

84,402,740 
特別会計 

168,777,731 

8.0 8.0 

Ⅱ 

（中小企業等に対する金融支援） 

中小企業の継続的で円滑な資金調達を確保するため、中小

企業振興資金融資制度を中心に、中小企業の技術力を活かし

た金融や中小企業再生ファンド等企業再生金融の展開を進め

ます。 

人員
8.0 7.0 

472,912 
特別会計 
1,444 

446,691 
特別会計 
1,444 

金額
458,588 
特別会計 

995 

447,919 
特別会計 
1,444 

4.0 4.0 

Ⅲ 

（創業・経営革新の推進） 

 地域経済の活性化と雇用拡大の原動力である元気な中小企

業創出のため、創業を目指す意欲ある起業家や経営革新に取

組む中小企業を積極的に支援します。 

人員
4.0 4.0 

54,993 53,825 
金額

45,736 44,954 

8.0 8.0 
Ⅳ 

（まちづくりと一体となった商店街の振興） 

商店街の集客力を高め、地域における商業機能を向上させ

るため、その土台をなす人材の育成や地域との結びつきによ

る取組を一層強化するとともに、まちづくりと一体となった

魅力ある商店街づくりを積極的に推進します。 
人員

8.0 8.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

商工団体による経営指導・相談件

数 

150,000件 

(16年度) 

150,000件 

(18年度) 

150,000件 

(18年度) 
Ａ

商工団体の設立認可 
16件 

(16年度) 

20件 

(18年度) 

17件 

(18年度) 
ＢⅠ 

商工会等の合併 － 
2地域6商工会等 

(18年度) 

2地域6商工会等 

(18年度) 
Ａ

Ⅱ 中小企業振興資金融資額 
1,960億円 

（16年度） 

1,635億円 

（18年度） 

2,281億円 

（18年度） 
Ａ

経営革新計画の承認件数（累計） 
348件 

（16年度） 

600件 

（18年度） 

578件 

（18年度） 
Ｂ

Ⅲ 
創業・経営革新センター、商工会、

商工会議所における相談件数 

143,269件 

（16年度） 

145,000件 

（18年度） 

140,760件 

（18年度） 
Ｂ

「ふさの国商い未来塾」の修了者

数（累計） 

144人 

（17年度） 

160人 

（18年度） 

161人 

（18年度） 
Ａ

Ⅳ 
商店街地域連携モデル事業に応募

のあった活性化プランのうち、商

店街再生のモデル事業として選定

し、事業を実現した件数（累計） 

10件 

（17年度） 

15件 

（18年度） 

14件 

（18年度） 
Ｂ



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 小規模事業者等支援体制の再構築 

商工会等が、市町村合併との整合を図り、また、専門化・広域化する中小企業ニーズに的確に対応

するには、合併や広域連携による組織強化を図る必要があるため、市町村合併地域における商工会に

あっては合併を、小規模商工会にあっては広域連携を促進することにより、相談指導体制の充実や財

政基盤の強化に取り組むなど、小規模事業者等支援体制の再構築を進める必要があります。 

Ⅱ 中小企業等に対する金融支援 

中小企業の多様な資金需要に的確に応えていくことが求められていることから、中小企業振興融資

資金に係る融資条件等制度内容の見直しに重点的に取り組む必要があります。 

また、地域経済の活性化を図るためには、地域の中核的な中小企業の再生が必要です。 

Ⅲ 創業・経営革新の推進 

経営革新に取り組む中小企業に対するきめ細かい指導・助言に努めたこと、中小企業支援機関との

連携を強化したこと等により経営革新計画承認件数は増加していますが、事業所開業率が廃業率を下

回っているという状況が示すように、中小企業の経営は厳しい状況にあります。このため創業に意欲

的な起業家への支援や経営革新に取り組む中小企業の更なる増加とそれらに対する支援が求められて

います。 

Ⅳ まちづくりと一体となった商店街の振興 

消費者ニーズの多様化やライフスタイル・価値観の変化に適応した魅力ある商店街づくりを推進す

るためには、商業者のまちづくりに対する情熱を喚起するとともに、地域住民や行政とも連携した「ま

ちづくり」として、新たなパートナーシップのもとで取り組んでいくことが求められます。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ 商工会等の合併及び小規模商工会の広域連携の促進 

市町村合併地域における商工会等の合併を促進するため、その準備段階で必要な経費を補助すると

ともに、現在、法整備のない商工会と商工会議所の合併を促進するため、国に対して法整備等を引き

続き要望します。 

また、小規模商工会の広域連携を促進するとともに、経営指導員等の指導体制の見直しなど商工会等

の機能強化について、県と商工会連合会等による検討会を開催(年間３回)します。 

Ⅱ 中小企業等に対する金融支援 

 安定的な資金を県内中小企業に供給するため、間柄重視の地域密着型金融の進展や国における信用保

証制度の見直しを踏まえ、中小企業振興資金融資制度の再構築に取り組みます。 

Ⅲ 創業・経営革新の推進 

 (財)千葉県産業振興センター内に、新たに「創業・経営革新センター」を設置し、商工会・商工会議

所等と連携を図りながら創業予定者や経営革新に取り組む中小企業を積極的に支援するとともに、中

小企業が抱える様々な経営課題に対し相談、専門家派遣等の実施により中小企業の経営の向上とその

活性化を促進します。 

Ⅳ まちづくりと一体となった商店街の振興 

リーダーシップを発揮できる商店街リーダーの養成や、地域との連携・協働による多種多様な取組を

一層強化するとともに、商店街の賑わい回復の観点から地域福祉ニーズに対応した空き店舗等の活用に

よる取組を促進します。 

また、都市機能の集約化等による中心市街地の活性化に向けた協議・検討を進めます。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

Ⅰ 商工団体による小規模事業者等支援活動の推進 

小規模事業者等支援体制の再構築については、実効性のある広域連携を促進し、小規模商工会の

相談指導機能と経営基盤を強化するため、経営指導員等の指導体制の見直しを検討するとともに、

それに対応した新たな補助対象職員の設置基準の見直し等を検討します。 

Ⅱ 中小企業等に対する金融支援 

中小企業等に対する金融支援については、中小企業の多様な資金需要に的確に対応するため、新

たに中小企業振興資金融資制度の再構築に取り組みます。 

Ⅲ 創業・経営革新の推進 

創業・経営革新の推進については、創業予定者や経営革新に取り組む中小企業を積極的に支援す

るため、(財)千葉県産業振興センター内に新たに「創業・経営革新センター」を設置します。 

Ⅳ まちづくりと一体となった商店街の振興 

商店街の振興については、都市機能の集約化等による中心市街地の活性化に向けた協議・検討を

進めます。 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・小規模事業者等からの相談に対する指導・

助言(通年) 

・商工団体の設立認可申請に係る対応(通年)

・広報、融資実績の取りまとめ（通年） 

・金融相談対応（通年） 

・経営革新計画承認（通年） 

・経営革新セミナー講師派遣（通年） 

・経営革新計画フォローアップ事業（通年）

・経営革新支援機関連絡会議 

・｢商い未来塾｣受講者募集 

・「商店街地域連携モデル事業」活性化プラ

ンの募集 

 

４月 

～６月

・小規模事業者等からの相談に対する指導・助言

(通年) 

・商工団体の設立認可申請に係る対応(通年) 

・2地域6商工会等合併 

・補助対象職員の設置基準の見直し 

・中小企業振興融資資金貸付事業 

 （融資実績 7,180件、約570億円） 

・金融相談状況（470件） 

・経営革新計画承認（年間142件） 

・経営革新セミナー講師派遣（年間14件） 

・経営革新計画フォローアップ事業（年間85件）

・経営革新支援機関連絡会議（第1回） 

・｢商い未来塾｣受講者募集 19名受講 

・「商店街地域連携モデル事業」活性化プランの

募集 7件応募 

・中心市街地活性化に係る市町村の取組状況調査

の実施(1回目) 

・中心市街地活性化、まちづくり三法改正関係課

会議の開催(2回) 

・まちづくり三法に関する地域勉強会への出席 

（2回） 

・まちづくり三法に関する市町村・商工団体に対

する説明会・研修会の開催（6回） 

７月 

～９月 

・県と商工会連合会等による検討会開催 

・｢商い未来塾｣講義、現地ゼミナール 

・「商店街地域連携モデル事業」活性化プラ

ンの審査 

 

７月 

～９月

・県と商工会連合会等による検討会開催（6回）

・中小企業振興融資資金貸付事業 

 （融資実績 6,942件、約558億円） 

・金融相談状況（489件） 

・｢商い未来塾｣講義、現地ゼミナール（6回） 

・「商店街地域連携モデル事業」活性化プランの

審査 審査により4件採択 

・中心市街地活性化、まちづくり三法改正関係課

会議の開催(2回) 

・まちづくり三法に関する地域勉強会への出席 

（3回） 

・まちづくり三法に関する市町村・商工団体に対

する研修会の開催（1回） 

10月 

～12月 

・県と商工会連合会等による検討会開催 

・｢商い未来塾｣講義、先進地視察研修 

・「商店街地域連携モデル事業」実現活動 

 

10月 

～12月

・県と商工会連合会等による検討会開催（6回）

・中小企業振興融資資金貸付事業 

 （融資実績 7,919件、約604億円） 

・金融相談状況（368件） 

・経営革新支援機関連絡会議（第2回） 

・｢商い未来塾｣講義、先進地視察研修（4回） 

・「商店街地域連携モデル事業」実現活動 4件 

・中心市街地活性化、まちづくり三法改正関係課

会議の開催(2回) 

・大規模集客施設の立地に関する連絡調整会議の

開催（1回） 

・まちづくり三法に関する地域勉強会への出席 

（3回） 



１月 

～３月 

・経営革新支援機関連絡会議 

・「商店街地域連携モデル事業」成果報告 

 

１月 

～３月

・中小企業振興融資資金貸付事業 

 （融資実績 6,740件、約550億円） 

・金融相談状況（342件） 

・経営革新支援機関連絡会議（第3回） 

・創業・経営革新個別相談会開催（4回） 

・「商店街地域連携モデル事業」成果報告 4件 

・まちづくり三法に関する地域勉強会への出席 

（1回） 

・まちづくり三法に関する市町村・商工団体に対

する説明会・研修会の開催（2回） 

・中心市街地活性化に係る市町村の取組状況調査

の実施(2回目) 

・「草の根福祉推進型」商店街活性化モデル事業

の実施（4件） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ 商工団体による小規模事業者等支援活動の推進 

市町村合併地域における商工会等の合併を促進するため、その準備段階で必要な経費の補助を

行い、2地域6商工会等が合併しました。 

また、商工会等の機能強化について、県と商工会連合会及び県と商工会議所ブロック代表等に

よる検討会を開催(各年6回)し、機能強化のための具体的な取組計画を取りまとめました。なお、

経営指導員等の指導体制の見直しにおいて、それに対応した新たな補助対象職員の設置基準の見

直しを行いました。 

Ⅱ 中小企業等に対する金融支援 

  中小企業を取り巻く金融環境の変化に対応するとともに、中小企業者に分かりやすく利用しや

すい制度とするため、県制度融資の大幅な改正を行いました。 

  また、中小企業が持つ知的財産等の技術力を活用した事業を実施しようとするものに対して必

要な資金が円滑に確保できるように中小企業活性化資金の融資要件に加えるとともに、地域での

資金循環を高め、中小企業の資金調達手段の多様化を図るため、無担保で安定的な資金供給を行

う貸付債権担保証券（CLO）の仕組みを活用した融資（第３回千葉県版CLO）を実施しました。 

 ○融資制度全体の融資実績：28,781件 約 2,281億円 

 ○中小企業活性化支援資金のうち知的財産を活用した融資の利用状況：3件 25百万円 

 ○第３回千葉県版CLOの融資実績 企業数 426社、融資総額 約121億円 

Ⅲ 創業・経営革新の推進 

  18年度の経営革新計画承認件数は142件となり、前年度比161％と大幅に増加しました。これ

は、中小企業の取組の推進及び県と創業・経営革新センター、商工会・商工会議所等の相談支援

機関との連携を強化した結果です。創業についても、創業・経営革新センターと商工会・商工会

議所との連携により、セミナー（8 か所）、個別相談会（3 回）を開催し、創業予定者を支援し

ました。 

また、創業・経営革新センターは、県内中小企業に対する中核的支援機関として、人材、技術、

設備、資金等経営資源が不十分な中小企業に対し、窓口相談及び専門家派遣により経営課題の解

決を支援しました。（専門家派遣：62社、480日） 

Ⅳ まちづくりと一体となった商店街の振興 

  商店街の次代を担う若手リーダーを育成するため、計 10 回の講義からなる「商い未来塾」を

実施しました。所定の課程を修了した 17 名は、それぞれ地域や商店街の活性化に意欲を見せて

おり、今後の活躍が期待されます。また、商い未来塾の卒業生は、それぞれ地域において活性化

のイベントの企画・実現やＮＰＯ等の団体の立ち上げなどの活動を展開しています。 

また、商店街と地域の連携強化を支援するため、「商店街地域連携モデル事業」を実施しまし

た。平成 17 年度、優秀プランに選定した事業が実現できなかった反省から、補助金額の配分の

見直しや事業スケジュールの前倒しなどの制度改正を行ったうえで、商店街と地域が連携した活

性化プランを公募し、その中から事業効果が高いと認められる４件（最優秀プラン1件、優秀プ

ラン3件）を選定し、その実現化を支援することにより、地域における商店街機能の向上を図り

ました。 

地域福祉ニーズに対応して空き店舗を活用する取組を支援するため、「草の根福祉推進型」商



店街活性化モデル事業を実施し、4件の事業に対して支援を行いました。 

中心市街地の活性化に向けた協議・検討については、連絡調整会議及び関係課による会議を通

じて、まちづくり三法に関する情報の共有化が図られました。 

また、市町村の取組状況調査の結果を踏まえ、改正中心市街地活性化法による基本計画策定に

意欲的な市町村に対する研修会を企画し、また、調査結果を国に提供したことが国、県、市合同

の勉強会につながるなど、市町村の取組を県として支援することができました。 

県主催の説明会・研修会の開催や地域の勉強会への出席等により、関係者に対するまちづくり

三法改正の意義、制度の周知が図られました。 

特記事項 

Ⅰ 商工団体による小規模事業者等支援活動の推進 

国に対する商工会と商工会議所の合併を促進するための法整備等の要望については、国は当事

者による検討が重要と考えており、両団体の研究会でも「法整備は慎重であるべき」との考えで

一致したことから、今後の状況を踏まえながら対応することとしました。 

Ⅳ まちづくりと一体となった商店街の振興 

  「商店街地域連携モデル事業」最優秀プランに選定した稲毛商店街振興組合の「稲毛のあかり

プロジェクト」は、新聞やテレビでも取り上げられるなど注目度も高く、参加した地域住民や商

店街関係者からもおおむね好評で、今後の発展が大いに期待されます。 

中心市街地の活性化については、一連の取組の結果、市町村の中心市街地活性化法による基本

計画策定に向けた取組の推進に、県として寄与できたと考えます。結果として県内7市において

新法による計画策定の意向が示されています。 

残された 

課題 

Ⅰ 商工団体による小規模事業者等支援活動の推進 

地域の総合経済団体として社会経済環境の変化に対応した中小企業に対する経営支援等を行

うためには、商工会の合併をはじめ、商工団体による主体的な機能強化が必要です。 

Ⅱ 中小企業等に対する金融支援 

中小企業の円滑な資金調達を促進するため、改正後の制度がより多くの中小企業に活用される

よう広報に努めていく必要があります。また19年 10月に予定されている責任共有制度の導入に

あわせ、融資要件等の見直しについて検討する必要があります。 

Ⅲ 創業・経営革新の推進 

中小企業が社会経済等の変化に対応した新たな事業に取り組む場合、経営革新制度の活用が極

めて有効な手段であることから、この制度が県内中小企業に広く活用されるよう普及活動に引き

続き積極的に取り組むとともに、各支援機関との連携による取組（承認企業の掘り起こし、計画

作りへの支援、承認後のフォロー等）を一層強化し、中小企業の経営革新への取組を促す各種支

援施策を展開する必要があります。 

また、中小企業経営者の高齢化の進行に対応した円滑な事業承継や、大規模地震等に対する企

業の危機管理対策である｢中小企業ＢＣＰ(緊急時企業存続計画)｣への早急な取組が求められて

おり、中小企業の最も身近な支援機関である商工会・商工会議所と連携し、これらの新たな課題

への取組を支援する必要があります。 

Ⅳ まちづくりと一体となった商店街の振興 

「商店街地域連携モデル事業」は、2 度の審査により選考結果が出るのが 7 月下旬となり、こ

のため、夏頃までに実施する事業プランは応募することができず、対象が年度後半の事業に限定

されてしまう現状にあるため、制度を改善する必要があります。 

中心市街地活性化については、平成 19 年度は 4 市において基本計画の国への認定申請を予定

していることから、県としても国と市の協議状況に留意しながら、適宜指導・助言・協力を行う

必要があります。また、中心市街地の活性化は、中心市街地活性化法による基本計画の認定の有

無にかかわらず、多くの市町村に共通する課題であることから、地域の主体的な取組を促すこと

が望まれます。 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 



課題への 

対応策 

Ⅰ 商工団体による小規模事業者等支援活動の推進 

商工団体の機能強化のため、商工会の合併への支援を行うとともに、組織の効率化、人材の育

成、広域連携など機能強化の取組を促進します。 

Ⅱ 中小企業等に対する金融支援 

安定的な資金を県内中小企業に供給するため、18年度に行った県制度融資の再構築内容を中小

企業に広く周知し、利用の促進を図るとともに、景気の回復基調など環境の変化に対応し、機能

的で円滑な中小企業金融の展開を目指します。また、融資要件等の見直しについても中小企業者

に対する意向調査を実施するなど検討を進めます。 

Ⅲ 創業・経営革新の推進 

地域経済の活性化や新たな雇用の創出を図るため、創業を目指す意欲ある起業家や新商品の開

発など経営革新に取り組む中小企業に対する支援を充実・強化します。 

・経営革新計画承認企業の販路開拓の支援 

・経営革新計画推進の優秀企業表彰による制度の普及・奨励 

・創業予定者や経営革新計画作成企業への専門家派遣による支援 

事業承継については、親族内での後継者の確保が困難になっており、後継者不在による廃業を

防止するため、創業・経営革新センターをワンストップの相談窓口と位置付け、セミナーの開催

や窓口相談等により中小企業の円滑な事業承継を支援します。 

また、｢中小企業ＢＣＰ(緊急時企業存続計画)｣についても、セミナーの開催により普及啓発を

図ります。 

Ⅳ まちづくりと一体となった商店街の振興 

平成 19 年度から「商店街地域連携モデル事業」を拡充した新規事業「みんなでつくる商店街

モデル事業」を実施します。新規事業では、応募時期を2回(4/5～5/21、7/5～8/20)設定、補助

金額を一律とし、各1回の審査(6/5、9/5)で補助対象を決定します。これにより、年度の早い時

期に実施する事業についても応募することが可能となります。 

中心市街地の活性化については、平成 19 年度は戦略プロジェクト４「中小企業元気戦略の推

進」の重点事業として、中心市街地活性化に向けた推進体制づくりを支援する「中心市街地活性

化協議会等設立支援事業」及び計画づくりを支援する「元気商店街創出事業」を創設しました。

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

・商工団体等に対する支援については、「ちば中小企業元気戦略」に基づき、引き続き、地域商工団体による支援機

能強化に努めること。 

・中小企業金融においては、中小企業の経営基盤の安定･強化を図る基本となる施策として、制度の利用を促進する

ため効果的な広報を行うとともに、経済・社会環境や企業ニーズに応じた適切な資金提供方法について検討するこ

と。 

・中小企業における創業、経営革新の推進については、県内の商工関係団体、中小企業支援団体等との連携を図りな

がら、創業予定者や経営革新に取り組む中小企業の課題に対しきめ細かな支援を行うこと。 

・商業振興に関しては、地域に密着した商業のあり方を十分に検討し、地域の活性化が商店街の活性化に結びつく、

相乗効果が発揮される取組への支援を促進すること。 

 

 


