
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 長久手市商工会（法人番号 9180005007469） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

１．魅力ある個店の育成とサービスの維持向上を図り、事業を継続できる持続的発

展力を持つ事業者の育成 

２．「独自技術」を生み出せる開発力の強化や営業力の強化への支援 

３．事業者同士で技術や仕事の連携が図れるような関係性の構築 

４．創業、事業承継等による地域産業の育成 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

①当地域内小規模事業者に対して、経済動向等を問うアンケートを実施、回答データの

集計・分析・提供を行い、経営判断等に活用する。②中部経済産業局、愛知県、愛知県

商工会連合会、日本政策金融公庫、金融機関等が行っている経済動向調査のデータによ

り愛知県内の経済動向を分析して提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①小規模事業者をピックアップし、中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」

を経営指導員等が活用し、収益性、効率性等を分析し、経営状況の把握を行う。記帳継

続対象者に対し、経営における経営分析・財務分析の重要性を説明し、記帳指導から会

計ソフトを活用した経営分析指導につなげる。②上記経営分析の結果等を基に、愛知県

商工会連合会所属の専門家等と連携し、３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析などを行い、下記３、

４の事業計画の策定・実施支援へつなげていく。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①上記１の地域の経済動向調査を踏まえつつ、上記２の経営分析の対象者並びに事業計

画策定セミナーの参加者に対し、事業計画策定支援を行う。②長久手市等行政と近隣商

工会と連携して特定創業支援セミナーを開催し、創業支援を行うとともに、円滑な事業

承継を希望する事業者を対象に伴走型の支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①事業計画策定後に、四半期に１度巡回訪問し、進捗状況のチェックを行うとともに、

愛知県商工会連合会等と連携しつつ、指導・助言を行う。②資金的支援が必要な事業者

については、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」等各種融資制

度の資金的支援をするほか、補助金等施策の活用も促す。③創業計画策定後１年間は隔

月巡回窓口指導を行い、ヒアリング等により進捗状況のチェックを行い、愛知県商工会

連合会等と連携しつつ指導・助言を行う。④事業承継計画策定後四半期に１回程度巡回

訪問指導等を行い、ヒアリング等により進捗状況のチェックを行い、愛知県商工会連合

会等と連携しつつ、指導・助言を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①消費者ニーズの把握提供するために、個社商品の需要動向を調査し、新規顧客獲得に

結びつけるための役割を担う。②日経テレコムのＰＯＳＥＹＥＳを活用して「売れ筋商

品ランキング」のデータを入手提供し、販路開拓、売上の向上に活用してもらう。 

③商品・サービスと自社コンセプトの適合性を確認、改良することで、消費者への訴求

力を高める。④購買過程における消費者接点を洗い出し、顧客に対して何が満足かを与

え、何が不満を与えたのか、購買促進要因と購買阻害要因を探る。⑤分析結果を提供し、

販路開拓や経営分析、経営（事業）計画策定等にも活用してもらう。 

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】 

 商談会、展示会などへの出展のアドバイスを行い、商談・売上増加事業所数を高める。

さらにプレスリリース等の情報発信を支援する事業に取り組み、小規模事業者の取組む

需要開拓に貢献する。 

連絡先 長久手市商工会 電話 0561-62-7111 ＦＡＸ0561-62-7729 
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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 

 

【長久手市の概要】 

・長久手市は愛知県名古屋市の東部に位置し、面積は２１．５５平方キロメートル、人

口約５万３千人、尾張旭市、瀬戸市、豊田市、日進市と接している。名古屋市に隣接し

た市西部は住宅地・商業施設などが多く都市化が進んでおり、また、市東部は今なお自

然を多く残しており、市街化された都市と自然豊かな田園の両面を併せ持っている。 

・市の中央部を愛知高速交通東部丘陵線（リニモ）が走っており、西は名古屋市営地下

鉄藤が丘駅、東は愛知環状鉄道八草駅と乗り換えもできる。車でのアクセスも名古屋駅

から１３km～２０km の距離帯に位置し、東名高速道路名古屋ＩＣや、名古屋瀬戸道路長

久手ＩＣが近く、交通の便に恵まれている。 

・長久手市は、戦国時代に徳川・豊臣両氏があいまみえた「小牧・長久手の戦い」の地

として名を知られている。主な観光施設としては、２００５年に開催された愛・地球博

の長久手会場跡地を利用した「愛・地球博記念公園（モリコロパーク）」や「トヨタ博

物館」「古戦場公園」などがあり、近年では特に「あぐりん村」が人気を集めている。

あぐりん村には、地元で採れた野菜を売る農産物直売所やレストランがあり、また、同

敷地内には天然温泉である「長久手温泉」もあり、今や長久手の観光名所となっている。

図表１ 
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・長久手市の総人口の推移は次のとおりである。 

図表２ 

 ２０００年 

平成１２年 

２０１０年

平成２２年

２０１２年

平成２４年

２０１４年 

平成２６年 

２０１５年

平成２７年

総人口（人） 39,627 48,845 50,492 53,173 55,680

（長久手市経営管理課資料抜粋） 

・長久手市は名古屋市のベッドタウンとして発展しており、それによる人口増加に伴い

平成２４年１月に町から単独市制施行を実現、誕生して数年の若い市である。市民の平

均年齢３７．７歳は全国１位の若さ（２０１０年国勢調査）、人口増加率１１．９％で

県内１位・全国１１位（２００５年～２０１０年国勢調査）、東洋経済誌の「住みやす

さランキング２０１５」で全国２位と高い評価を得ている。 

 

【長久手市産業の現状】 

・長久手市には、特に目立った地場産業は無く、下記の図表３産業分類別小規模事業者

数構成比を見ると、第３次産業が主で、第３次産業の中でも卸小売業・飲食サービス業

で５６％を占めている。次頁の図表４の業種別小規模事業者数の推移から、事業所数に

ついては平成２４年数値で若干減少はしているが、卸小売飲食業・サービス業等につい

ては全体から見ても高い数値を示しており、本市の産業の特色になっている。 

 また、長久手市の開廃業については、次頁の図表５によると平成１９年から平成２４

年については、開業件数が減少傾向であるのに対し、廃業件数は増加しているものの、

平成２５～２６年経済センサス基礎調査では開業件数については廃業件数を上回り大

きく増加をしている。 

図表３         

 
                     平成２４年経済センサス値 
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図表４ 

（業種別小規模事業者数推移） 

 
建設業 製造業

卸小売

飲食業

不動産

業 

サービ

ス業等 
計 

昭和 61 年 98 95 246 114 155 708 

平成 3 年 160 115 277 147 222 921 

平成 8 年 183 100 279 138 247 947 

平成 13 年 172 91 301 121 266 951 

平成 18 年 189 82 302 121 305 999 

平成 21 年 206 78 304 130 325 1,043 

平成 24 年 178 77 289 131 311 986 

（資料：昭和 61 年、平成 3 年は事業所統計調査、平成 8・13・18 年は事業所・企業統

計調査、平成 21・24 年は経済センサス調査より） 

 

 
図表５ 

（長久手市の開業、廃業事業所数） 

 平成 19 年～平成 21 年 平成 22 年～平成 24 年 平成 25 年～平成 26 年

開業 １４０ １２１ ３２４ 

廃業 ２３９ ２５９ ２６７ 

（経済センサス活動調査・基礎調査より）
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【商業の現況と課題】 

市内の商業者の小規模事業者数は下記の図表６から僅かながら減少傾向にあり、ま

た、消費者は大型複合店へ流れる傾向が大きく、長久手市内の大規模商業施設はもちろ

ん、他地域へのアクセスが容易なことから、市外の大規模商業施設や商業集積に顧客を

吸引されている状況が続いている。また、市内には、リニモ長久手古戦場駅・公園西駅

周辺の開発による大型複合店の出店計画もあり、今後、地域の小規模卸小売飲食業・サ

ービス業者が収益力の低下を招き、大きな転換期を迎えることが予想され、自力で経営

発達していくことが非常に厳しい環境となっている。賑わいあふれる街づくりのために

は、魅力ある個店の育成と事業を継続できる持続的発展力を持つ事業者を育成し、大型

店等との差別化を図る必要がある。 

 

【工業の現況と課題】 

 工業関係事業者においては下請けが多く、納期の短縮や単価の切り下げ要請の影響が

大きく、独自の技術を持つなどの競争力・優位性を持つ事業者以外は日々厳しい状況に

置かれている。下記の図表６からみても工業者数は減少傾向にあり、したがって、独自

技術を生み出せる開発力の強化や営業力強化への支援、事業者同士で技術や仕事の連携

が図れるような関係性の構築を支援する取り組みを行うことが必要である。 

図表６ 

 
（資料：平成 8・13・18 年は事業所・企業統計調査、平成 21・24 年は経済センサス調

査より） 

 

【商工会の事業者支援の現況と課題】 

 本商工会は、これまで小規模事業者に対する金融・税務・労務等の支援を行う経営改

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が単発

的な支援に留まっている。 

 今後、消費者ニーズが多岐多様化することが予想される。このような環境変化を乗り

越えることのできる経営力を小規模事業者に持たせることが急務であり、個々の課題を

解決するための支援が求められている。 
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 本商工会としての支援体制が抱える課題として 

１．小規模事業者と地域の経済環境に関する実態把握が中途半端である。 

２．課題解決型指導が必要な事業所の掘り起こしが十分にできていない。 

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でき

ていない。 

 このような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。 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 新たなビジネスや雇用を創出し、地域経済の活性化につなげるため、創業希望者を掘

り起こし、起業しやすい環境を整備する長久手市の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

と歩調を合わせながら、当商工会も、現在の開業率を維持していく必要がある。地域経

済の衰退を防ぎ、さらに活性化を図るため、商工会の強みを活かし需要動向等の各種情

報提供、各事業者の経営課題を明確にした上でそれぞれに合った経営改善計画を策定す

る伴走型支援や連携力・支援ツールを最大限に活用し、既存の事業所への持続的な成長

を支える経営サポート体制の確立、また、事業承継支援や創業支援にも注力する。 

 商業者については、多様化しているライフスタイルや価値観によるニーズに対応した

サービスの提供や経営を行うことで、市内での消費喚起及び市外からの誘客と域内消費

を活性化させる。 

 工業者については、経営基盤が脆く経営状態が経済不況に影響されやすい状況に対

し、モノづくりの特性を活かし、既存産業が持つ技術の他分野での流用・新たな製品開

発や既存産業の高度化をすることで、経営基盤の強化を図り、雇用の創出と地域に密着

した経営を目指す。 

  

【本計画の目標】 

１．魅力ある個店の育成とサービスの維持向上を図り、事業を継続できる持続的発展

力を持つ事業者の育成 

２．独自技術を生み出せる開発力の強化や営業力の強化への支援 

３．事業者同士で技術や仕事の連携が図れるような関係性の構築 

４．創業、事業承継等による地域産業の育成 

 

【実施方針】 

１．職員の一層の資質向上により、巡回訪問、金融・税務等の窓口相談等の機会を通

じて、各個店及び小規模事業者の経営課題の掘り起しを行う。その経営課題に対

応した事業計画を職員の職域を問わず一丸となって策定支援・定期的なフォロー

アップをすることで、魅力ある個店と持続的発展力を持つ事業者の育成を行う。

２．経済・需要動向を把握・分析したものを、魅力ある商品・サービスの提供や新技

術の開発、経営分析や事業計画の策定に役立てることにより経営課題の解決を図

る。 

３．小規模事業者が有する魅力ある商品・サービスを発掘し、域外への販路開拓機会

に関する情報を提供するとともに販路開拓支援を行うことで、小規模事業者が新

しい市場にチャレンジできる仕組みを構築する。 
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４．地域産業の新陳代謝を促し活力強化を図るため、近隣行政や商工会と連携して創

業塾を開催し、創業支援を行うとともに、円滑な事業承継を希望する事業者を対

象に定期的にフォローアップするなど伴走型支援を行う。 
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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】 

【現状と課題】 

これまで当商工会では、地域の経済動向調査として、全国商工会連合会の小規模企業

景気動向調査以外に定期的な経済動向調査は行っておらず、小規模事業者への施策や金

融、税務、労務等の直面する問題への情報提供に留まっていた。 

 今後は、地域の支援機関が行う各種の調査を活用し、さらに小規模事業者の巡回訪

問・窓口相談対応時に情報収集を図るとともに経済の動向、多くの調査・統計結果を整

理して情報提供し、事業計画を策定する上でベースとなる基礎情報を整備する。 

 

【事業内容】 

 以下の調査及び項目については関係機関との連携によって地域の経済動向等を収集

し、調査・分析する。結果を商工会ホームページに掲載するとともに、巡回訪問・窓口

相談時に直接提供し、小規模事業者の事業計画策定の資料として活用してもらう。 

 また、本調査は、別掲５．需要動向調査においても活用していく 

 

① アンケート調査による情報収集（新規実施） 
  当地域の小規模事業者の実態をより明確にするため、巡回訪問・窓口相談、各種セ

ミナーの開催等を通じて次の項目等についてアンケート調査を行い、回答データの集

計・分析を行う。分析結果は、商工会ホームページに掲載するとともに、巡回訪問・

窓口相談時に直接提供し、小規模事業者が置かれている外部環境の変化について理解

を進め、経営（事業）計画策定の資料として活用してもらう。 

 

○調査項目 

・事業所概要（業種・従業員数等） 

・事業所景況（現況・今後の見通し、売上の推移、経営状況、資金繰り、設備投資等）

・経営上の課題・問題点 

・必要とする支援内容 

 

②行政及び各関係機関等実施景況の調査結果を利用した経済動向資料の提供（拡充実

施） 

  中部経済産業局、愛知県、愛知県商工会連合会、日本政策金融公庫、金融機関等が

行っている経済動向調査のデータを収集し、愛知県内の経済動向を分析する。 

  まとめた分析結果は、商工会ホームページに掲載するとともに、巡回訪問・窓口相

談時に直接提供し、小規模事業者が置かれている外部環境の変化について理解を進
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め、経営（事業）計画策定の資料として活用してもらう。 

 

○活用する情報 

・最近の管内総合経済動向（中部経済産業局） 

・あいちの経済四季報（愛知県） 

・あいちの景気動向（愛知県） 

・中小企業景況調査報告書（愛知県商工会連合会） 

・愛知管内景況調査結果（日本政策金融公庫） 

・民間金融機関等の景況調査結果 

 

○提供項目 

・県内商工会地区における産業全体景況状況 

・業種別景況状況 

・業界に関連する主要指標（大型小売店販売額、鉱工業生産指数、金属工作機械総受

注高、新設住宅着工数、月間公共工事請負、有効求人倍率等） 

 

【目標】アンケート調査数 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

アンケート数 ０ 80 80 80 80 80 

経済動向情報作

成回数 
０ 2 2 2 2 2 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【現状と課題】 

  これまでは、経営指導員等が記帳指導や決算申告指導、金融指導等の際に小規模事

業者に対して決算書をもとにした財務分析、資金繰り等の現状把握を話し合うだけに

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

事業計画策定にはつながっていなかった。 

  また、小規模事業者は、経験や勘に頼りがちで、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することはあまりないのが現状

である。 

  今後は、地域の経済動向、需要動向を踏まえ、自社の強みを活かした商品・技術等

の開発や販路開拓に向けた事業計画策定につなげるため、経営指導員を中心として小

規模事業者の経営分析・課題抽出を行い、専門的な課題等については、愛知県商工会

連合会、あいち産業振興機構、よろず支援拠点のコーディネーター、ミラサポの専門

家等と連携して支援を行っていく。 

 

【事業内容】 

① 経営分析による小規模事業者の経営状況の把握（方法見直し・対象拡充） 

   巡回訪問・窓口相談の対象者、金融・税務等の個別相談会等の参加者の内、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、決算データの入力により経



- 9 - 
 

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」を経営指導員等

が活用し、収益性、効率性、生産性、安全性、成長性を分析し、同業種との財務指

標と比較、経営状況の把握を行う。なお、記帳継続対象者に対し、商工会で税務・

経理指導を行っている立場を活かし、経営における経営分析・財務分析の重要性を

説明し、その必要性を感じていただけた方に対して、記帳指導から弥生会計ソフト

を活用した経営分析指導につなげる。 

   また、専門家派遣指導時には、ＯＪＴによる当会職員の資質向上を図り、経営指

導員と記帳担当職員が連携して経営分析を実施する。 

  

ア 分析項目 

   ・財務分析（収益性、安全性、成長性）を実施 

   ・ヒアリング調査（強み、取扱商品、ターゲット） 

   ・ＳＷＯＴ分析等 

 

② 経営分析結果を踏まえた経営課題抽出（新規実施） 

   経営分析の結果や事業者に対するヒアリングを基に、愛知県商工会連合会所属の

専門家等と連携し、３Ｃ分析やＳＷＯＴ分析手法等による対象事業者の内部・外部

環境について把握を行う。それにより経営課題を抽出・整理し、分析結果を課題解

決、経営ビジョン・経営方針を実現するための事業計画策定・実施支援へとつなげ

ていく。 

  

ア 分析項目 

   ・３Ｃ分析（顧客、自社、競合の関係から。自社の持つ強みや差別化のポイント

を把握し自社及び自社の提供する商品・サービスの競争優位性の評価） 

   ・ＳＷＯＴ分析（企業の強み、弱み、機会、脅威を徹底的に分析） 

 

【目標】 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

個別相談会開催回数 28 28 28 28 28 28 

経営分析件数 10 13 13 15 15 20 

経営課題抽出件数 9 10 10 12 12 15 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  小規模事業者の抽出された課題に対し、上記１の地域の経済動向調査を踏まえつ

つ、上記２の経営分析の対象者並びに事業計画策定セミナーの参加者に対し、事業計

画策定支援を行う。 

  策定に当たっては、各支援機関と連携した伴走型の指導・助言を行い、小規模事業

者の持続的発展を支援する。 

  また、地域事業者の新陳代謝を促し、活力強化を図るため、豊明市、日進市、東郷

町、みよし市各行政と各行政区に存する商工会と連携して創業塾を開催し、創業支援

を行うとともに、円滑な事業承継を希望する事業者を対象に巡回・窓口相談指導を行
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い伴走型の支援を実施する。 

 

【現状と課題】 

  平成２７年度において当商工会では、各種補助金等の申請手続き支援指導の中で、

事業計画策定支援を 9件実施している。 

  また、平成２４年度より実施している創業支援セミナーは、創業にあたっての税務

面及び金融面でのサポートを中心に行っている。しかしながら、現在行っている事業

計画策定支援は、小規模事業者からの依頼があった時のみであり、事業計画の策定要

素についても主に内部環境を中心としている。今後は小規模事業者の持続的発展を支

援するうえでは外部環境も踏まえた事業計画の策定を行うことが課題である。 

  創業希望者に対しては、現在は創業時の課題を解決する支援にとどまっており、創

業後に予想される課題解決に対しても事前に支援を行うことが課題である。 

  今後は、これらの課題を解決するため、上記１．２を踏まえて実行可能な事業計画

の策定支援を目的とする。 

【事業内容】 

① 事業計画策定等に関するセミナー・個別相談会の開催により、事業計画策定を目

指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

② 巡回訪問・窓口相談、税務金融等個別相談時に、小規模事業者からの相談等を受

けるとともに、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

③ 上記①②による事業計画策定希望者並びに上記２の経営分析の対象者に対して個

別に計画策定支援を行うほか、小規模事業者が直面する現状と内部環境及び外部環

境の両面から捉えた経営課題解決のために、４Ｐ戦略などを考慮したうえで、実行

可能な事業計画の作成を行う。 

 

④ 上記事業計画の策定に当たっては、経営分析や需要動向調査等を行い、策定支援

に活用していく。 

 

⑤ 長久手市が周辺市町（日進市、東郷町、豊明市）と連携して申請を予定している

創業支援計画に基づき、特定創業支援セミナー（全４回開講）を開催し、創業希望

者の知識向上及び特定創業支援事業に基づく証明書を取得できるよう、経営、財務、

人材育成、販路開拓の４つの知識が身につくように支援を行い、創業希望者が特定

支援事業による支援体制を活用し、円滑かつ有利に創業できるよう支援を行う。 

 

⑥ 上記⑤による特定創業支援セミナーを受講できない創業希望者に対しては、経営

指導員及び連携機関の専門家による特定創業支援個別相談会を開催し、経営、財務、

人材育成、販路開拓の４つの知識が身につくように事業計画策定支援を行い、創業

希望者が特定支援事業による支援制度を活用し、円滑かつ有利に創業できるよう支

援を行う。 

 

⑦ 円滑な事業承継を希望する事業者を対象に第二創業を含む事業承継に関する知識
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の向上を図り、事業承継計画の策定支援を行う。 

 

【目標】 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定セミナー

開催回数 
0 1 1 1 1 1 

事業計画策定個別相談

会開催回数 
0 2 2 2 2 2 

事業計画策定事業者数 9 10 10 12 12 15 

特定創業支援セミナー 0 4 4 4 4 4 

特定創業支援個別相談

会 
0 4 4 4 4 4 

創業支援者数 0 2 3 5 5 5 

事業承継支援者数 1 1 2 2 3 3 

 

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】 

  平成２７年度において当商工会では、各種補助金等の申請手続き支援指導の中で、

事業計画策定支援を９件実施し、事業者の求めに応じ、その後の計画実施支援を行っ

ている。また、創業・事業承継後の事業者についても事業者の求めに応じ、柔軟に支

援を実施しているが、しかしながら、いずれも十分なフォローアップとなりえていな

いのが実情である。 

  今後は、上記３の事業計画策定支援事業者に対し、定期的に訪問するなどして計画

遂行のフォローアップを行う。 

  支援に当たっては愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構、よろず支援拠点やミ

ラサポの専門家等と連携していくなど、小規模事業者の課題に応じた伴走型の指導・

助言を行い、小規模事業者の持続的発展を支援する。 

  創業・事業承継後の事業者については、現状、個別専属的な指導は行っていなかっ

たが、今後は巡回・窓口相談指導により、上記と同様伴走型の支援を実施する。 

 

【事業内容】 

① 事業計画策定後のフォローアップ（拡充実施） 

   事業計画策定後に四半期に１度巡回訪問し、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必要な指導・助言を行う。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・よろず支援拠点・ミラサポ等課題に応じた専門家を活用した支援を行

う。 

 

② 「小規模事業経営発達支援融資制度」等の支援（新規実施） 

   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、中でも日本政策金融

公庫の「小規模事業者経営改善資金」や「小規模事業経営発達支援融資制度」、ま
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た、他金融機関による各種制度融資の支援をするほか、各種補助金等の施策の活用

も促し計画の実現に力を注ぐ。 

 

③ 創業計画策定後のフォローアップ（拡充実施） 

   創業計画策定後１年間は隔月に１度巡回訪問指導あるいは窓口指導を行い、２年

目以降は通常の巡回指導の中で対応する。フォローアップは、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、経営全般・マーケティング・金融・

雇用・税務等の課題解決に必要な指導・助言を行う。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・よろず支援拠

点・ミラサポ等課題に応じた専門家を活用した支援を行う。 

 

④ 事業承継計画策定後のフォローアップ（拡充実施） 

   事業承継計画策定後に、四半期に１回程度のタイミングで巡回訪問指導あるいは

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い、課題解

決に必要な指導・助言を行う。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・よろず支援拠点・ミラサポ等課題に応

じた専門家を活用した支援を行う。 

 

【目標】 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定のフォロ

ーアップ件数 
9 40 40 48 48 60 

小規模事業者経営発達

支援融資制度の活用支

援件数 

0 7 20 24 24 30 

創業計画策定のフォロ

ーアップ件数 
0 12 18 30 30 30 

事業承継計画策定のフ

ォローアップ件数 
0 4 8 8 12 12 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

  需要動向の情報は、これまで特に提供していないので、今後は、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、その結果を提供することで、

小規模事業者に日々の経営に活用し、販路開拓や事業計画策定に役立ててもらう。 

 

【目標、収集・分析項目、手段・手法、成果の活用】 

① 需要動向調査の目標 

ア 個社商品の調査（新規実施） 

消費者ニーズの把握提供をするために、マーケットインの考え方に立ち、主と

して事業計画策定事業者又は策定支援中の事業者や経営指導員が巡回指導や窓口
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指導で発掘したやる気のある事業者を支援対象として、その事業者のオリジナル

性の高い販売商品や提供サービスについて、商品ユーザーやサービス利用者から

評価・改善点・アドバイスなどを収集して個社商品の需要動向を調査し、顧客が

満足する商品・サービスを提供し続ける。また、既存顧客の満足度を維持するだ

けでなく、新規顧客獲得に結びつけるための役割を担う。 

 

イ 日経テレコンのシステムを活用した需要動向調査（新規実施） 

    日経テレコムのＰＯＳＥＹＥＳを活用して、前記アで支援対象とした小規模事

業者の販売する商品、提供する役務の需要動向に関する情報を収集し分析する。

各商品のトレンドや活気ある市場新製品の情報、ターゲットとなる年齢層や性別

について、それぞれの小規模事業者に合わせた必要なデータを調査分析する。 

 

② 情報収集・分析を行う項目 

  ア 個社商品の調査 

   ａ プロダクトコンセプトの評価に関する調査 

下記を収集・分析項目として、商品・サービスと自社コンセプトの適合性を

確認、改良することで、消費者への訴求力を高める。 

    ・商品・サービスの満足度 

    ・商品・サービスの好感度 

    ・商品・サービスの価格評価 

    

   ｂ 購買行動を把握する調査 

     下記を収集・分析項目として、購買過程における消費者接点を洗い出し、顧

客に対して何が満足を与え、何が不満を与えたのか、購買促進要因と購買阻害

要因を探る。 

・購入（利用）動機 

    ・購入（利用）時の参考情報源 

    ・競合商品・サービスとの比較 

    ・購入（利用）理由 

   

  イ 日経テレコムＰＯＳＥＹＥＳ 

    加工食品、酒類、家庭用品など 2000 分類、265 万商品の売上情報 

 

③ 調査・分析を行う手段・手法等 

  ア 個社商品の調査 

    アンケート用紙による消費者（利用者）からの調査を行い、クロス集計、ＣＰ

ポートフォリオ分析等によって分析する。 

    分析の実施においては、経営指導員はもちろん、愛知県商工会連合会エキスパ

ートや嘱託専門指導員、ミラサポ派遣専門家、あいち産業振興機構よろず支援拠

点、中小企業基盤整備機構専門家派遣制度など専門家の協力を得て行う。 

 

  イ 日経テレコムＰＯＳＥＹＥＳ 
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    ＰＯＳ分析（売れ筋速報、地域比較、ＡＢＣランキング）、商品詳細診断（商

品基礎診断、商品競合診断、レシート診断）の結果から事業者に必要と思われる

情報を取捨選択して情報提供する。ケースによっては専門家とともに分析を行

う。 

 

  ウ 調査結果の提供 

    前記ア・イの調査結果について、重点支援する小規模事業者に対し、巡回訪問・

窓口相談時に紙面で配布又はタブレット端末で提示する。 

 

④ 成果の活用 

ア 個社商品の調査及び分析によって自社商品・サービスのニーズや評価等を把握

することにより、実際にどう改善すべきかのアクションプラン＝事業計画の立

案・実践に役立てる。 

 

イ 競争力のある新商品・新サービスへの改善・開発につなげるとともに、参入す

べき市場と目指すポジションを明確にさせることで、小規模事業者の持続的な発

展と新たな需要の開拓に寄与する。 

 

ウ 日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳから得た調査分析結果を、仕入れ、生産、投資、

資金、販売等の経営計画策定にフィードバックすることで、小規模事業者の限ら

れた経営資源を需要動向に合わせて効果的に投下できるよう活用し、市場動向を

見据えた経営（事業）計画策定等の参考資料として伴走型支援に役立てる。 

 

【目標】 

項目 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

調査対象事業者数 3 4 5 5 5 

アンケート回収数 75 120 200 250 250 

（１事業所あたりの商品数は１～２） 

 

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】 
 

【現状と支援に対する考え方】 

  小規模事業者は、新規顧客を開拓するためのアプローチ方法やターゲットとすべき

顧客の選定において課題を感じており、かつ自社や商品、サービスのＰＲを苦手とし

ている。当商工会も新規顧客開拓に役立つ最新の情報を得づらく、小規模事業者に合

った商談機会を提供することが難しかった。 

  今後は、他の支援機関と密に情報交換し、需要開拓を目的とする商談機会の最新情

報を入手するとともに、機会を必要としている小規模事業者に情報を提供し、出展を

サポートすることにより商談の成功確率を向上させる。  

また、マスメディアに取り上げられるといった方法は、広告宣伝にはない魅力があ

り、マスメディアによる情報発信を支援することで、支援対象事業者の認知度を向上
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させ、広い範囲の消費者に対し訴求し、新たな販路開拓につなげる。 

  

【事業別の支援対象、事業内容、工夫・改善、目標】 

 ① 展示会・商談会・物産展への出展・参加支援事業（拡充実施） 

ア 支援対象 

事業計画策定後の実施支援において販路開拓が必要な者 

 

イ 事業内容 

支援対象者のフォローアップを進めていく中で、新商品・新サービスの開発や

新分野への進出について継続的に支援していく段階で、支援対象者の成長・発展

を促す手段として、国・県・各支援機関などが主催する各種展示会・商談会・物

産展等の情報を的確に提供し、出展を積極的に支援するとともに、出展を目標に

新商品やサービスのブラッシュアップを継続的に実施していく。 

なお、想定する展示会・商談会・物産展は、下記のとおり。 

・あいち産業振興機構など公的支援機関や金融機関等が実施する「展示会・商

談会・ビジネスマッチング」 

・愛知県商工会連合会が運営する県内物産展のアンテナショップ「まるっと！

あいち」 

・全国商工会連合会主催の「ニッポン全国むらおこし物産展」や県内の観光ス

ポットでの開催イベント 

・愛・地球博記念公園（モリコロパーク）で開催されるイベント 

 

ウ 効果的な取組となるような工夫・改善 

地域内や地域外に対して、あまり知られていないものの、特徴のある商品や技

術を提供しているような小規模事業者を日々の巡回訪問にて見つけ、新たな販路

開拓の機会の場として、展示会・商談会・物産展へ、出展に対するノウハウ・準

備も含め支援していく。また、展示会・商談会・物産展会場では来場者にアンケ

ート調査を行い、商談や売上につながらない理由などを抽出し、改善点を示して

いくことでブラッシュアップを継続的に実施し、商談・売上増加に努める。 

  

エ 目標 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

商談件数 0 2 3 3 4 5 

売上増加事業所数 0 1 2 2 2 3 

 

 ② マスメディアの活用支援事業（新規事業） 

ア 支援対象 

ａ 新な事業への取り組み、新商品・新サービスの開発、新分野への進出など新

規事業を展開する小規模事業者や新規に開業した事業所 

 

ｂ 販路拡大のための宣伝活動に十分な費用をかけられない小規模事業者 
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イ 事業内容 

小規模事業者が、マスメディア（地域新聞・業界新聞・業界の広報誌・テレビ・

ラジオ等）を積極的に活用し、新商品や新サービスの情報など、事業活動に関す

る宣伝を自らプレスリリースするため、支援対象事業者に対してセミナー（プレ

スリリース作成講座）を開催し、マスメディアを活用した販路拡大を支援する。 

なお、プレスリリース作成講座の内容は、下記のとおり。 

   ・プレスリリースの作成ポイント 

・マスメディアを活用するポイント 

・具体的な成功事例に学ぶプレスリリース 

 

ウ 効果的な取組となるような工夫・改善 

    小規模事業者や新規開業者に対しては、経営指導員等が行う巡回・窓口相談指

導において、プレスリリースによる販路開拓支援の内容を積極的に説明し、マス

メディアに対しては、事業所のプレスリリースを依頼する等、両者の仲介役とな

り、本事業の円滑な運営に努める。 

 

エ 目標 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

セミナー回数 未実施 1 1 1 1 1 

セミナー人数 未実施 20 20 20 20 20 

売上増加事業所数 0 7 7 10 10 15 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．今後の地域経済活性化の方向性  

地域経済活性化のためには、一つ一つの店舗では発信力が弱い小規模事業者をまと

めることにより、面的な広がりをつくり、小規模事業者同士の連携を強化するような

取組を実施しなければならない。 

また、地域内の小規模事業者の認知度向上のために、市内外の住民が多く集うよう

なイベントにおいて展示会や即売会を実施し、販路開拓や拡大につながる、地域住民

との交流の場が必要である。 

 

２．地域経済の活性化に資する事業内容（拡充実施） 

【事業別の内容、関係者間の意識共有の仕組み】 

 ①ながくて古戦場桜まつり 

ア 事業内容 

    「小牧・長久手の戦い」の主戦場となった古戦場公園で開かれ、商工会が行う、

長久手のもち米を使用した「合戦餅つき大会」が人気で、文化協会によるステー

ジ発表もあり、多数の観客が訪れる。 

 

イ 地域における関係者間での意識の共有が図られる仕組み 
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開催にあたり、「ながくて古戦場桜まつり」実行委員会が主体となって観光振興

を目的とした地域ブランド化を促進する。構成メンバーは、長久手市役所、長久

手市観光交流協会、長久手市文化協会等で、当商工会もメンバーに加わっている。

 

 ②ながくて市民まつり 

ア 事業内容 

    市民とのふれあいの場を目指して、市民への感謝の意を込めてイベント等を行

う。商工会ブースとして、小規模事業者の企業ＰＲコーナーや展示販売ブース等

を設置する。 

 

イ 地域における関係者間での意識の共有が図られる仕組み 

開催にあたり、「ながくて市民まつり」実行委員会が主体となって特色ある企業

の商品やサービスの付加価値性を地域住民にＰＲするとともに、賑わいの創出を

促進する。構成メンバーは、長久手市役所、長久手市観光交流協会、あいち尾東

農業協同組合等で、当商工会もメンバーに加わっている。 

 

 ③ながくて冬まつり 

ア 事業内容 

    冬の風物詩として、愛知高速交通東部丘陵線（リニモ）はなみずき駅を中心に

イルミネーションを装飾し、開催期間中に開催するイベントに飲食・物販ブース

を設置する。 

 

イ 地域における関係者間での意識の共有が図られる仕組み 

開催にあたり、「ながくて冬まつり」実行委員会が主体となって、市民参加型の

集客イベントに市内の小規模事業者が出店し、賑わいの創出を促進する。構成メ

ンバーは、長久手市役所、長久手市観光交流協会等で、当商工会もメンバーに加

わっている。 

 

 ④愛・地球博記念公園（モリコロパーク）関連イベント 

ア 事業内容 

博覧会の理念と成果である「環境」、「交流」をテーマとした市民参加型の集客

イベントに、商工会として出店ブース等を設置する。 

 

イ 地域における関係者間での意識の共有が図られる仕組み 

共催する愛知県、愛知県都市整備協会、長久手市役所、長久手市観光交流協会

等と共に、小規模事業者を中心とした地元企業のＰＲと消費取引拡大を図り、地

域のブランド化と賑わいの創出を促進する。 

 

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 
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【現状と課題】 

 愛知県商工会連合会等の専門家派遣においては、経営指導員が同行等して専門家の支

援ノウハウの吸収に努めてきた。その他、当商工会を含めた東尾張支部内８商工会の構

成員が職種ごと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

行ってきたが、同業組織内での情報交換に留まっていた。今後は地域内金融機関や各支

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つながる情報交換を行う。

 

【事業内容】 

①専門家派遣指導への同行による支援ノウハウの情報共有 

 事業者に対する愛知県商工会連合会等の専門家派遣において経営指導員等が同行・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と情報の共有を図る。 

 

②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 

 定期的に支部内の職種（経営指導員、補助員、記帳関係職員）ごとに年４回程度の連

絡会議を開催し、支援ノウハウや支援に役立つ情報等の共有を図る。 

 ア．構成商工会 鳴海・有松・守山・豊明市・東郷町・日進市・長久手市・尾張旭市

 

イ．参加者   ・愛知県尾張県民事務所産業労働課担当職員 

         ・愛知県商工会連合会担当職員 

         ・東尾張支部内８商工会職員 

         ・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、日本政策金融公庫他支援機関の責任者、担当者が出席 

 ウ．情報交換内容・経営支援事例・支援ノウハウ 

         ・地域の経済情勢 

         ・各職責の求められる事業者に対する指導方法 

         ・税法等法改正に対する対応方法 

         ・税法・諸制度の改正に対する事業者への影響状況 

         ・事業者支援のための補助金制度の活用方法、申請方法 

 エ．その他   会議の参加者は、学んだこと、参考になったこと、当商工会と違っ

た取り組みなど持ち帰り、説明資料の回覧を行うなど情報の共有化

を図る。 

 

③日本政策金融公庫等との連携による情報交換 

 日本政策金融公庫等と連携し、地区内小規模事業者の経営状況や需要動向、支援ノウ

ハウ等の情報交換を行うため年２回程度の連絡会議を開催して、支援レベルの向上を図

り、日本政策金融公庫等側の視点や商工会側の施策実施予定を共有する機会を設ける。

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

【現状と課題】 

外部研修である愛知県商工会連合会や支部内及び中小機構等の主催する研修に職員が
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参加し、研修効果を他の職員にアウトプットする場の設定が必要であり、個の能力を高

め支援能力の向上を図り、また支援スキル・情報の共有化を図ることで組織として小規

模事業者への支援を提供する必要がある。 

 

【実施内容】 

 経営指導員や担当職員の支援力の向上と支援ノウハウの蓄積、継承を図るため、本事

業での事業者支援にあたっては、経験豊富なコーディネーターや専門家と同行すること

を基本とし、小規模事業者支援を通じて、指導・助言内容、情報取集方法を学ぶなど、

ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。また、愛知県商工会連合会が主催する経

営指導員研修会や経営支援事例発表会、管理職員研修会、情報化推進要員研修会、経営

支援実務研修会、基本能力研修や愛知県商工会職員協議会が主催する研修会に参加、東

尾張支部商工会経営指導員による「指導員研修会」、東尾張支部商工会補助員による「補

助員研修」、尾張支部商工会記帳担当職員」による「記帳担当職員研修」に参加に加え、

中小企業基盤整備機構、あいち産業振興機構、中小企業大学校の主催する各種セミナー

に経営指導員等が年間３回以上参加することにより職員の資質向上を図る。 

 

【年間スケジュール】 

項目 開催時期 参加者 得られる効果 

愛知県商工会連合会主催経営指

導員等応用研修（一般コース） 
６月 ２名 

経営指導支援能力、知

識向上 

愛知県商工会連合会主催経営指

導員等応用研修（特別コース） 
６月、７月、８月 ２名 

経営指導支援能力、知

識向上 

経営支援事例発表会 ６月 ２名 
他商工会支援事例を

学び経営支援能力の

向上 

管理職養成研修会 ７月、１１月 ２名 
商工会運営管理知識

向上 

中堅職員研修会 ６月 ２名 
中堅職員の知識、支援

能力向上 

情報化推進要員研修会 １０月 １名 
情報化知識向上、情報

化支援力向上 

基本能力研修会 １２月、１月 １名 
若手職員の基本知識、

支援能力向上 

愛知県商工会職員協議会主催研

修会 
６月、１２月 １名 

職員の知識、支援力向

上 

東尾張支部商工会経営指導員に

よる「指導員研修会」 

４月、６月、９月、１

２月 
２名 

経営指導員の知識、支

援力向上、情報交換 

東尾張支部商工会補助員による

「補助員研修」 
８月、１２月、２月 １名 

補助員の知識、支援力

向上、情報交換 

東尾張支部商工会記帳担当職員」

による「記帳担当職員研修」 
９月、１２月 ２名 

記帳担当職員の知識、

支援力向上、情報交換
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【情報の共有】 

 経営発達支援計画の遂行のためには、各職員が他の職員の行動予定であったり、支援

企業の状況についてしっかり情報を共有している必要があるので、全体予定について

は、週に１度実施する全体ミーティングや共有業務日報を活用する。また、事業者の経

営支援については、経営カルテ、経営支援書類の回覧などを通じて、各職員がどのよう

な支援を行っているかを事務局職員全体でしっかりと把握していく。 

研修後は、速やかに勉強会等を実施し学習の成果を発表・共有化する。また、周知す

べき情報は、朝礼等で発表し周知徹底を図る。 

 

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。 

 

①事業の進捗状況は、四半期ごとに三役会（正副会長会議）に本事業責任者が報告し、

助言を受ける。 

 

②長久手市たつせがある課課長や中小企業診断士等の外部有識者により、年１回、事業

の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

 

③三役会（正副会長会議）において評価・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、三役会（正副会長会議）へ報告し、承

認を受ける。 

 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果をホームページに計画期間中公表する。 
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【経営発達支援計画ＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 
Ｐｌａｎ 
【計画】 
三役会 

 
Ｄｏ 
【実行】 
事務局 

 
Ａｃｔｉｏｎ 
【改善】 
事務局へ 

 
Ｃｈｅｃｋ 
【評価】 
外部有識者 
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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１月現在）

（１）組織体制 

  ・事務局体制 

   事務局長１名 経営指導員２名、補助員１名、 

記帳指導職員３名、記帳指導員１名 

 

  ・事業実施体制 

事務局長１名 経営指導員２名、補助員１名、記帳指導職員２名 

   平成２８年４月より記帳指導職員３名 

 

（２）連絡先 

   長久手市商工会 

   長久手市岩作長池４５ ＴＥＬ0561-62-7111 ＦＡＸ0561-62-7729 

    http://www.n-s-m.net/n-net/ 
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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） 

 
２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 55,720 56,194 56,673 57,157 57,646

 

普及事業人件

費（7名） 

普及事業費 

一般事業費 

市民まつり事

業 

イベント支援

事業 

ながくて商店

街事業 

経営税務対策

費 

労務対策費 

情報対策費 

調査事業 

講習会開催費 

47,470 

 

2,500 

 

700 

 

2,000 

 

300 

 

550 

 

200 

500 

500 

1,000 

47,944

2,500

700

2,000

300

550

200

500

500

1,000

48,423

2,500

700

2,000

300

550

200

500

500

1,000

48,907 

 

2,500 

 

700 

 

2,000 

 

300 

 

550 

 

200 

500 

500 

1,000 

49,396

2,500

700

2,000

300

550

200

500

500

1,000

（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．愛知県小規模事業経営支援事業費補助金（人件費・事業費） 

２．国・全国連等の補助金（事業費） 

３．市補金（商工会運営補助金等） 

４．会費収入（補助金不足分を補填） 

５．参加負担金（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 
 

（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．新たな需要の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 

 

・長久手市 市長 吉田一平 長久手市岩作城の内 60-1  TEL0561-63-1111 

・愛知県  知事 大村秀章 名古屋市中区三の丸 3-1-2       TEL052-954-6330 

・（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 

・愛知県よろず支援拠点 多和田悦詞 名古屋市中村区名駅 4-4-38  TEL052-715-3061 

・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 TEL052-454-0541 

・（独）中小企業基盤整備機構中部本部 本部長 花沢文雄 名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センター

ビル４階 TEL0512-201-3068 

・日本政策金融公庫名古屋中支店 国民生活事業 支店長 渡邉博樹 名古屋市中区錦 1-11-20

TEL052-221-7241 

・㈱名古屋銀行長久手支店 支店長 八木浩司  長久手市久保山 1505 TEL0561-62-9211 

・㈱中京銀行長久手支店 支店長 牧野克彦 長久手市氏神前 120 TEL0561-62-1611 

・大垣共立銀行 取締役頭取 土屋 嶢 岐阜県大垣市郭町 3-98 TEL0584-74-2111 

・瀬戸信用金庫長久手支店 支店長 木村浩二 長久手市岩作溝添 11-1 TEL0561-62-5511 

・瀬戸信用金庫西長久手支店 支店長 岩村武之 長久手市作田 2-1209 TEL0561-62-7211 

・瀬戸信用金庫長久手南支店 支店長 田中 敬 長久手市作田 2-1209  EL0561-62-8211 

・豊田信用金庫杁ヶ池支店 支店長 酒井博之 長久手市菖蒲池 201-1 TEL0561-64-3822 

・あいち尾東農業協同組合長久手支店基幹支店長 奥村一男 長久手市岩作城の内 53 

・あいち尾東農業協同組合長久手西支店 支店長 北山幸人 長久手市五合池 2209 TEL0561-62-4511

・名古屋税理士会昭和支部 支部長 後藤基文 名古屋市昭和区広見町 1-13 ダイエイビル 2階 

・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 TEL052-562-0030 

・鳴海商工会 会長 成田正次 名古屋市緑区鳴海町乙子山 1-3 TEL052-896-3331 

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

・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 

・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 

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

 

※各団体の役割は、連携体制図の中に記載 
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連携体制図等 

１．地域の経済動向調査 

小規模事業者 

 

（支援者） 長久手市商工会 

 

（連携者） 中部経済産業局、愛知県、愛知県商工会連合会、 

日本政策金融公庫及び民間金融機関 他 

 

【役割】経済動向情報の提供 

 

２．経営状況の分析 

小規模事業者 

 

（支援者） 長久手市商工会 

 

（連携者） あいち産業振興機構、愛知県よろず支援拠点、 

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」の運用 

（中小企業基盤整備機構） 

・経営分析後発生した専門課題への対応 

 

３．事業計画の策定支援 

小規模事業者 

 

（支援者） 長久手市商工会 

 

（連携者） 愛知県、あいち産業振興機構、愛知県よろず支援拠点、 

愛知県信用保証協会、愛知県商工会連合会、 

日本政策金融公庫及び民間金融機関、税理士会、長久手市、 

日進市、東郷町、豊明市、みよし市、日進市商工会、 

東郷町商工会、豊明市商工会、みよし市商工会 他 

  

【役割】 

・事業計画、創業・事業承継計画の策定における協力 

・情報の提供、税務相談、金融相談、人材支援 

・創業塾の開催 
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４．事業計画策定後の実施支援 

小規模事業者 

 

（支援者） 長久手市商工会 

 

（連携者） 愛知県、あいち産業振興機構、愛知県よろず支援拠点 

愛知県商工会連合会、税理士、日本政策金融公庫及び 

民間金融機関 他 

  

【役割】 

・事業策定後のフォローアップ協力 

・経営改善発達資金等事業者に対する資金調達支援 

（金融機関） 

 

５．需要動向調査 

小規模事業者 

 

（支援者） 長久手市商工会 

 

（連携者） 中部経済産業局、愛知県、全国商工会連合会、 

愛知県商工会連合会、日本政策金融公庫及び 

民間金融機関 他 

  

【役割】需要動向等の情報提供 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

小規模事業者 

 

（支援者） 長久手市商工会 

 

（連携者） 愛知県、あいち産業振興機構、全国商工会連合会、 

愛知県商工会連合会、日本政策金融公庫及び 

民間金融機関 他 

  

【役割】 

・展示会、商談会の情報提供 

          ・展示会出展サポート 

          ・プレスリリース 

 

 

 


