
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名  鳴海商工会（法人番号 ８１８０００５００４３０２） 

実施期間  平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

小規模事業者の経営基盤強化による地域経済の活性化 

・意欲ある小規模事業者等への積極的支援による育成。 

・地域経済に貢献している小規模事業者の円滑な経営資源の承継。 

・地域ブランド・地域資源を活かした産業人口と交流人口の拡大。 

・商業の核となる鳴海駅周辺、徳重駅周辺の賑わいの創出。 

事業内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 ア 行政・金融機関、関連機関等実施の広域的な経済動向調査の提供 

 イ 小規模事業者への地区内経済動向調査結果の提供 

 ウ 各種経済動向情報の活用 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 ア 経営分析による小規模事業者の経営状況の把握 

 イ 経営分析結果を踏まえた経営課題抽出・掘り起こし 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 ア 小規模事業者に対する事業計画策定支援 

 イ 創業者や事業継承を希望する事業者への事業計画策定支援 

 ウ 外部専門家と連携した事業計画策定支援 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 ア 事業計画策定後のフォローアップ 

 イ 創業計画策定後のフォローアップ 

 ウ 事業承継計画策定後のフォローアップ 

 エ 小規模事業者経営発達支援融資制度等の利用勧奨 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

 ア 国・県・上部団体などが行う需要に関する調査結果の収集分析提供 

 イ 日経テレコンのＰＯＳ情報の提供 

 ウ 消費者等からの情報の提供 

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】 

 ア メッセナゴヤ等関係機関の主催する展示会等への出展支援 

 イ ＩＣＴを活用した販路拡大 

 ウ 全国商工会連合会運営の事業者支援システムによるホームページ開設支援 

 
 

連絡先 

鳴海商工会   

名古屋市緑区鳴海町字乙子山１－３ 

電話 052-896-3331   ＦＡＸ052-896-3381 
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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 

Ⅰ 鳴海商工会地域の概要 

 １ 概略 

  鳴海商工会が位置する名古屋市緑区は、愛知県の県庁所在地である名古屋市の東南

 部にあり１４番目の行政区として昭和３８年４月に愛知郡鳴海町が名古屋市に合併 

 し誕生した。その後、知多郡有松町、大高町が合併し広い範囲で土地区画整理事業が

 行われ、特に緑区東部は新しい市街地づくりが進み目覚ましい発展を遂げつつある。

  また、緑区の７０％弱の面積を占める鳴海は、東海道五十三次４０番目の宿場町「鳴

 海宿」があった町として古くから栄えてきた。名古屋市と合併した経緯から現在緑 

 区は、鳴海商工会（旧鳴海町）を含め３つの商工団体(有松商工会、名古屋商工会議 

 所)が管轄する地域となっている。 

 
  

・交通                   

  緑区の中央を名古屋鉄道本線・南部をＪ 

Ｒ東海道本線・北部を地下鉄桜通線が通 

り、名古屋都心部まで約15分以内に連絡す 

る等公共交通が発達している。 

特に名古屋鉄道本線鳴海駅及び地下鉄 

桜通線徳重駅周辺は駅の拠点施設として 

開発ポテンシャルの高い地域になってい 

る。 

また、道路についても国道１号線・伊勢 

 湾岸自動車道・名古屋第二環状自動車道・ 

名古屋高速３号大高線が通る交通至便の 

地であり、強い物流機能を備えている。 

 大高ICは、伊勢湾岸自動車道（新東名高 

速道路）・名古屋高速道路・知多半島道路 

の交わる高速道路の要衝である。 

緑区全体 約３８㎢ 

鳴海地区 約２６㎢ 

有松地区 約 ３.５㎢

大高地区 約 ８.３㎢

着色部分が 
鳴海地区 

緑区



２ 
 

・人口 

  緑区の人口は下表のとおりである。鳴海商工会のある緑区の人口は、平成27年現在

で240,780人であり、名古屋市全体の人口の約10％が緑区に住んでおり、名古屋市16 

区で最大(平成16年より)の人口を誇っている。 

 昭和40年を100とした場合の人口伸び率については、平成27年を見ると名古屋市 

全体で118.1の伸び率になっている。一方緑区では名古屋市のベットタウンとして 

昭和40年代より緑区北部で土地区画整理事業等市街地開発事業が進んだことに伴い、

人口が急増し、平成27年現在では昭和40年と比較して３倍以上の伸び率を示してい 

る。 

   

表－１ 人 口 伸 び 率 比 較 

 名古屋市 伸び率 緑区 伸び率 

昭和４０年 1,935,430人 100.0  73,117人 100.0 

昭和５０年 2,079,740人 107.5 119,126人 162.9 

昭和６０年 2,116,381人 109.3 159,555人 218.2 

平成 ７年 2,152,184人 111.2 190,936人 261.1 

平成１７年 2,215,062人 114.4 216,545人 296.2 

平成２７年 2,285,670人 118.1 240,780人 329.3 

※ 名古屋市公表資料より

[注] 伸び率は、昭和４０年を１００％とした場合

 

・歴史 

  東海道五十三次の40番目の宿場である。東海道の 

鳴海宿があった。また、鳴海には松尾芭蕉ゆかりの寺   

社が多くあった。現在は宿場の面影を伝える古い家屋 

は少なくなり、連なる家並みも少なくなってきている。 

  

 

 ・伝統工芸 

  有松・鳴海地域を中心に生産される絞り染めの有松・ 

 鳴海絞りがある。木綿布を藍で染めたものが代表的で、 

 模様については他の生産地に類を見ない多数の技法を有 

する。 

江戸時代以降日本国内における絞り製品の大半を生産 

しており、国の伝統工芸品にも指定されている。 
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２ 小規模事業者の状況 

 ・鳴海地区の小規模事業者は減少 

上掲のように人口の伸び率も高く、交通至便の地も相まって商業のポテンシャル

が十分高い当地区であるが、商工業者数及び小規模事業者数の推移を見てみると減

少傾向にあることが伺える。表－２より商工業者数、小規模事業者数ともに平成17

年に一旦回復したものの、それ以降は減少傾向にあることが分かる。 

商工業者数では平成12年の4,713事業者に対し、平成27年に4,587事業者と126減少

した。また小規模事業者数においても平成12年の3,633事業者に対し、平成27年に

3,383事業者になっており、250減少している。 

このように、人口の伸び率上昇や名古屋市中心部への移動が便利にもかかわらず、

小規模事業者数は減少していることから、当地区が住宅地として発展している一面

を窺い知ることができる。 

   

 

表－２ 鳴海地区の事業者推移 

 

  

  ・業種別事業者数では平成21年より総事業所数が減少に転じている 

   交通の要衝となる大高ICの立地や駅周辺などの商業の拠点となる地区が複数立 

  地する当地区は、有松・鳴海絞の伝統産業をはじめとした製造業、卸・小売飲食業

とサービス業等の商業、物流をはじめとした運輸通信業等、多岐に渡る中小企業を

有している。全国的な人口減少社会の中、当地区内の人口は増加傾向にあるものの、

事業者の高齢化、経済活動の国際化、リーマンショックの影響等の理由から平成21

年を境に総事業所数は減少に転じており、厳しい経営環境が窺える。 

 

 

表―３ 緑区の業種別事業者数の推移 

 
※ 平成24～21年は「経済センサス」、平成18～8年は「事業所・企業統計調査」 

   平成3年、昭和61年は「事業所統計調査」 

 

 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

商工業者数 4,713 4,759 4,542 4,587 

小規模事業者数 3,633 3,655 3,409 3,383 



４ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・製造業の減少、サービス業の増加 

   図―１を業種別に見てみると、製造業は平成３年に1,266事業者となって以降、

事業者数が減少し、平成24年には953事業者になっており、事業者の高齢化など、

経営上厳しい局面に立たされていると思われる。また、卸・小売飲食業も増加・減

少を繰り返しながら事業者数を減らしており、平成24年は昭和61年当時とほぼ同じ

2,458事業者となっている。 

一方で、サービス業については一貫して増加傾向にあり、昭和61年に1,249だった

事業者は順調な推移がみられ、平成24年に2,075事業者まで増加した。 

   これは市街地整備に合わせ、近年鉄道高架化した名古屋鉄道鳴海駅周辺や地下鉄

桜通線徳重駅周辺など商業が立地しやすい地区にサービス業が集積してきている

ことが要因として挙げられる。 

   

 

 

 

 

 

 

図－１ 緑区の業種別事業者数の推移 
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  ・名古屋市全体と比較して、製造業、サービス業の比率が高い 

   緑区と名古屋市との産業構造比較を図－２に示す。事業所数に占める製造業の割

合は 14.1％と名古屋市の 9.3％を 4.8 ポイント上回っている。サービス業について

も緑区は 30.7％で名古屋市の 29.1％を 1.6 ポイント上回っている。一方、卸・小

売飲食業は名古屋市の 41.8％を下回る 36.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・伝統産業、製造業の減少 

   名古屋市内の区別小売業の現況を表－４に示す。小売業に限れば１店舗当たりの

売り場面積は、名古屋市１６区の中で２番目になり旧来の小規模店舗ではなく、大

きな売り場面積を利用した店舗が多く、大規模店のシェアが高くなっている。 

 

   伝統産業として約４００年の歴史を持つ「鳴海絞」がある。この絞りは、伝統工

芸品「有松・鳴海絞」として広く認知されているが、製造を中心とした関連事業者

は高齢化などの理由により減少している。また、江戸時代には通行客の往来や有

松・鳴海絞の買い付けで賑わった東海道鳴海宿も、現在は空き家、空地が目立って

きている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 緑区と名古屋市との産業構造比較 

平成 24 年経済センサス 

空き店舗が目立つ鳴海宿 
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 ２ 鳴海商工会管内の商工業の課題 

・小規模事業者支援 

これまで当商工会は、金融・税務・労務相談等の経営改善普及事業を中心として

地域の小規模事業者の経営基盤の安定に注力してきた。しかしながら国内全体で

は平成20年頃をピークに人口減少社会に突入し、高齢者の増加や高齢化の進展、

更には出生率に低下に伴う生産年齢人口の減少は国内需要の減少等経済に深刻な

影響を及ぼす恐れがある。当管内でも事業者を巡る経営環境は厳しさを増し、小

規模事業者は全体に減少している。またグローバル化の進展や新興国の台頭によ

り国際競争が一段と激しさを増す中で、意欲ある小規模事業者の売り上げ向上や

持続的発展に資する上で必要な小規模事業者支援は大きな課題と言える。 

   

  ・地域産業の活性化 

当管内地域及び名古屋都市圏全体として、経済・社会が今までのように活力を維

持していくためには、地域の活性化が重要な課題となる。魅力ある地域を創造し、

地域に富をもたらすことが肝心である。しかし、当管内ではリーマンショック等

の影響もあり地区内の小規模事業者が減少している。このままでは大規模店舗中

心のまちとして地元小規模事業者の地盤沈下が止まらない状況となる。商工会と

してはこの状況を打破するため、これまで蓄積されてきた高度な技能・知識を活

かし、地域産業の活性化を図り交流人口を増やし都市の魅力向上に努める必要が

ある。 

表－４ 名古屋市区別小売業の状況 
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  ・集客ポテンシャルの高い駅周辺への個人事業者の本格的事業展開 

地域活性化のためには「人が集まる」というポイントが大切になってくるが、緑

区は交通至便の地であることから、人が集まる駅を中心とした賑わいの創出が求

められる。近年目覚ましく開発が進んでいる徳重を中心とした東部地区では、地

下鉄が平成２３年に開通し利用客が増えているが、周辺にはチェーン店が出店し、

個人事業者の本格的な事業展開までには至っていない。一方、鳴海地区の中心駅

である鳴海駅では、名鉄本線の高架化工事が終了し便利になったものの駅周辺整

備は駅前広場周辺に留まり利用客の大幅な増加はみられず、300 万人を維持してい

る。いずれにしても年間利用者数 300 万人を超える駅周辺の賑わい創出に努め、

一層の交流拡大を図ることが求められる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・経営者の事業継承、若手育成 

人口高齢化に伴い、経営者の高齢化が進んでおり、中小企業でその傾向が顕著で

ある。鳴海管内でも平均寿命の延びとともに事業主の高齢化を迎え後継者が他の

業種に従事するなど事業の継続（後継者難）に問題が出ている。中小企業は全国

事業所数の 99％、従業員数の７割を占めており地域経済の成長発展の源泉となっ

てきたことから、こうした中小企業の円滑な事業継承は、ものづくりの伝承、雇

用の確保など、地域経済の活力向上につながり、商工会として積極的に取り組ん

でいかなければならない。 

 

  ・サービス業の新規開業・市場参加 

平成 24 年センサスによれば、緑区の産業構造は図－２のとおり、卸・小売飲食業

が 36.2％、次いでサービス業が 30.7％と割合が高く、事業所数が減少する中、大

消費地である名古屋を背景にサービス業を中心とした創業が増えている。事業承

継の推進とともに新規開業を増やし、生産性の高い事業者を市場に参加させ、経

済の新陳代謝を図っていくことも重要である。 

乗車人員  乗車人員 

調査年 名鉄鳴海駅 調査年 地下鉄徳重駅 

平成 ５年 4,886,073 人 平成２３年 2,449,269 人

平成１５年 3,115,826 人 平成２４年 2,706,752 人

平成２５年 3,284,199 人 平成２５年 3,006,803 人

※ 名古屋市統計年鑑 

名鉄鳴海駅周辺 地下鉄徳重駅周辺 
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  ・伝統工芸をはじめとした製造業の積極的なＰＲ 

製造業の事業所数が占める割合は 14.1％であるものの、鳴海地区には有松・鳴海

絞と言った伝統産業があり、また、名古屋大都市圏の自動車、工作機械、陶磁器

等のものづくりの伝統があり、自社の持つ技術や商品に対して誇りをもっている

事業者は多い。この製造業のもつ商品や技術力をより対外的に、国際的にＰＲし

ていくことが求められる。 

 

 ３ 鳴海商工会の使命と役割 

   これらの課題に対処するためには現在の商工会の支援状況を踏まえると、従前の

経営改善普及事業をメインとするスタイルでは、環境変化を乗り越えることのでき

る事業者の育成に対応できなくなってきており、経営力強化を目的としたそれぞれ

の課題を解決するための支援に取り組む必要がある。 

 

   本会の商工業が抱える課題を解決するために求められる支援体制には、下記の３

点の課題があげられる。 

 

  課題 ①小規模事業者と地域の経済環境に関する実態把握が必要。 

      小規模事業者の活躍の場である地域の活性化のため、地元金融機関やその

他関係機関と連携し、地元経済環境の実態把握を進めることが必要であ

り、経済環境の調査結果を基に経営者と一体となった伴走型支援に取り組

む。 

  課題 ②経営革新をはじめとする課題解決型指導が必要な事業所の掘り起こしが 

      必要。 

      小規模事業者のための経営革新では、巡回・窓口相談を充実させ、経営課

題に悩む経営者の掘り起しを進めることにより、経営者の悩みを汲み取

り、積極的に課題解決に向けた提案等を行うことによって成果の見える経

営指導に取り組むことが必要である。 

  課題 ③小規模事業者の経営課題の把握とそれを解決するための計画的継続的な 

      支援が必要。 

      小規模事業者が抱える課題について経営分析を行い、改善指導するととも

に、事業計画策定支援に繋げることが求められる。特に、需要の停滞に悩

む小規模事業者に対し、商品・サービスの需要動向分析を行い適切な販路

開拓支援を行う等、計画的継続的な支援が必要である。 

 

   このような支援体制現況及び課題を踏まえた当商工会の「小規模事業者の中長期

的な振興のあり方」は次のとおりである。 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 

「小規模事業者の経営基盤強化による地域経済の活性化」 
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  本商工会地区は、商業のポテンシャルは高い地区であるが、小規模事業者数を見る

 と近年は減少傾向にあることから、個々の小規模事業者と地域の経済環境に向き合 
 い、中長期的な目標に立った、経営力向上や販路拡大、技術革新を図りながら、伴走

 型支援による小規模事業者の持続的発展を目指す。 

  上記を踏まえ、当商工会は経営指導員を始めとした職員全体の資質向上を図りつ

つ、愛知県、名古屋市、あいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構、地元金融機関

 等と連携しながら、下記方針の支援や取組を行い、目標を達成する。 

 

【目標】 

⑴ 意欲ある小規模事業者等への積極的支援による育成。 

⑵ 地域経済に貢献している小規模事業者の円滑な経営資源の承継。 

⑶ 地域ブランド・地域資源を活かした産業人口と交流人口の拡大。 

⑷ 商業の核となる鳴海駅周辺、徳重駅周辺の賑わいの創出。 

 

【実施方針】 

⑴ 持続的発展力を持つ事業者の育成 

経営指導員の計画的な巡回指導、金融・税務等の窓口相談、講習会等機会を通じ

て、各小規模事業者の経営課題の掘り起こしを行い、小規模事業者の持続的発展の

有効な手段である事業計画策定、実施を進めるとともに、定期的なフォローアップ

を行うことによって、魅力ある個店や自らの技術・サービスの維持向上を図る事業

者及び持続的発展力を持つ事業者の育成を行うとともに、小規模事業者の減少に歯

止めをかけるため、創業者を対象に巡回窓口相談や創業支援講習会を通じ、新たな

事業活動や技術力のある発展的な事業活動に向けた伴走型支援を行う。 

 

⑵ 円滑な事業承継の実現と雇用の安定に向けた伴走型支援 

伝統産業である鳴海絞をはじめとした製造業、飲食業及びサービス業多様な業種

の小規模事業者によって鳴海地区の経済は成り立っており、鳴海の文化が育まれて

きた。このような小規模事業者の円滑な事業承継と雇用の安定を図ることが地域経

済の維持・活性化には不可欠であることから、長期的な計画に基づく事業引き継ぎ

支援等の伴走型支援を行う。 

 

⑶ 伝統産業等の商品・技術ＰＲ 

地場産品である「鳴海絞」を地域住民に広くＰＲし認知度向上のため、各種の行

  事に地場産品や小規模事業者の出店を図るとともに、地区外の展示会への出展支援

  を行うことにより、小規模事業者の苦手とする商品、技術をＰＲし販路拡大につな

  がる支援を行う。 

 

⑷ 賑わいの創出支援 

各地のイベントを活用し、地域の小規模事業者の参加、協力を得ながら賑わいを

  創出するための協力体制を確立するために支援を行う 
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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２９年４月１日～平成３４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】 

 

  (1) 目標 

 ・地域経済動向の把握、並びに小規模事業者の状況を把握し売上げや利益確保のため

の支援に活用 

  現状では、地域経済動向の実態把握については、行政機関、金融機関、全国商工会

連合会が行っている中小企業景況調査など多くの調査・統計等の情報のほか、経営指

導員による巡回訪問や各種会合でのヒアリング等から情報収集し、この情報を経営指

導員等で特に分析を行うことなく、税務相談、金融相談などの際に小規模事業者に口

頭あるいは資料の提示による情報提供にとどまっている。 

今後は、関連機関の調査結果を収集整理し分析した結果を事業計画作成など個別支

援時に活用し、小規模事業者と内容を共有する。 

また、小規模事業者の経営状況については、中小企業診断士等の専門家と連携しな

がら、アンケートにより収集、分析、提供を行い今後の支援策に活用する。 

これらの情報については、ホームページなどを通じ地域の小規模事業者にも広く周

知する。 

 
  (2) 情報収集目的 

   ア 広域的な経済動向を把握するため、行政等が実施する景況調査等の結果を利

     用した経済動向調査を行う【新規】 

    ■調査項目 

     ①広域的な経済動向 ②業種別動向 ③業界に関連する指標 

      （鉱工業生産指数、住宅着工戸数、大型小売店販売額、有効求人倍率など）

    ■主な収集先 

     ①中部経済産業局    最近の管内総合経済動向 

     ②愛知県        あいちの経済四季報 

                 あいちの景気動向 

     ③名古屋市       景況調査 

     ④愛知県商工会連合会  中小企業景況調査報告書 

     ⑤金融機関等      景況調査 

    ■調査分析を行う手段手法 

     中部経済産業局、愛知県や名古屋市、愛知県商工会連合会など関連機関の実

    施する経済情勢に関する調査結果を収集、整理する。 

     収集した調査結果を専門家等と協力の上、分析を行う。 
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   イ 地域内の経済状況を把握するため、地域内小規模事業者へのアンケートによ

     る経済動向調査を行う【新規】 

  ■調査項目 

     ①業況判断（実績と予想）  ①総合景況 ②売上 ③仕入 

                   ④需給状況 ⑤在庫 ⑥資金繰り 

                   ⑦設備投資状況 

     ②経営上の問題、今後の経営方針 

    ■収集先 

     地域内小規模事業者100事業所 

   ①建設業20 ②製造業25 ③小売・飲食業30 ④サービス業25 

    ■調査分析を行う手段手法 

     地域内小規模事業者に対して年１回、地区内の経済動向を問うアンケートを

    実施し、専門家等と協力のうえ回答データの集計・分析を行う。 

 

  (3) ア及びイの調査結果の活用 

    ・外部経営環境について理解を進め、経営判断の材料とする。 

    ・経営状況及び経営(事業)計画策定等を行う際の参考資料とする。 

    ・巡回指導先や講習会参加者のニーズに適合した情報提供で指導の効率と効果

     を高める。 

    ・特に小規模事業者に知ってもらいたい情報は、要約レポートを作成し、周知

     を行う。 

 

  （目標指標） 

 地域の経済動向及び小規模事業者に関する情報を調査・分析し、小規模事業者を取り

巻く環境等を情報提供する。 

 

 
 ２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

  (1) 目標 

 ・小規模事業者への財務・収益改善に資する具体的な支援実施 

    従来、経営指導員等が記帳指導や決算申告指導、金融斡旋等の際に小規模事業

   者に対して決算書を基にした財務分析、資金繰り等の現状把握に留まっており、

   経営課題の抽出や課題解決に結びつく自社分析による小規模事業者の事業計画 

項 目 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 
広域的な経済

動向調査回数 ０ １ １ １ １ １ 
地域経済動向 
調査回数 ０ １ １ １ １ １ 
地域経済動向 
調査対象 
事業所数 

０ １００ １００ １２０ １２０ １５０ 
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   策定に繋がっていない現状にある。また、小規模事業者は、これまでの経験や勘

   に頼った状況把握のため、自社の持つ独自の商品・技術等経営資源の強み・弱み

   や計数管理によって自社を分析している小規模事業者は少ない。 

    創業者においては、得意技術やサービスが地域の消費者ニーズに即しているか

   情報が不足している。 

    これらの課題解決のため、経営指導員による金融支援、窓口相談、各種経営セ

   ミナー、巡回指導などを通じて小規模事業者の経営分析を実施する。経営状況の

   分析は財務分析を中心に行ってきたが、小規模事業者の経営資源にも目を向け、

   決算数値に表れない定性面の分析も併せて行う。経営状況の分析を見て現場の状

   況を把握し、小規模事業者の利便性向上と課題解決に向けた個社の取組を促進す

   るため、極力巡回中心の支援に努める。また、各種融資制度の利用促進を図りな

   がら、当資金利用者への支援に重点を置く。 

    より高度な分析を必要とする場合には、外部専門家や愛知県商工会連合会、あ

   いち産業振興機構、ミラサポの専門家、中小企業基盤整備機構等と連携し、適切

   な分析結果を導き、経営戦略・戦術の検討を進め、小規模事業者が抱える経営上

   の悩みに対してきめ細かいサポートを実施する。 

 

  (2) 事業内容 

   ア 経営分析のための収集項目・手段手法と小規模事業者の経営状況の把握 

経営指導員等による事業所の巡回訪問や窓口相談の対象者、金融・税務等の個

別相談会等の参加者から、経営分析が必要と思われる小規模事業者をピックアッ

プし、小規模事業者の持つ設備や技術等経営資源の分析を行うとともにタブレッ

ト端末を利用し全国商工会連合会の「経営分析システム」を活用し、収益性、安

全性、成長性に関する業種別の経営指標と小規模事業者の損益分岐点分析等財務

面の実績をレーダーチャートで比較し、資金繰り、収益改善計画など財務面を中

心とした強み・弱みを分析するとともに、小規模事業者の経営資源にも目を向け、

ターゲット、コンセプト、他社との差別化、商品・サービスの需要動向等決算数

値に表れない定性面の分析も併せて行うことにより経営課題を見出す。 

また、決算データの入力により経営分析ができる中小企業基盤整備機構の「経

営自己診断システム」を活用し経営指導員などが随時診断を行い、同業種との財

務指標の比較を行うため売上高営業利益率、自己資本比率、流動比率などの収益

性、効率性、生産性、安全性、成長性を分析し、経営状況の把握を行うとともに、

事業主自身が経営自己診断システムにより経営課題を考えることのできる環境

づくりを支援することにより、小規模事業者自身による経営課題解決への熟度を

高める。 

 

   イ 経営分析結果の提供と成果の活用 

   上記経営分析の結果や事業者に対するヒアリングを基に、経営課題を抽出・整

理し提供するとともに、専門的な課題解決には、愛知県商工会連合会所属の中小

企業診断士を始めとした専門家と連携し、３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析等を行い、事

業計画策定へと繋げていく。 
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（目標指標） 

 

 ３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

  (1) 目標 

 ・小規模事業者に対する経営計画作成の目的・意義の啓蒙 

 ・小規模事業者の確度の高い経営計画作成 

   上掲の地域の経済動向調査及び経営状況の分析結果を踏まえ、小規模事業者の

  持続的発展に向けた各種経営計画作成支援を実施する。作成にあたっては、金融

  機関、愛知県商工会連合会、あいち産業支援機構やミラサポ等の専門家と連携し、

  経営計画作成の目的、ポイント、活用方法等の重要性について浸透を図ることに

  より、小規模事業者がより確度の高い経営計画を作成できるよう支援するととも

  に、経営計画作成後も支援を行う。 

   

  (2) 事業内容 

   ア 小規模事業者への事業計画策定支援 

   経営指導員等が巡回訪問や金融・税務相談対象者、事業計画策定講習会・個別

相談会などの参加小規模事業者から相談を受けるとともに、上記２の経営分析対

象者に対し個別に計画策定支援を行うほか、巡回指導時には、タブレット端末を

活用し中小企業基盤整備機構の経営計画作成アプリ「経営計画つくるん」を利用

した事業計画作成支援を行う。 

 

   イ 創業者や事業承継を希望する事業者への事業計画策定支援【新規】 

地域に根差す活気ある企業を創出するため、創業者や円滑な事業継承を希望す

る事業者を対象に、創業や事業承継に関する知識の向上を図り、各事業者に適し

た事業計画の策定支援を行う。 

 

・創業支援等講習会の開催 

 これから創業を目指す者に広くＰＲすることを目的に作成したホームページや

折り込み等により、事業計画策定を目指す創業者の掘り起こしを行うとともに、

本会及び関連機関による創業計画の作成支援、各種施策制度の紹介を行う。 

 

・創業支援等個別相談会の開催 

 個別相談会を開催し、経営、財務、人材育成、販路開拓等事業計画作成におけ

項 目 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 
経営分析 
事業所数 ９ ２０ ２５ ２５ ３０ ３０ 

専門家に 
よる課題 
抽出分析 
事業所数 

０ １０ １２ １２ １５ １５ 
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る指導助言や、地域の経済動向調査結果等の情報を提供する。 

 

・創業計画作成支援 

 相談会や巡回相談において個別に創業計画、事業計画作成を関連機関と協力し

て指導・助言を行うことによって創業を具現化させるための支援を継続的に行う。

 

・事業承継に伴う事業計画作成支援 

 個別的な事業承継案件にたいして、最適な計画作成を行うため外部専門家、関

連機関と協力して指導・助言を行い、スムーズな事業承継を支援する。 

 

   ウ 外部専門家と連携した事業計画策定支援 

上記ア、イの事業計画策定にあたっては、経営分析を行うほか需要動向調査を

活用し、よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構、愛知県商工会連合会等支援機

関の専門家派遣制度で専門家を招聘し、経営指導員等の職員が同行し連携しなが

ら事業計画の策定支援を行う。 

 

（目標指標） 

 

 

 ４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

  (1) 目標 

 ・地域の小規模事業者の底上げによる地域力の向上 

    事業計画策定後も、定期的に巡回訪問を行い、計画実現に向けた進捗状況の確

   認や、小規模事業者ごとの特性に合わせたきめ細かい指導・助言を継続する等、

項 目 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 
事業計画策定 
講習会 ０ １ １ １ １ １ 

事業計画策定

個別相談会 ０ １ １ １ １ １ 

事業計画策定 
件数 １７ ２０ ２５ ３０ ３０ ３０ 

創業支援等講

習会開催回数 ０ １ １ １ １ １ 

創業支援等個

別講習会開催

回数 
０ １ １ １ １ １ 

創業計画作成

者数 ０ ５ ５ １０ １０ １５ 

事業承継に伴

う事業計画策

定者数 
０ １ ２ ２ ３ ３ 
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   伴走型支援を実施する。支援にあたっては、愛知県商工会連合会、あいち産業振

   興機構、ミラサポの専門家等と連携し小規模事業者の課題に応じた指導・助言を

   行い、小規模事業者の持続的発展を支援することにより、本地区の地域力の向上

   に繋げる。 

  また、創業まもない小規模事業者や事業継承後の事業者に対しても、巡回・窓

 口相談指導などを実施し、上記と同様の支援を行う。 

   

  (2) 事業内容 

   ア 事業計画策定後のフォローアップ 

   事業計画策定後、年４回程度巡回訪問または窓口指導を行い、ヒアリングと資

料確認により進捗状況のチェックを行うとともに、その時々の課題解決に向けた

指導・助言を行う。なお、高度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した場合、

愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構、ミラサポ等と連携し、課題に応じた

専門家を活用した支援を行う。 

 

   イ 創業計画策定後のフォローアップ【新規】 

    創業者については、創業計画策定後、年４回程度定期的な巡回指導または窓口

   指導を実施し事業計画の遂行状況などをフォローアップする。フォローアップで

   は、ヒアリングと資料確認により進捗状況のチェックを行うとともに、巡回窓口

   指導を軸とした経営、金融、税務、労務等の課題解決に向けた指導・助言を行う。

   また、高度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した場合、愛知県商工会連合会、

   あいち産業振興機構、ミラサポ等と連携し、課題に応じた専門家を活用した支援

   を行う。 

 

   ウ 事業承継計画策定後のフォローアップ【新規】 

    事業承継計画策定後に、年４回程度巡回訪問または窓口訪問を行い、ヒアリン

   グと資料確認により進捗状況のチェックを行うとともに、その時々の課題解決に

   向けた指導・助言を行う。なお、高度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した

   場合、愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構、ミラサポ等と連携し、課題に

   応じた専門家を活用した支援を行う。 

 

   エ 資金的なサポート 

    アからウのサポートとして資金的支援が必要な事業者については、連携する金

   融機関、例えば日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援資金」やその他

   金融機関による各種制度融資を個別相談会や創業支援等講習会を通じて周知し、

   計画の実現に注力する。 
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（目標指標） 

項 目 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 
事業計画策定

後のフォロー

アップ回数 
５７ ８０ １００ １２０ １２０ １２０ 

創業計画策定

後のフォロー

アップ回数 
０ ２０ ２０ ４０ ４０ ６０ 

事業承継計画

策定後のフォ

ローアップ回

数 

０ ４ ８ ８ １２ １２ 

融資個別 
相談会 ３ ４ ４ ４ ４ ４ 

 

 

 ５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

  (1) 目標 

  本商工会では、これまでも、巡回訪問、窓口相談の際に売れ筋商品等顧客の消費性

向を小規模事業者へのヒアリングによる事業者目線で情報収集していたが、小規模事

業者が販売する商品、提供する役務の需要ごとに調査・分析した訳ではなかった。 

  今後は、消費者の立場になって売れる商品・サービスを作るという視点に着目し、

地域の多様化する消費者ニーズに対応できるよう、主として事業計画作成を支援した

小規模事業者が取り扱うオリジナル性の高い商品、サービスについて需要動向に関す

る情報収集、整理、分析を行う。この分析結果をもとに当該商品、サービスの改良や

新商品、新サービスの開発につなげることにより、既存の顧客の満足度を高め、さら

に、新たな販路の拡大を図ることを目標とする。 

 

  (2) 事業内容 

   ア 国・県・上部団体等が行う需要に関する調査結果の収集、分析、提供 

    国や県などが行う「家計調査」、「消費動向調査」の結果、ならびに各種業界

   団体が行う「需要動向調査」や新技術・トレンドに関するレポート等の結果を分

   析し情報を提供する。 

 

   ■情報収集を行う項目 

    ①国・県が行う家計調査 

    ②各種業界団体が行う需要動向調査 

    ③日本公庫が行う調査 

 

 



１７ 
 

   ■調査・分析を行う手段、手法 

    各種調査結果から、支援対象とする事業所の業種や商品・サービスに関する情

   報を収集・分析し、支援対象事業所にマッチした分析結果を提供する。 

    この情報の分析については、必要に応じて愛知県商工会連合会、あいち産業振

   興機構、ミラサポ等と連携し専門家を活用する。 

 

   ■成果の活用 

    まとめた分析結果は、事業所への巡回訪問時や窓口相談の折に紙面又はタブレ

   ットで提供し、消費・需要動向の特徴や変化について理解を深め、販路開拓や新

   商品・サービス・技術開発に繋げる。 

    また、分析結果の中で汎用性の高いものについては、商工会ホームページに掲

   載し、支援対象事業者以外の事業者も閲覧できるよう公開する。 

 

   イ 日経テレコンのＰＯＳ情報の提供 

    売れ筋商品の傾向を活用するため日経テレコンのＰＯＳ情報から情報を入手 

   し分析の上支援対象の小規模事業者に提供する。 

 

   ■情報収集を行う項目 

    ①上位ランク商品のシェア 

    ②売れ筋速報 

 

   ■調査・分析を行う手段、手法 

    「日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ」の「売れ筋商品ランキング」等のデータの中

   から支援対象の小規模事業者が取り扱う商品ジャンルの情報を入手し、実際に取

   り扱っている商品との違いを明確にする。 

    この情報の分析については、必要に応じて愛知県商工会連合会、あいち産業振

   興機構、ミラサポ等と連携し専門家を活用する。 

 

   ■成果の活用 

    売れ筋商品の情報を活用することにより、消費者に支持されている商品情報を

   販路開拓、売上向上に繋げる。 

 

   ウ 消費者等からの情報の提供【新規】 

    小規模事業者の販売する商品やサービスの需要動向・購買促進、疎外要因を消

   費者等から収集・分析し、経営指導などの機会に小規模事業者に情報を提供する

   ことで、経営課題の解決（商品、サービスの改良や新商品、新サービスの開発）

   に役立てることを目的としてアンケートを実施する。 

 

■情報収集を行う項目 

・消費者向けアンケート（店内） 

 ①購入（利用）動機 

 ②購入（利用）時の参考情報源 
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 ③競合商品・サービスとの比較 

 ④購入（利用）理由 など 

 

・工業展示商談会等への来展者向けアンケート 

 ①出展者に対する求める技術 

 ②出展者に対する求める技能 など 

 

・イベント会場への来場者向けアンケート 

 ①伝統産業への評価 

 ②伝統産業製品に対するアイデア など 

 

   ■調査・分析を行う手段、手法 

 上記アンケートを実施するほか、アンケート票の自由記入欄から、具体的な提

供商品・提供サービス・提供技術等への評価情報と接客等の個別情報も収集する。

 

 ■成果の活用 

 収集した情報は、経営指導員等が集計を行い消費動向の変化について理解を深

め、販路開拓や新商品・サービス・技術開発に繋げる。 

 

（目標指標） 

項 目 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 
需要動向調査

結果の 
提供事業所数 

０ １０ １０ ２０ ３０ ３０ 

日経テレコン

ＰＯＳ情報の

提供事業所数 
０ １０ ２０ ２０ ３０ ３０ 

消費者向けア

ンケート実施

数 
０ １００ ２００ ２００ ３００ ３００ 

展示会等来展

者向けアンケ

ート 
０ １００ ２００ ２００ ３００ ３００ 

イベント来場

者向けアンケ

ート 
０ １００ ２００ ２００ ３００ ３００ 
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 ６ 新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

  (1) 目標 

 ・地域ブランド・地域資源を活かした販路拡大 

  イベント事業として旧東海道鳴海宿を中心とする、「鳴海宿場まつり」を平成２５

年まで開催してきたほか、地下鉄徳重駅周辺を会場とする「緑東部商業まつり」を開

催しているが、１日のイベントであるため、継続的な販売促進に貢献できていない。

  また、自社の技術、商品、サービスの販路拡大のため部会事業として会員向けにＰ

Ｒ事業を行っているが、大きな成果を上げるには至っていない。 

  今後は、ＰＲ事業の内容を充実し、地区内事業者の認知度向上を図るため、ホーム

ページ構築支援を行うとともに、小規模事業者の状況に合わせてメッセナゴヤ等への

展示会の出展支援や、全国商工会連合会のネットショップ「ニッポンセレクト．ｃｏ

ｍ」や愛知県商工会連合会のアンテナショップ「まるっと！あいち」への出品参加勧

奨等を行い、小規模事業者の競争力を高め販路拡大を目指す。 

 

  (2) 対象者 

   ・事業計画策定に関し伴走型支援をしてきた小規模事業者 

   ・地区内のみならず、地区外にも販路拡大を計画している小規模事業者 

   ・伝統産業に携わる小規模事業者 

 

  (3) 事業内容 

   ア メッセナゴヤ等関係機関の主催する展示会への出展支援 

    これまでも小規模事業者に対して愛知県商工会連合会によるメッセナゴヤへ 

   の出展支援事業の周知を実施してきたが、更なる販路拡大の機会創出のため、金

   融機関等その他関連機関が主催する展示会へも積極的に参加勧奨する。 

 

   イ ＩＣＴを活用した販路拡大 

    経営指導員等が巡回窓口相談時に、製造業等の小規模事業者に中小企業基盤整

   備機構が運営するビジネスマッチングサイト「Ｊ－ＧＯＯＤＴＥＣＨジェグテッ

   ク」に登録、活用することを勧奨する。これにより自社の技術・製品情報がウェ

   ブを通じて国内外に発信され、大手メーカーや海外企業等、新たな取引先の開拓

   に繋げる。 

    また、地域産品を製造、販売する小規模事業者に全国商工会連合会が開設して

   いるＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」への出展を支援し、販路開拓と事業者

   の認知度向上を図る。 

 

   ウ 全国商工会連合会運営の事業者支援システムによるホームページ開設支援 

    ホームページを持っていない小規模事業者が無料で簡単にページを作成でき、

   すでにホームページを持っている事業者も、効果的に自社のＨＰへの誘導が図れ

   る「100 万会員ネットワーク」事業（全国商工会連合会）に登録を勧め、インタ

   ーネットによる販売促進と事業所ＰＲ並びに事業所間交流の推進を図る。 
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  (4) 支援の取り組み 

    上記の事業がより効果的となるよう、支援対象者については、後日、商談件数

   や成約件数などを確認し、アンケート結果の提供や改善点の提案など競争力を高

   めるためのフォローアップを行い、成果の拡大を目指す。 

    また、高度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した場合、愛知県商工会連合

   会・よろず支援拠点・ミラサポ等を活用した支援を行う。 

 

（目標指標） 

項 目 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 
展示会等出展 
事業所数 ０ １ ２ ３ ３ ５ 

販路拡大支援

サイトへの登

録事業者数 
０ １０ １０ ２０ ２０ ３０ 

ホームページ

作成支援数 ０ ５ ５ １０ １０ １５ 

商談件数 ０ １０ ２０ ３０ ３０ ５０ 

成約件数 ０ １ ２ ３ ３ ５ 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

 

 １ 地域活性化事業 

 

  (1) 現状と課題 

   緑区の核として鳴海地区は発展してきたが、名古屋駅から名鉄で１５分程度と交

  通の便が良い。近年は鳴海駅周辺の商店街の店舗数が減少しているが、緑区東部の

  徳重地区は地下鉄の延伸もあり、近年人口の増加が著しく、新規の出店事業者が目

  立っている。 

   このように、同じ緑区内でも地域間格差があるため活性化事業を行う場合目的に

  合致した活性化策が必要となる。 

   地域特産品として「鳴海絞」があるが、製作費の高騰などにより製造関連業者は

  減少傾向にある。 

 

  (2) 事業内容 

   ア イベントによる地域活性化事業 

  地域商工業者主催のイベントとなっている鳴海地区の「鳴海ここよい祭り」を

 ＰＲの場として、地元の伝統工芸品である「鳴海絞」の良さを広くＰＲするため、

 地元の鳴海絞商工協同組合と協力し絞り体験を行うほか、各種の展示会への出展

 をサポートする。 

    徳重地区の「東部商業まつり」では、従来ステージイベントのほか飲食店コー

   ナーや住民参加型イベントを開催しているが、鳴海地区と地理的に離れているこ

   とや、人口の急増地区のため「鳴海絞」とは縁が薄いことから、鳴海絞商工協同

   組合と協力し事業を進めることで、特色ある商品、特産品を地域住民にＰＲする。

 

   イ 地域における関係者間での意識の共有 

  伝統産業事業者や地元小規模事業者、祭実行委員等で組織する活性化委員会を

運営し、上記の「鳴海ここよい祭り」及び「東部商業まつり」等イベントを含め

た鳴海地区及び徳重地区周辺地域活性化方策の検討・実施を行う。この活性化委

員会は年６回開催し、地域活性化や今後の地域の方向性について関係者間で議論

し情報の共有を図るとともに、鳴海周辺、徳重周辺の賑わい活性化のための情報

発信を行い、対外的な知名度向上に努める。 

 

（目標） 

項 目 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 
地域密着の祭

り開催回数 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

地域特産品の

販売支援数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

活性化検討委

員会開催回数 ０ ６ ６ ６ ６ ６ 
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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 

 

 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 

 

  (1) 現状と課題、実施概要 

   愛知県商工会連合会やミラサポの専門家派遣においては、経営指導員が同行等

し、専門家の支援ノウハウの吸収に努めてきた。その他、本会を含めた東尾張支部

内８商工会の構成員が各職種毎に連絡会議を開催し、支援ノウハウや支援の現状等

について情報交換をおこなってきたが、同業組織内での情報交換に留まっていた。

今後は、関連支援機関とも連携を取り、地域の需要動向や支援能力の向上に繋がる

情報交換を行う。 

   また、創業関連については、年１回開催される「名古屋市新事業創出連絡会議」

兼「あいち新事業活動促進連携会議」の場で参加機関との情報交換を行い職員間で

報告・連絡することにより支援情報、能力の向上に努める。 

 

  (2) 事業内容 

   ア 専門家派遣指導への同行による支援ノウハウの吸収 

    事業者に対する愛知県商工会連合会やミラサポの専門家派遣において経営指 

   導員が同行・同席し、支援ノウハウを吸収することにより支援能力の向上を図る。

   イ 東尾張支部内８商工会職種別連絡会議への出席による情報交換 

    定期的に支部内の各職種（経営指導員、補助員、記帳関係職員等）ごとに連絡

   会議を開催し、支援ノウハウや支援に役立つ情報等について情報交換をおこな 

   う。 

    ａ 構成商工会 

     ①鳴海 ②有松 ③守山 ④豊明市 ⑤東郷町 ⑥日進市 ⑦長久手市 

     ⑧尾張旭市 

  

    ｂ 参 加 者 

     ①愛知県尾張県民事務所産業労働課担当職員 

     ②愛知県商工会連合会担当職員 

     ③東尾張支部内８商工会職員 

     ④その他支援機関関係者 

      会議のテーマに応じ、あいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構、日本

      政策金融公庫等他支援機関の責任者、担当者等が出席 

 

    ｃ 情報交換内容 

     ①経営支援事例・支援ノウハウ 

     ②地域の経済情勢 

     ③各職責に求められる事業者に対する指導方法 

     ④税法等法改正に対する対応方法 

     ⑤税法・諸制度の改正に対する事業者への影響状況 

     ⑥事業者支援のための補助金制度の活用方法、申請方法等 
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   ウ その他取り組み 

    ・会議で学んだこと、参考になったこと、当商工会と違った取り組みなどを発

     表報告する場を設け職員相互の知識、情報を共有し支援レベルの向上を目指

     す。 

    ・名古屋市新事業創出連絡会議参加者と支援ノウハウ、情報の積極的な収集交

     換を行い地区内小規模事業者、創業者などの伴走型支援を効果的に進める。

      参加者 公益財団法人 名古屋産業振興公社 
          あいち産業科学技術総合センター 他 

 

 ２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

  (1) 研修による資質向上 

   ア 小規模事業者の売り上げや利益の確保を重視した支援能力の向上や最新の 

    情報を入手するための研修。（年１回以上参加する。） 

    ・中小企業大学校の主催する研修 
    ・法人会など関係機関が主催する研修 

 

   イ 愛知県商工会連合会や愛知県商工会職員協議会が主催し職員の資質向上を 

    目的とする研修。 

    ・経営指導員研修（一般コース・応用コース） 

    ・経営支援事例発表会 

    ・管理職養成研修会 

    ・情報化推進要員研修会 

    ・経営支援実務研修会 

    ・商工会職員基本能力研修会 など 

 

   ウ 職種や地域内の問題についての情報共有化を図るための研修。 

    ・東尾張支部商工会経営指導員による「指導員研修」 

    ・東尾張支部商工会補助員による「補助員研修」 

    ・東尾張支部商工会記帳指導職員による「記帳指導職員研修」 

 

  (2) ＯＪＴによる資質向上 

   経験年数の浅い職員の指導にベテラン指導員が巡回、窓口指導に立ち会い、事業

  計画策定などをサポートすることによりＯＪＴによる資質向上に取り組む。 

 

  (3) 職員間の情報共有 

   研修受講後、商工会内で勉強会を開催し、経営指導員、補助員、記帳専任職員、

  記帳指導員の各職種間におけるノウハウの共有化を図るとともに、職種を超えた情

  報共有による資質の向上を図る。 

 

 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 

  毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評

価・検証を行う。 
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  (1) 経営指導員全員及び関係職員による「経営支援会議」を開催し、半期ごとに 

   事業の進捗状況、成果をまとめ反省点、改善案などを協議する。 

  (2) 事業の進捗状況は、正副会長を構成員とする発達支援委員会に本事業責任者が

   報告し、助言を受ける。 

  (3) 事業の実施状況、成果の評価、スクラップアンドビルドを含めた見直し案の提

   示を行うため外部有識者と発達支援委員会で年１回以上協議・検討し評価・見直

   しの方針を決定する。 

  (4) 事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会に報告し、承認を得る。

  (5) 事業の成果・評価・見直しの結果概要を商工会報に掲載するとともに、小規模

   事業者による閲覧を増やすため、鳴海商工会のホームページで公表する。 
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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２８年１０月現在）

 １ 組織体制 

   経営発達支援事業実施体制 

    事務局長１名 経営指導員５名 補助員２名 

 

   鳴海商工会組織 

    事務局長１名 経営指導員５名 補助員２名 

           記帳指導員３名 

 

 ２ 連絡先 

   鳴海商工会  名古屋市緑区鳴海町字乙子山１－３ 

            電話：052-896-3331  ＦＡＸ：052-896-3381 
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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 29 年度

(29年 4月以

降) 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 67,390 68,340 69,360 70,120 71,340

 

小規模企業対策事

業費 

１経済・経営分析事 

 業 

２講習会等開催費 

３展示会等参加費 

４地域イベント参

加費 

人件費 

2,390

750

920

500

220

65,000

2,840

990

920

700

230

65,500

3,360

1,000

920

1,200

240

66,000

3,620 

 

1,250 

 

920 

1,200 

250 

 

66,500 

4,340

1,270

920

1,900

250

67,000

（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 

１ 小規模事業経営支援事業費補助金（事業費・人件費） 

２ 国・市・全国連などの補助金（事業費） 

３ 会費収入（事業費・人件費の補助金不足分） 

４ 参加負担金（講習会・展示会等） 

（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 

１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

６ 新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

連携者及びその役割 

・愛知県 知事 大村秀章 名古屋市中区三の丸3-1-2 TEL052-961-2111 

・名古屋市 市長 河村たかし 名古屋市中区三の丸3-1-1 TEL052-961-1111 

・（公財）あいち産業振興機構 理事長 森 鋭一 名古屋市中村区名駅4-4-38 

                               TEL052-715-3061 

・（公財）名古屋産業振興公社 理事長 壺谷幸也 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 

                               TEL052-735-2115 

・愛知県よろず支援拠点 多和田悦嗣 名古屋市中村区名駅4-4-38 TEL052-715-3188 

・愛知県信用保証協会 理事長 小川悦雄 名古屋市中村区椿町7-9 TEL0120-454-754 

・名古屋市信用保証協会 会長 肆矢秀夫 名古屋市中区栄2丁目12番31 TEL052-201-3041

・日本政策金融公庫 熱田支店長 近藤通哉  

                  名古屋市熱田区玉の井町7-30 TEL052-681-2271

・名古屋税理士会 熱田支部 支部長 大村圭二 名古屋市熱田区神宮4丁目6-25 

                        ナガツビル2A TEL 052-679-3265

・熱田青色申告会 会長 久保芳勝 名古屋市熱田区花表町19-29 TEL052-872-2441 

・全国商工会連合会 会長 石澤義文 東京都千代田区有楽町1-7-1 TEL03-6268-0088 

・愛知県商工会連合会 会長 森田哲夫 名古屋市中村区名駅4-4-38 TEL 052-562-0030

・名古屋商工会議所 会頭 山本亜土 名古屋市中区栄2-10-19 TEL052-223-5612 

・有松商工会 会長 梶野 泉 名古屋市緑区有松3012 TEL052-621-0178 

・豊明市商工会 会長 森田哲夫 豊明市三崎町中ノ坪5-1 TEL0562-93-6666 

・東郷町商工会 会長 松野一彦 愛知郡東郷町大字春木字申下1337-1 TEL0561-38-0821

・日進市商工会 会長 福安克彦 日進市蟹甲町中島35 TEL0561-73-8000 

・長久手市商工会 会長 川本達志 長久手市岩作長池45 TEL0561-62-7111 

・尾張旭市商工会 会長 佐藤勝美 尾張旭市東大道町原田2570-3 TEL0561-53-7111 

・守山商工会 会長 森藤左エ門 名古屋市守山区守山2-8-54 TEL052-791-2500 

・三菱東京UFJ銀行 頭取 小山田隆 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 

・大垣共立銀行 頭取 土屋 嶢  岐阜県大垣市郭町３丁目９８ 

・三重銀行 頭取 渡辺三憲 三重県四日市市西新町７－８ 

・名古屋銀行 頭取 中村昌弘 名古屋市中区錦３丁目１９－１７ 

・愛知銀行 頭取 矢澤勝幸 名古屋市中区栄３－１４－１２ 

・中京銀行 頭取 室 成夫 名古屋市中区栄３－３３－１３ 
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・第三銀行 頭取 岩間 弘 三重県松阪市京町５１０ 

・碧海信用金庫 理事長 福田雅美 安城市御幸本町１５－１ 

・岡崎信用金庫 理事長 大河原 誠 岡崎市菅生町字元菅４１ 

・瀬戸信用金庫 理事長 鹿島幸男 瀬戸市東横山町１１９－１ 

・愛知信用金庫 理事長 鍵谷憲一 名古屋市中区錦３丁目１５－２５ 

・西尾信用金庫 理事長 近藤 実 西尾市寄住町洲田５１ 

・十六銀行 頭取 村瀬幸雄 岐阜県岐阜市神田町８丁目２６ 

・知多信用金庫 理事長 榊原康弘 半田市星崎町３丁目３９－１８ 

 

各団体の役割は、連係体制図に記載 

連携体制図等 

１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
             支援者            連携者 
   小規模事業者 ← 鳴海商工会← → 
 
 
 
 
２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

             支援者            連携者 
   小規模事業者 ← 鳴海商工会← → 
 
 
 
 

 

 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

             支援者            連携者 
   小規模事業者 ← 鳴海商工会← → 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

中部経済産業局・愛知県・名古屋市 
愛知県商工会連合会 他 
役割 経済動向情報の提供 

中小企業基盤整備機構・全国商工会連合会・

愛知県商工会連合会 他 
役割 経営指導員等が経営分析に使用する 
   「経営自己診断システム」等の運用 
   経営分析後発生した専門課題への対応

中小企業基盤整備機構・愛知県よろず支援拠

点・愛知県商工会連合会・日本政策金融公庫

他

役割 事業計画・創業・事業承継計画の策定

   への対応 
   情報提供、税務相談、金融相談対応 
   創業相談対応 
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４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

             支援者            連携者 
   小規模事業者 ← 鳴海商工会← → 
 
 
 
 

 

 

 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

             支援者            連携者 
   小規模事業者 ← 鳴海商工会← → 
 
 
 

 

６ 新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

             支援者            連携者 
   小規模事業者 ← 鳴海商工会← → 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省・愛知県・名古屋市・ 
愛知県商工会連合会 他 

役割 需要動向等の情報提供 

中小企業基盤整備機構・愛知県・名古屋市・

全国商工会連合会・愛知県商工会連合会・ 
名古屋商工会議所 他 

役割 展示会の開催 
   ホームページ開設など IT支援 

愛知産業振興機構・愛知県よろず支援拠点・

愛知県商工会連合会・日本政策金融公庫 
他

役割 計画策定後のフォローアップ 
   経営改善発達資金等事業者に対する資

   金調達支援対応 


