
 発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

祖父江町商工会（法人番号 9180005010555） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

①商品の高付加価値化と、観光振興による交流人口の増大やＩＴの活用、新販売
拠点の創設など販路開拓事業によって、新たな需要の創出と販路の開拓を図る。 
②小規模事業者の雇用の維持、増大と新しい事業者の創出を図り、小規模事業者
と地域経済の活性化を図る。 
これらにより、平成３４年度末には管内事業所数が６０７事業所に到達すること
を目指す。また、事業代表者の年齢については５カ年で平均３歳の年齢の若返り
も目指す。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 
１．「地域の経済動向調査」に関する事 

 小規模事業者が策定する事業計画とその実施を支援するための情報収集と
して、地域の経済動向を調査・分析し、分析結果を商工会報誌やＨＰで公開
または、巡回窓口相談の際に小規模事業者や創業予定者等へ提供する。 

２．「経営状況の分析」に関する事 
   小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回訪問・窓口相談を通

じて、小規模事業者の経営実態の把握及び分析を行い、分析結果を「重点支
援企業」をはじめとする支援事業者間での共有化と持続発展に向けた事業運
営等に活用すると同時に、小規模事業者への有益な助言や、事業計画策定等
に活用する。 

３．「事業計画の策定支援」に関する事 
事業計画は、企業が最終目標に向けその実施手法を明らかにするものであ

り、事業所ごとの経営状況に可能な限り最適な支援が必要となる。そのため、
当会では業種、経営状況等ごとに４つのフェーズに分けて段階的な策定支援
の手法を設けて取り組む。いずれもフォローアップまでを視野に入れた体制
の強化を目的とする。 

４．「事業計画策定後の実施支援」に関する事 
事業計画策定後の実施支援についてフォローアップ体制を強化し、ＰＤＣ

Ａサイクルの確立等で売上及び利益の向上につなげる。 
５．「需要動向調査」に関する事 

小規模事業者が策定する事業計画とその実施を支援するための情報収集と
して、小規模事業者が取り扱う商品・サービス等の需要動向をアンケートや
各種統計資料等で調査・分析し、巡回窓口相談の際に対象とする小規模事業
者や創業予定者等へ提供する。 

６．「新たな需要の開拓に寄与する事業」に関する事 
観光振興による交流人口の増大やＩＴを活用したネット市場への出品、新

販売拠点の創出など販路開拓に有効な指導、支援を継続的に実施する。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
１． 地域活性化事業 

「重点支援企業」の活性化にとどまることなく、地域内の幅広い業種の小
規模事業者の販売機会の増大や新たな販路開拓など広く波及する事業であ
る。地域全体の活性化に寄与するイベント事業、観光振興(通年型観光地化)
と、軽トラ市や朝市、マルシェといった地域経済活性化のための、にぎわい
拠点施設の創設に取組む。 

連絡先 

 祖父江町商工会 
 〒４９５－０００２ 
 愛知県稲沢市祖父江町山崎下枇４８６－１ 
  ＴＥＬ:０５８７－９７－５８００ 
  ＦＡＸ:０５８７－９７－６３２４ 
  e-mail:sobue@aichiskr.or.jp  
    ＨＰ: http://home.owari.ne.jp/~sobuetyo/ 
     http://www.sobue.biz/ 
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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 

祖父江町の地域概要 

 

愛知県稲沢市祖父江町は、愛知県西部

（尾張西部地方と呼称される。）に位置す

る人口２１，９３４人（平成２６年１０月

１日時点の稲沢市住民基本台帳データに

基づく。）、面積２２．１２ｋ㎡の町です。

明治２９年の町制施行以来１０８年余り

の歴史の幕を閉じ、平成１７年４月 1日に

旧稲沢市、旧平和町と合併を果たしまし

た。合併直前の人口は２２，９６４人（平

成１６年１０月１日時点の旧祖父江町役

場統計データ）であり、図表１が示すとおり合併後はゆるやかな減少傾向にあります。

そうした中でも、名古屋鉄道の森上駅前整備や、名古屋市を含む周辺隣接都市や岐阜県、

三重県などの隣接県へのアクセスに必要な県道などの道路交通網が発達してきており

（ただし、町域内を走る国道はなし。）、緑豊かな周辺環境にも恵まれベッドタウンとし

ての役割を担っております。さらに、平成３４年には隣接する一宮市との町域の境に「新

濃尾大橋」も架橋される予定で、慢性的な渋滞の解消とともに、ホールセール・コスト

コや新幹線駅を抱える岐阜県羽島市との人・モノの行き来が盛んになることが期待され

ています。 

 

 
 

国勢調査データに基づく稲沢市役所統計データより抽出加工 

 

 

H17.4.1 
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主な観光として、稲沢市祖父江町の木曽川沿いに立地するサリオパーク（国営木曽三

川公園ワイルドネイチャープラザ、県営木曽川祖父江緑地、市営祖父江ワイルドネイチ

ャー緑地）は、それぞれの特色別に多くの方に利用されています。サリオパークの中核

を成す『国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザ』は、全国的にも珍しい河畔（か

はん）砂丘である「祖父江砂丘（別名、木曽川砂丘。昭和６３年に木曽三十六景に選定。）」

を活用し、毎年１０月上旬には「稲沢サンドフェスタ」が開催され、『砂の造形展』を中

心に様々なイベントが行われます。また、普段はウインドサーフィンを始め、バーベキ

ューなど家族連れで賑わっています。『県営木曽川祖父江緑地』では、大型複合遊具やプ

ール、テニスコート、ジョギングコース場があり、子ども向け施設が充実しており、家

族連れだけでなく健康増進にも広く利用されています。『市営祖父江ワイルドネイチャー

緑地』は、野球場２面、ソフトボール場３面のほか、芝生広場が整備され、グラウンド

ゴルフ、野球、ソフトボールなどに使用できる広大な運動公園です。 

また、稲沢市唯一の天然温泉「祖父江ふれあいの郷」は憩いの拠点として、町内外か

ら通年で多くの利用者を集めています。加えて、周辺では折りからのサイクリングブー

ム（ロードバイクなど専用スポーツモデル）から、尾張サイクリングロード（全長１５

ｋｍ）を擁していた（自転車道としては現在は分断）名残もあり、愛知県道１３０号馬

飼井堀線などでは活発にその姿を見かけるようになっています。また、祖父江善光寺東

海別院においては、７年に一度の本尊「御開帳」の期間には１５万人の参拝客（平成２

７年春の御開帳時。善光寺東海別院公式発表の数値に基づく。）が訪れます。 

 

 文化的には、愛知県指定無形民俗文化財「虫送り」行事などがありますが、商工に関

するものとしては「尾張茶文化」が挙げられます。近年、喫茶店の“モーニングサービ

ス”がニュースソースとなることが多いですが、もともとこの尾張地方においてはコミ

ュニケーション=「お茶をする」文化が一般的で、古くから茶室を設ける民家も多く、そ

れは前述のモーニングサービスや喫茶店の路面店の数にも表れています。ただし、新規

出店の割合も一定数あり競争過多に陥っています。 

 

  
晩秋の黄葉風景                  品質、生産量ともに日本一の銀杏  

 

こうした中でも特筆すべきは、後述する生産量日本一（農林水産省 平成２４年産特産

果樹生産動態等調査にて２１３トン。これを町内の生産農家約８０軒、１１，０００本

で栽培。）を誇る「祖父江ぎんなん・イチョウ」ですが、広義の地域資源としてはもちろ

ん、観光資源として、稲沢市指定天然記念物の「長寿イチョウ（樹齢推定２５０年）」を
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擁する「祐専寺」を中心とした山崎地区において、黄葉期（１１月初旬から１２月中旬）

には晩秋の行楽として県内 大規模の「そぶえイチョウ黄葉まつり」が開催され、平成

２７年には１８万８，０００人、第１９回を数える翌年平成２８年には１５万５，００

０人（いずれも、そぶえイチョウ黄葉まつり実行委員会主催者発表。開催通期９日間合

計。）の来場者を数えます。 

 

 

祖父江町の産業変遷と当商工会の関わり 

 

・業種別商工会員数 推移表 

 平成 

24 年度末 

平成 

25 年度末 

平成 

26 年度末 

平成 

27 年度末 

平成 

28 年度末 

（参考）平成２４年経済 

センサス集計 

管内小規模事業者数 

建設業 79 77 77 77 78 94 

製造業 124 120 115 112 111 151 

卸売業 28 28 25 24 24 28 

小売業 98 102 99 94 99 136 

飲食業 45 46 46 44 43 87 

サービス業 62 62 66 66 69 142 

その他 57 60 63 67 71 67 

合計 493 495 491 484 495 705 

 
 

平成２４年経済センサス集計より抽出加工 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

農業、林業
漁業

鉱業、採⽯業、砂利採取業
建設業
製造業

電気・ガス・熱供給・⽔道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業・⼩売業
⾦融・保険業

不動産業、物品賃貸業
学術研究、専⾨・技術サービス業

宿泊業、飲⾷サービス業
⽣活関連サービス業、娯楽業

教育、学習⽀援業
医療、福祉

複合サービス事業
サービス業（他に分類されないもの）

図表２ 祖⽗江町の商⼯業者数・⼩規模事業者数内訳対⽐図

⼩規模事業者数 商⼯業者数
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祖父江町の産業は、町制施行以前より、西側を流れる木曽川の堆積によって出来た肥

沃な土壌の恩恵を受け、稲作はもちろん、野菜や苗木（植木･苗木生産の歴史は古く、嘉

暦３年（１３２８年）に、稲沢市矢合町国分寺に端を発し、桑苗、山林苗から果樹苗木

生産に移行すると共に、全国的な緑化ブーム（昭和４０年代～）の影響により我が国４

大産地の１つにまで成長。）、砂上地と相性の良い蜜柑や桃など長年に渡り農業中心の歴

史をたどってきており、また、明治時代からは近隣の一宮市（旧尾西市を含む）、津島市

などと共に尾張西部地方全域で繊維産業が隆盛したことや、昭和３０年代から三共毛織

株式会社（現 帝人テクロス株式会社）、三興製紙株式会社（現 王子マテリア株式会社）

などの大規模工場誘致推進が重なり、昭和５０年頃までは農商工それぞれバランスの良

い振興、発展が図られてきました。 

しかし、その後、特に繊維産業は、見る影もないほど国内情勢同様に衰退を続け、商

工業ともに独自色のある事業者が派生することもなく、昭和５０年代後半には大手紡績

会社の広大な廃業跡地の一部は大型商業施設であるタマコシ（現 株式会社平和堂 東証

１部 8276 小売業）が出店されるなど、時代にあわせた変貌を遂げてきました。同様に、

大規模宅地造成が行われこの頃に人口はやや急な増加を見せていますが、関連産業の発

展はうまくいかず、現在では図表２のとおり小規模事業者がほとんどの割合を占めるか

たちとなっています。繊維産業 盛期に隆盛を誇った「新町商店街」及び「森上商店街」

も、現在では住宅地となっており、その面影を一部に残すのみとなっています。 

 

  
繊維産業 盛期（昭和 30 年代の「新町商店街」            現在の「新町商店街」 

 

こうした変遷の中で、戦後昭和４０年台の減反政策を機会に台頭してきたのが前述の

概要の後半で触れました「祖父江ぎんなん」です。もともと、「伊吹おろし」と呼ばれる

町西方の伊吹山から吹き込む強風から屋根を守るための防風対策として邸宅に植栽さ

れ、それが前述の苗木の技術とのマッチングの中で園地栽培として定着し、接ぎ木技術

による大粒品種の誕生により一気にその地位を強固なものにしました。「久寿」「藤九郎」

と呼ばれる品種は、その実の大きさと名古屋中央卸売市場（生鮮市場）では当時日本

高となる相場価格（３Ｌサイズで５００ｇあたり現在価値で２，５００円超。現在は１，

０００～１，５００円程度。）をつけるまでとなり、一躍脚光を浴びました。これを町の

特産物として、昭和６０年代に当商工会が中心となり和菓子や練り製品などの加工特産

品開発の礎を築くことになります。 

そして、平成９年頃、街中が黄葉に染まる様子が中日新聞の一面で取り上げられたこ

とや名古屋鉄道とのタイアップによるプロモーション戦略が功を奏し、前述のイベント

「そぶえイチョウ黄葉まつり」へと繋がります。現在では、９月から１１月にかけて秋
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の名物・行楽の代名詞として祖父江町山崎地区はマスコミへの露出の機会も多く、その

影響もあって１０月から１１月にかけての会員事業所の関連商品の売上は、高いところ

では２５０％を超す勢いとなっています。 

この流れを受け、平成１８年度より当商工会を中心とした、この地域資源「銀杏」を

活用した「銀杏のまちづくり」事業をリファインして取組みをスタートさせました。特

産品の開発に特化させ、オーソドックスな菓子類１５品、乾麺及び生麺類７品、冷菓１

品、惣菜５品、郷土料理５品を生み出し、中には息の長いヒット商品も生まれました。

同時に、ヘルシー志向にマッチした通年型観光商品として、イチョウ林と『健康と美』

をテーマにヘルスツーリズム（セラピーウォーキング、ノルディックウォーキング、自

転車エクササイズ）シリーズを企画し、現在まで毎年１回ずつ開催しています。（期間中、

各回３０名前後の参加。※自転車エクササイズは平成２５年度より企画調整中） 

この後、当商工会では、近隣の消費地である名古屋圏はもとより、東京、大阪で通用

する商品開発を急務とし、平成２５年度には日本ではじめてイチョウの花から「清酒酵

母」の分離培養に成功。その後、花酵母清酒「プリンセスギンコ」を開発し新聞やテレ

ビなどで大きく取り上げられ、さらに平成２６年度には、当地の独自品種「栄神ぎんな

ん」に青果の中でも 大クラスの抗酸化力（人の健康や老化に影響を及ぼす活性酸素を

消す力。青果の中でトップクラスであるイチゴ対比で１１倍。)が独自調査で見つかり、

地方の特産品開発の枠を超えた、大消費地向け高付加価値商品開発のヒントを得ること

ができました。 

 

  
イチョウ花酵母清酒「プリンセスギンコ」掲載記事        「栄伸ぎんなん」掲載記事 

平成２６年１１月２１日・中日新聞             平成２７年１２月２日・中日新聞   
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分析と今後の課題 

 

 
稲沢市都市計画マスタープラン 

「豊かな水とみどりの中で広域交通体系をいかして産業が力強く発展する街づくり」より 

 

ここまで前述の概要や産業変遷の中で説明しましたとおり、この祖父江町においては、

文化、観光を始めアウトドアなど豊富な“町外から人を集める”ためのリソース・コン

テンツを擁しているにもかかわらず、その受け皿となる肝心の商工事業者数はほぼ横ば

いの状態にあります。これは、合併後の人口減少ともあいまって、事業者の高齢化（町

全体の高齢化率１６．９％・２０００年国勢調査）による後継者不足・廃業の問題や、

町域の約８０％が市街化調整区域に指定されていることによる慢性的な宅地、事業用地

不足が発生し多くの拠点が点在する土地利用となっていることなどが要因のひとつとな

っています。また、これにより、町域そのものが各拠点間の流通経路の通過点として没

し、地域経済に反映させる土壌が育ちにくくなっています。 

また、かつてのランチェスター戦略などでよく知られるように、尾張西部地域は特に

排他的、かつ、同調圧力の強いエリアであり、この町もご多分に漏れず他エリアからの

戦略的侵攻には強固なものの自主発展的な性格に乏しく、景気の波に大きくは左右され

ないもののその半面投資の魅力にかけることとなっています。 

さらに、地域資源の銀杏を活用した既存事業のいずれも現在進行中であり、話題性に

はことかかないもののいまだ採算ベースには程遠く、今後「新しいプロモーションのか

たち」や「新規事業者の参入」、「需要の創出と販路開拓」「類似商品競合の問題の解決」

を課題としています。 

 

こうした概況と課題を踏まえて、当商工会としましては、商業者を中心に創業者、起

業者を積極的に増加させつつ、また、既存の事業者についても本事業計画の策定を軸と

した伴走型の支援を実施することにより衰退を食い止めることで、管内の事業者数、経

営規模全体の底上げを行うために、この経営発達支援計画を策定いたします。 
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中長期的な小規模事業者の振興のあり方 

 

 

 

管内における小規模事業者の振興のあり方については、一段階目として、次節以降で

述べる幅広い小規模事業者の発展を目的とした「地域活性化事業計画」を大枠として、

地域資源「祖父江町産ぎんなん」をコア事業ドメインとした、後述の「重点支援企業」

を選定した上で全力バックアップとともに２～５カ年計画で推し進めます。さらに、こ

の重点施策をもとに中長期に渡り持続可能なビジネスとして育て上げることで、まず当

地から小規模事業者の成功例を作り上げることにあります。 

その上で、二段階目として、成功モデルケース事業所として各種分析手法でブラッシ

ュアップを重ねながら適切な方法で情報を開示します。フィードバックさせることで、

新規参入の障壁を下げつつ創業者、開業者を生み出します。これによりその周辺産業に

ついても経済的波及効果を創出し、さらに、新産業の萌芽・開拓を目指すことで、１０

年後の小規模事業者を中心とした地域全体の活性化と経済の底上げを目指します。 

 

この計画実施による効果が波及した場合の具体例としては以下のものが考えられます。 

 

・農商工連携並びに６次産業化の波を受けた農業者の商業（加工業、販売業など）への

参入 

・拠点整備に伴う飲食・宿泊業やサービス業、施設管理業、観光業の増加 

・印刷業やＷｅｂデザイン業なども含めた、後方支援型ビジネスの若きアントレプレナ

ー資質の出現 

・就業機会（人口）増加による地域経済効果                 
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経営発達支援事業の目標 

 

当初３カ年においては、コア事業の推進に伴う管内事業所数の増加率を０.５％と見込

み、その後の２カ年においては、モデルケース事業所の成長の波及効果にあわせて管内

の新規開業を増やすとともに廃業を食い止め、それぞれ０.８％、１.２％の管内事業者

数増加を目指します。これにより、平成３４年度末には管内事業所数が６０７事業所に

到達することを 終目標とします。また、事業代表者の年齢については、５カ年で平均

３歳の年齢の若返りも目指します。 

 

・管内事業者数の推移目標 

 平成３０年度末 平成３１年度末 平成３２年度末 平成３３年度末 平成３４年度末 

年度末事業者数 589 592 595 600 607 

開業者数 16 17 17 18 19 

廃業者数 16 14 14 13 12 

年間事業所増加数 0 3 3 5 7 

年間事業所増加率 0.0％ 0.5％ 0.5％ 0.8％ 1.2％ 

 

 

経営発達支援事業の方針 

 

 経営発達支援事業の目標を達成するにあたり、地方活性化の源泉は小規模事業者の成

長にあると判断し、まず、管内における私たち祖父江町商工会の重要な役割として、「小

規模事業者の支援に関する法律（以後、小規模支援法）」の基本指針を徹底的に咀嚼し、

以下の基本方針を策定しました。 

 

【祖父江町商工会 小規模事業者支援基本方針】 

①事業者目線の伴走型支援手法の確立と標準化 

②管内事業者増加のための創業・新規開業、業種転換及び、事業承継支援の実施 

③連携機関・セクターとの緊密なネットワーク構築と活用の推進 

④小規模事業者の課題解決のための情報の収集、提供と分析手法の確立と標準化 

⑤共同的事業活性化に向けた販路開拓、施設整備、イベント等の支援の実施 

⑥事業に不可欠な経営三要素「ヒト・モノ・カネ」を集めるための支援の実施 

⑦支援の迅速性を高めるための情報の共有化情報発信と提供 

⑧事業者の生産性、処理能力向上のための、セキュリティを含めたＩＴ活用・導入支援

の実施 

⑨地域資源「ぎんなん」をコアとした持続的な地域経済の活性化と新たな需要の創造と

掘り起こし 

⑩以上の９項目をフレームワークとして体系化し、限られたマンパワー・リソースの中

でリニアに、かつ、合理的に対応できる体制を整備する 
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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３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 
 

指針①小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業

員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 

指針②経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、当

該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言 

指針③小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域の経

済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

指針④マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、ホ

ームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開拓に寄与する事業 

 

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） 

地域経済動向については、全国商工会連合会が提供する「小規模企業景況動向調査」等から一

般的な情報を収集し、これらの情報を年３回発行する会報誌で誌面を設け隔年で１回程度周知す

るに留まり、小規模事業者の持続的成長に資する情報収集及び提供については不十分であった。

巡回時においても漠然とした聞き取りに留まり、かつ、職員間の情報の共有もされてこなかった。

これは、当商工会においてこれまで管内の経済動向を把握するためのシステム、フレームワーク

が整備されてこなかったためである。その結果、会員への実際の各種支援については各経営指導

員個別の経験と情報に則って行われる傾向にあり、必ずしも十分な成果をあげているとはいえな

い。また、地域活性化に向けた中型から大型の事業立案の際にその計画の元となる基礎データの

収集に奔走することも少なくなかった。さらに、創業希望者の中でも、特に経営や事業計画につ

いて“想い”の強さだけをモチベーションとするケースがあるが、客観性に乏しいためこうした

ケースに対応するためには、地域経済動向・景況といった指標は有効的であるがそのバックボー

ンとなる基礎データが整備されていない。 

今後は、本事業で定める当商工会の小規模事業者支援基本方針に従い、地域経済動向調査を実

施することで、小規模事業者の売上増加や収益性向上、経営規模拡大、そして持続性を持たせる

ための事業計画策定とその事業実施を的確にサポートし、その効果を新規創業支援や地域全体経

済へ波及させるため、以下の地域内経済動向調査を実施する。 

 

（事業内容） 

(1)情報収集および調査・分析とそのデータの活用について 

 経営指導員が中心となり以下の各種調査の実施と集計、総括を行い、必要に応じて名古屋文

理大学、地域商業システム（小島賢次郎※専門家）と連携を行う。小規模事業者の成長・発展

のみならず持続的発展を見据えて、現在抱える新たな需要の創造と販路開拓などの課題(機会や

脅威)に対し、どう活用し、どう脅威を切り抜け、どのようにして需要の創造と販路開拓に転化

していくか、その可能性の検証と具体的取り組みの手法について検討する。また、これは、小

規模事業者の経営改善計画等（新商品開発、販路拡大等）作成の際の基礎データに資するもの

でなければならない。 

また、本事業の調査集計（総括）の結果については、「祖父江町経済動向調査レポート」とし 

て、もしくは、稲沢市や稲沢市観光協会、山崎園芸出荷組合をはじめとする各銀杏生産組織な

ど地域の関係団体等で構成する年２回開催の「祖父江町商工会地域活性化会議」に提供し、観

光振興と販売拠点の創出を基盤に地域と地域内の幅広い小規模事業者の発展を目的とした「地
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域活性化事業計画」策定の際の基礎データとして活用する。 

 なお、情報提供の方法については（2）にて後述する。 

 

①ヒアリング調査の実施による現況把握 

本事業にあたっては、まず地域経済動向調査ヒアリングシートを作成する。調査の内容に 

ついては事業者カルテとして厳重なセキュリティのもとすでに運用を開始しているグルー 

プウェア上にデータベースとして集約化を行い、必要な場面で即座に引き出せる仕組みを整

える。 

調査対象として、地域内小規模事業者の約２０％にあたる１００事業所について任意抽出

し巡回指導時にヒアリング調査を実施する。その内訳は、景況回復の見られる工業・建設業

を除き、小売業２５％、飲食業２０％、サービス業２０％、製造業１５％、卸売業１０％、

その他業種１０％とする。 

これに加えて、稲沢市が年１回開催し当商工会も参画する「創業入門セミナー」の参加者

についても調査を実施する。 

ヒアリングシートの項目はそれぞれ、営業年数、事業承継・後継者の有無、出荷・売上高、

営業利益、製品・商品・サービス・請負・客等の単価、原材料・部品の仕入価格 、在庫状況、

採算状況、資金繰り、設備投資実施・動向、雇用状況（雇用不足感）、従業員数（従業員充足）、

外注費、現況、来期の業況見通しとなる。使用数値はＤＩ（ディフュージョン・インデック

ス）とし、増加（上昇・好転・過剰）企業割合から減少（低下・悪化・不足）企業割合を差

し引いた値を基本とする。 

これに加え、「経営上の問題点」についても聴取を実施する。項目として、景気や需要の低

迷・停滞、顧客単価の低下・上昇難、顧客ニーズの変化への対応、従業員の確保難、売上原

価の上昇、競合企業による競争の悪化、購買力の流出、設備の不足・老朽化、商品や原材料

の不足、過剰在庫、売上原価・人件費以外の経費増加、熟練技術者の確保難、事業資金の借

入難、大型店・中型店進出による競争激化、新規参入業者の増加、設備の過剰投資、人件費

の増加、金利負担の増加、代金回収の悪化、取引条件の悪化、駐車スペースの確保難・アク

セス難、店舗の老朽化・手狭化、問題なしなどを設定し、さらに自由項目（その他・任意項

目）についても慎重で丁寧な聴取を行う。これは特に、創業にあたっての財務・金融など創

業者ならではの不安要素払拭と管内独自の問題点を洗い出すために有効であり、ここで得ら

れた回答については経営者の生の声として漏らすことなく特に注視する。 

ここで得られたＤＩ値・「経営上の問題点」については、管内の全体的な見通し・概況をま

とめ上げるとともに、個別業種に集計し、地域経済の景気局面の判断、予測、景気の転換点

の判定に用いる。これについては、主に、初期調査時点の比較対象として、また、管内の傾

向を探るため、次の②の「景況レポート」と連携する。その内容については、「祖父江町経済

動向調査レポート」としてまとめ上げ、ＨＰ上にＰＤＦ形式で公開後常時閲覧可能とし、ま

た、全会員へ配布する会報誌に添付し年一回配布する。 

②信金中金地域・中小企業研究所、いちい信用金庫の「景況レポート」比較調査 

信金中央金庫および地元のいちい信用金庫が取引先企業に対して「景気動向調査」を実施し、

業種別の景況実績見込みと見通しについて四半期ごとに集計・公表するデータであり、DI 値

を活用していることから①と同項目について比較・分析が可能であり、当地域の強み、弱み、

特有の問題点を洗い出し、その対応策について検討する。調査・検討内容については、①と

連携して「祖父江町経済動向調査レポート」の中にまとめ上げる。 

③記帳指導及び税務指導データの再集計による現況把握調査 

問題化している地域内小規模事業者の景況動向を把握するため、現在２５０事業所に実施 

している記帳指導及び税務指導データについて売上高推移、受注の増減、設備投資に着目し

て集計する。これについては、「祖父江町経済動向調査レポート」をまとめる際の補正要素と

して活用し、特に景気に敏感な売上高、設備投資などの項目へ反映させる。 

④地方（広範囲）経済景況と地域間の比較調査 

公開されている地域内上場企業の事業報告書(決算報告書)や地域内大型店の月別販売額と 
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入店客数の推移等から地域基幹産業の景況動向を把握するとともに、東海地域全体から俯瞰し

比較するため、財務省東海財務局の「四半期別法人企業統計調査」、経済産業省中部経済産業

局の経済動向・統計データから「総合経済動向（管内）」、「中部経済のポイント・東海経済の

ポイント・３大経済圏比較」を活用し、広範囲での地域経済の景況を把握する。これについて

は、経営規模拡大や販路開拓を目指す小規模事業者の糧となるよう「祖父江町経済動向調査レ

ポート」の中で「地方概況」セクションとして情報提供する。 

⑤中小企業景況調査報告書の活用に向けた調査 

全国商工会連合会が作成している事業別の売上・採算・資金繰り・業況等を対象商工会の経

営指導員が情報収集したデータについて、特に同規模の単会のものをピックアップしこれを①

との比較・検討し、地域性や各種条件を踏まえた上で当商工会との相違点、及び、強み、弱み

などを把握する。これについては、「祖父江町経済動向調査レポート」の中のセクションとし

て「当管内のＳＷＯＴ分析」としてまとめ上げる。 

    ⑥観光の景況動向調査 

   当管内においては、有数の寺社仏閣や自然公園などの施設を有するものの宿泊施設そのもの

が存在せず、観光の定義の中にある滞在時間については非常に短い状態である。そのため、

国土交通省中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 、(財)愛知県観光協会、稲沢市観光協会

が有する管内入り込み客数の推移データを調査・把握し、地域の観光産業の景況動向を把握

するとともに、前述の「祖父江町商工会地域活性化会議」において、未来に向けた管内観光

産業の機運醸成のために活用する統計資料としてまとめ上げる。 

     ⑦地域資源 銀杏（ぎんなん）の動態調査 

    農林水産省の農産物地産地消等実態調査データから、当管内の地域資源である銀杏（ぎんな

ん）の使用動向、各産地生産量を調査し、具体的な需要と他産地とのシェアについて検討す

る。こちらも、「祖父江町商工会地域活性化会議」において活用する統計資料としてまとめ上

げる。また、６次産業化や農商工連携の取組支援における統計資料としても活用する。 

     ⑧相談の支援ニーズの傾向と対策の総括 

   これは、①のヒアリング項目のうち「経営上の問題点」と連携するが、経営者の生の声はど

んな客観的データよりも貴重である。どのような経営上の悩みであっても気おくれすること

なく相談できるような環境づくりを心がけ、管内事業者全体の機運を上昇と地域経済の底上

げ・牽引役の発掘のための情報として活用する。これについても、「祖父江町経済動向調査レ

ポート」の中に「経営者のリアルボイス」セクションとして、既存、新規問わず、積極的に

活用できるようまとめ上げる。   

(2)情報提供について 

(1)で得られた情報・データについては、以下の方法で提供を行う。 

 

①小規模事業者への巡回・窓口対応 

上記の全ての調査結果は、小規模事業者への巡回や窓口対応時において、適切な助言・指導 

のツールとあわせて、また、これを支える基礎情報として提供し、特に需要創造と販路開拓、

各種脅威、競合、更には事業承継などの課題解決のため「祖父江町経済動向調査レポート」を

活用する。なお、集計中の情報であっても必要に応じて可能な限り提供していく。 

  

②創業予定者への情報提供 

稲沢市主催の「創業入門セミナー」開催の折に、創業時における客観性付与のために①と同 

様の目的で「祖父江町経済動向調査レポート」として情報提供する。窓口対応時においても新

規創業支援ツールとあわせて①と同様に集計中の情報であっても可能な限り提供していく。 

③広報による情報提供 

①による個別に情報提供する他、公表可能なデータは商工会会報誌において年１回の掲載 

と、ＨＰ上においても随時閲覧可能できるようにする。 

④迅速な提供を目的とした職員間の連携と情報共有システムの構築 

 定期的に行っている事業打合せの折に全職員に周知し情報共有を図るとともに、グループウ
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ェア上にデータベースを構築する。 

⑤「祖父江町商工会地域活性化会議」への提供と「地域活性化事業計画」策定への活用 

年２回開催する予定の「祖父江町商工会地域活性化会議」における統計資料として提供し、 

この中で観光振興と販売拠点の創出とこれに牽引される地域内の幅広い小規模事業者の発展

を目的として策定される「地域活性化事業計画」策定の際の裏付けデータとして活用する。 

 

（目標） 

・小規模事業者が策定する事業計画とその実施を的確に支援するための情報収集として、以下

を実施する。ここでは、「祖父江町経済動向調査レポート」セクションと、「祖父江町商工会

地域活性化会議」および「地域活性化事業計画策定」セクションとに分けて記載する。 

 

  「祖父江町経済動向調査レポート」セクション 

     支援内容 本年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

地域内小規模事業所のヒ

アリング調査・分析（任

意抽出100事業所対象） 

未実施 
2 回 

（9・3月） 

2 回 

（9・3月） 

2 回 

（9・3月） 

2 回 

（9・3月） 

2 回 

（9・3月） 

信金中金地域・中小企業

研究所、いちい信用金庫

の「景況レポート」比較

調査 

未実施 
2 回 

（9・3月） 

2 回 

（9・3月） 

2 回 

（9・3月） 

2 回 

（9・3月） 

2 回 

（9・3月） 

記帳指導及び税務指導デ

ータの再集計による現況

把握調査（約 250 事業所

対象） 

未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1回 

地方（広範囲）経済景

況と地域間の比較調査 
未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

中小企業景況調査報告書

の活用に向けた調査 
未実施 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

相談の支援ニーズの傾向

と対策の総括 
未実施 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 

(1)の①から⑤⑧をうけ

た「祖父江町経済動向

調査レポート」制作 

未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1回 

会報誌で「祖父江町経

済動向調査レポート」

掲載 

未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

ＨＰ上での「祖父江町

経済動向調査レポー

ト」公開 

未実施 
１回（随時

閲覧可能） 

１回（随時

閲覧可能） 
１回（随時

閲覧可能） 
１回（随時

閲覧可能） 
１回（随時

閲覧可能） 

窓口・巡回時による情

報提供 
未実施 100 件 100 件 100 件 100 件 100 件 

迅速な提供を目的とし

た職員間の連携と情報

共有システムの構築 

構築中 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 随時実施 

   
「祖父江町商工会地域活性化会議」および「地域活性化事業計画策定」セクション 

     支援内容 本年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

観光の景況動向調査 未実施 1 件 1 件 1 件 1件 1件 
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地域資源 銀杏（ぎんな

ん）の動態調査 
未実施 1 件 1 件 1 件 1件 1件 

「祖父江町商工会地域

活性化会議」の開催と

情報提供 

未実施 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

   ※地域内小規模事業者のヒアリング調査件数は分析精度を高めるため事業期間内で全地域内小 

規模事業者約２０%を目標とする。 

※窓口・巡回時による情報提供件数については、平成３０年度は指導員数２名で１人あたり５０

件を目標とする。ただし、これは申請時点の暫時的かつ便宜上のものであり以後、管内事業者

の増加のケースでは、その割合にあわせてパーセンテージを乗じた上で目標を増加させる。 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

  経営分析については、これまで小規模事業者の持続化補助金等の各種補助金の申請時や融資相 

談時などに行う程度に留まり、個々の経営課題の抽出や事業計画策定には結びついていない。小 

規模事業者は経験や勘に基づいた経営が中心であり、客観性をともなう経営状況の分析は喫緊の 

課題となっている。 

今後の小規模事業者の持続的発展と円滑な事業計画策定に向けて、経営指導員の能動的な巡回 

訪問・窓口相談を通じ丁寧なヒアリングをもって課題の抽出を図りつつ、小規模事業者の経営状

況の分析へと落とし込まなければならない。そして、この一連の業務については、小規模事業者

支援基本方針のうちの特に、①伴走型支援手法の確立と標準化、④小規模事業者の課題解決のた

めの情報の収集、提供と分析手法の確立と標準化するために、フレームワーク化することが重要

である。同時にそれを、同方針⑨の地域資源「ぎんなん」をコアとした持続的な地域経済の活性

化と新たな需要の創造と掘り起こしを達成するという課題にこたえる地域経済の牽引役となる

「重点支援企業」向けのモニタリングツールとして活用することで精度を上げていく必要がある。 

 なお、「重点支援企業」とは、地域資源である祖父江ぎんなん（栄神）の抗酸化力を活用した、

商品開発・改善や販路開拓、需要の創出・掘り起こし等で指導、助言を必要とする小規模事業者、

新たな事業への挑戦を模索する後継者等のいる小規模事業者を指し、これは当商工会の経営発達

支援事業における特化支援事項である。 

     

（事業内容） 

(1) 経営分析セミナーの開催 

小規模事業者また創業予定者或いは事業承継予定者に対し経営分析についての年１回程度 

のセミナーを開催し、基礎データ整備の重要性、財務諸表の見方など決算書を身近に感じるこ

とができる基礎的な経営分析を指導することにより、経営分析の必要性を理解してもらうこと

を目的とする。なお、講師については、経営指導員が中心となって行うが、必要に応じて外部

講師を招聘する。 

(2)巡回訪問および窓口相談による経営状況分析による支援 

地域内小規模事業者に対し５年で２回以上巡回する事とし、この巡回訪問や窓口相談を通じ

経営分析の対象となる企業を選定する。対象にするのは、事業が停滞し緊急を要している事業

所とする（※ただし金融相談及び各種補助金申請希望事業所等も対象とする。）。選定した事業

所に対し、ＳＷＯＴ分析により「強み・弱み」等の把握や財務状況、資金繰り等の経営分析を

行い、自社だけでは解決できない技術の向上や新たな事業分野の開拓など、経営の発達と事業

計画策定に資する戦略オプションを提案する。 

(3)専門家によるブラッシュアップと支援 

(2)の分析により抽出された課題のうち、より専門的な分析な必要なものについては、愛知 

県商工会連合会の「エキスパートバンク事業」、あいち産業振興機構の「よろず支援拠点」、中
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小企業庁の「ミラサポ」等の専門家派遣事業を活用し、小規模事業者を持続的発展へ向け支援

する。 

 (4)当商工会が掲げる「重点支援企業」への支援について 

『健康と美のために「祖父江ぎんなん」をデザインする』を祖父江町のまちづくりコンセプト

とする当商工会ならではの特化支援事項として選定された先述の「重点支援企業」については、

５年間で５０事業所の創出を目標とする。 

具体的な取り組みとしては、重点支援企業の経営状況分析について、経営指導員と祖父江地域

の商業と特産品開発に精通している名古屋文理大学、地域商業システム（小島賢次郎※専門家）

とが連携し、定期ヒアリング調査を通じて随時経営実態を把握し共有できるよう努める。 

また、把握した分析結果はあらためて商工会内でブラッシュアップし、事業に有効な情報に

ついては、経営実態調査などを基に選出した全ての「重点支援企業」で構成する「重点支援事

業作業部会」に提供し、支援事業者間で情報の共有化と持続的発展に向けた事業運営等に活用

すると同時に、これを管内全体の小規模事業者向けの助言・アドバイスや、事業計画策定に資

するツールとしてフレームワーク化しつつ活用する。 

 

（調査・分析項目・ツールについて） 

 (1)ＳＷＯＴ分析（強み、弱み、機会、脅威の抽出） 

(2)直近３年分の財務諸表の分析（売上、原価、販管費等の推移） 

(3)経営指標に基づく経営数値分析（財務体質、収益力等） 

(4)キャッシュフロー分析 

 

（具体的な分析の内容）   

項目 詳細 

(1)ＳＷＯＴ

分析 

①外部環境（機会（O）と脅威（T））の分析（法制度の変更や規制緩和・

強化、景況変動などの各種変化、および、消費者需要動向、業界内の

ステークホルダーの変化と、それらに対する競合の対応）、内部環境

（強み（S）と弱み（W））分析（各種経営データ、統計データ、経営

資源情報などに基いた、競合の変化の対応に対する自社の強みと弱

み、客観的な競合企業との相対評価）の順で行う。 

②次に、自社の強みと市場シェア獲得に向けた具体的な KSF（成功要因）

を導出するため、強み×機会を重視しつつクロス SWOT 分析を実行す 

る。 

③次にクロス SWOT 分析からあぶり出した戦略オプションから、事業所 

にとって 善の「次の一手」を導出しこれを提供する。 

(2) (3) (4)

財務分析 

手元資金を明確にする（4）キャッシュフロー分析とともに、（2）、（3）

については、大きく分けて、安全性（支払能力があるか、財務的に健全

か）、収益性（効率よく利益を稼いでいるか）、生産性（付加価値を生み

出すために経営資源を有効活用できているか）、成長性（将来の成長可

能性）の 4つの視点で事業規模に応じて以下の分析手法から必要なもの

を実施する。 

・安全性分析 

短期安全性（流動比率、当座比率、手元流動性比率）、長期安全性（固

定比率、固定長期適合率）、財務体質（自己資本比率、負債比率） 

・収益性分析 

資本利益率（ROE（自己資本利益率）、ROA（総資産利益率）、総資本経

常利益率）、売上高利益率（売上総利益率、営業利益率、経常利益率）、

売上高費用率（売上高売上原価率（原価率）、売上高人件費比率、イ

ンタレスト・カバレッジ・レシオ）、資本回転率（総資本回転率、有

形固定資産回転率、売上債権回転期間（年）、棚卸資産回転期間（年）、
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買入債務回転期間（年）、運転資金回転期間（年））、損益分岐点（損

益分岐点、損益分岐点比率（％）、安全余裕率（％）） 

・生産性分析 

付加価値、労働生産性、労働分配率、付加価値率、１人あたり売上高、

労働装備率、設備生産性 

・成長性分析 

売上と利益の伸び率（増収率、増益率） 

（分析の実施方法） 

  基礎データを収集し、年度比較及び傾向分析を実施し、「小規模企業景況動向調査」「中小企業 

景況調査」（全国商工会連合会調査）「中小企業景況レポート」（信用金庫調査）との比較分析結果 

を巡回訪問等の機会に経営指導員より提供する。 

また、必要に応じて名古屋文理大学、地域商業システム（小島賢次郎※専門家）と連携を行う。 

 

（目標） 

     支援内容 本年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
 

セミナー開催 

 

 

未実施 

 

１回 １回 １回 １回 １回 

セミナー参加事業者数 未実施 10 件 12 件 12 件 15 件 15 件 

経営分析 10 件 20 件 24 件 28 件 32 件 36 件 

（経営分析内訳） 

重点支援企業の選定・ 

ヒアリング調査・分析 

未実施 6件 8件 10 件 12 件 14件 

（経営分析内訳） 

その他の事業所の経営

分析 

10 件 14件 16件 18 件 20 件 22件 

   ※経営分析件数は平成３０年度は指導員数２名で１人あたり１０件を目標とし以後毎年、 

指導員１人あたり２件増で推移する。 

※経営分析対象企業１件当たり１０件（年間２００件）の相談件数を目標とする。 

※重点支援企業は、経営分析を行った事業所の中から選定する。 

 

 

 

３． 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

これまで当会においては、冒頭に述べたとおり、地域資源「ぎんなん」を活用した全体計画に

おける連携事業者との商品開発などの事業策定と実施について単会としての相応の実績と上げて

きた自負がある。しかし、管内全域の個社、個別事業所に対しての事業計画の策定については、

各種財務、労務の相談や、補助金、助成金の申請のサポートなどはあってもパッシブ（受け身）

な対応であった。また、融資を斡旋するための経営分析や事業計画作成や創業時の支援も行って

きたが、著しい変化を遂げる経済環境の変化に対応するための事業計画の必要性やそのあり方を

示すためのアクティブ（能動的）なサポートスキームが不足していた。さらに、限られたマンパ

ワー・リソースの中で、個々の小規模事業者の事業計画策定支援にあたり、どのように時間と運

営資源の配分を振り分けるかについても課題となっている。そして、繊維業界の衰退とともに凋

落してしまったこの管内の小規模事業者に今後もっとも必要なのは支援成功実例・モデルケース

事業である。 

(事業内容) 

(1)支援に対する具体的なアプローチ（考え方）、対象、内容（手段・手法） 
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①第一フェーズ（基礎） 

まず第一フェーズ（基礎）として、広範な業種の小規模事業者等に対して、他項にて触れて

いる各手法をもとに集積・分析された当地を取り巻く社会経済情勢と消費者の行動や需要につ

いてのデータをもとに、事業計画を策定することの意義を啓発していく必要がある。これにつ

いて外部からの講師を迎えるなどして定期的なセミナーなどの啓発事業をもってあたる。ここ

は、事業計画という言葉に縁が遠い事業者も含めて対象とする囲い込みのフェーズであるた

め、できるかぎり平易で敷居が高くないことが望ましい。そのため、業種も含め守備範囲の広

いよろず支援拠点などの無料セミナーを活用する。さらに、ここから計画的経営に潜在的に悩

みをもつ事業者を掘り起こし個別相談によるフォローアップを行っていく。 

 

→対象者：全業種広範、事業計画策定希望者（比較的経営経験の浅い） 

 

特に管内で基盤の強い卸売業、小売業、飲食業、観光業及び製造業などにおいては、強みを

伸ばしやすい。ただし、資源の限られる中で経験や勘に頼る経営は限界点が低い。このフェー

ズにおけるセミナーを俯瞰的、客観的に自らの事業を捉える機会として可能な限り多くの小規

模事業者を対象にする責務がある。 

 

②第二フェーズ（専門） 

 第二フェーズ（専門）として、潜在力・モチベーションの高い事業所、新規開業・創業者や

第二創業者に対して、掘り起こしの意味も含め第一フェーズより実践的なマーケティングを含

めた事業計画策定のセミナーの開催とフォローアップを行っていく。ここでは、あいち産業振

興機構などが主催するセミナーや講師招聘による講座を活用する。また、予習・復習も兼ねた

支援補完ツールとして、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が提供している「創業手帳」や

J-NET21 サイトの「業種別スタートアップガイド」の活用と、ミラサポが提供する「事業計画

作成サポートツール」の活用指導を行っていく。開業率アップも含め、管内におけるスタート

アップの敷居を下げるための実践的フェーズとなる。 

 

→対象者：モチベーションの高い特定事業種、創業者（第二創業、希望者、業態転換含む） 

  

③第三フェーズ（重点） 

第三フェーズ（重点）として、当管内の中長期的な経済の牽引役として期待される前出の当

商工会ならではの特化支援事項である「重点支援企業」については名古屋文理大学、地域商

業システム（小島賢次郎※専門家）などの協力を得て、各セクターと連携し、「高付加価値化

実施支援」などにより戦略的かつ専門的の高いセミナーとともに事業計画の策定の支援を実

施する。 

 

→対象者：当会が選抜する「重点支援企業」 

 

比較的基礎体力のある「重点支援企業」の事業計画策定（重点支援事業計画：各種調査事業

＋商品の改良改善事業＋販路開拓事業の３事業)については、それぞれの企業の抱える細かな

課題と能力の差を吸収するため、統一した事業コンセンサスを“高付加価値化“と、これま

での課題である”販路拡大“についてウェイトを置いた取組みとする。小規模事業者持続化

補助金、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業、その他支援策への積極的なトラ

イを見据えた事業計画の策定支援となる。 

 

具体的には以下のとおりである。 

 

A．事業計画基本部分の策定支援 

事業計画のベースとなる大消費地の需要動向とマーケティング・リサーチについては、名古
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屋文理大学、地域商業システム（小島賢次郎※専門家）と「重点支援事業作業部会」を中心に

各セクターと連携しながら他項で得た集計・分析データともとに策定支援する。 

 

・ターゲットの明確化 

   →マーケティング・リサーチについては、地域商業システム (小島賢次郎※専門家)、名 

古屋文理大学と連携して行う。 

    名称、装い(パッケージ)、量目(サイズ)、売価(原価の見直し)、製造工程 

  →特に、名称、パッケージは機能性を重視。 

マングローブ（グラフィックデザイナー奥野正史※専門家）と連携し全面的に 

パッケージの見直しをする。 

  →量目は、ターゲットに合わせ、きめ細かく対応。 

  →売価は、仕入れ先、作業工程、製造量、原価低減策と競合商品調査にて決定。 

・新商品開発基礎計画の策定 

→新商品の開発にあたり、銀杏とマッチングする機能性の高い食材を積極的に使用(ブレン

ド)する。 

 活用素材の再吟味にあたっては名古屋文理大学の協力を得る。 

 食材のもつ成分は品種によって異なるため食材間の相性を見ながら、利用食材を機能性の

高い食材に切り替える。 

（例） 

・甘味料の砂糖 100％ ⇀砂糖 70～80％＋てんさい糖やオリゴ糖など 30～20％ 

・小麦粉 100％ ⇀ 小麦粉 60～80％＋発芽玄米、ブラン、ライ麦など 40～20％等 

  →新たな需要の掘り起こしのために銀杏の食材としての新しい形態と活用法を確立。 

 愛知県食品工業技術センター、愛知文教女子短期大学の協力を得る。 

 ペースト、パウダー、フリーズドライなど風袋のバリエーションの開発。 

・関係法令遵守のための消費者重視の計画の策定指導 

→(財)日本食品分析センター、デザイナーフーズ(株)の協力を得て、成分表示を徹底。 

→食品表示法に基づき表示内容に問題ないよう留意。 

 

  Ｂ．経営計画策定支援時の商品の高付加価値化実施支援 

平成２７年に緩和された新機能性表示制度を追い風に、高い抗酸化力をもつ祖父江ぎんなん

“栄神“種を活用した高機能性による高付加価値商品への改良と新商品開発と新たな需要の創

造と掘り起こしを含めた策定の支援を行う。 

【※祖父江ぎんなん“栄神”種による高付加価値化についての補足説明】 

 祖父江町を代表する銀杏四品種である「藤九郎」、「久寿」、「金兵衛」、「栄神」は、いずれも

高い抗酸化力（アンチエイジング効果・生活習慣病を招く活性酸素を抑制効果）をもつが、中

でも も高い祖父江ぎんなん（栄神）は藤九郎種の４倍もあることがデザイナーフーズ(株)と

のこれまでの事業協力の中で判明している。現状、麺類、菓子類等加工食品への利用が も高

いのが藤九郎種でありこれを銀杏生産農家、名古屋文理大学、地域商業システム（小島賢次郎

※専門家）と連携し栄神種へシフトさせる。 

  ただしこの種は味や粒の大きさなどから市場価値に乏しい経緯から希少となっている。マス

コミの報道で地元ではにわかに増産傾向にはあるが、東海農政局 名古屋統計・情報センター「特

産果樹生産動態調査結果」によると祖父江町の品種別樹木数は、藤九郎５２％、久寿３１％、

金兵衛６％、栄神１％、その他１０％となっており、平成２７年の愛知西農協出荷量において

栄神種は約１ｔでいまだ全体の１％にも満たない。今後増産に向けて、愛知西農協（長岡支店・

祖父江町支店）、山崎園芸出荷組合をはじめとする各セクターと緊密な連携が必要である。これ

には、前述した年２回開催の「祖父江町商工会地域活性化会議」において策定される「地域活

性化事業計画」が該当する。コーズリレーテッドマーケティングなど地元のＮＰＯなどと連携

して社会還元型の事業計画の策定を練り込むことなどを検討する（例:イチョウの木のオーナー

制度など）。 
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Ｃ．経営計画策定のための先進地視察研修 

 計画策定上メインとなる商品開発のヒントを得るため、機能性菓子の開発に取り組む

BIOKURA STYLE COOKING SCHOOL（東京青山）など、有力な視察先にて研修を実施する。また、

対象事業者に先進地における消費者動向を肌でダイレクトに感じとらせることも目的とする。 

  

④エクストラフェーズ（緊急） 

    エクストラフェーズとして、事業が停滞し、緊急を要している事業所については、随時優先

的に（金融相談及び各種補助金申請希望事業所等を含む。）支援を実施する。特に、前述の経

営分析により抽出された課題（外的要因・内的要因、財政状況、資金繰り等）を解決して事業

の停滞による廃業を食い止めることはもちろんのこと、中長期的な振興を見据え、重点支援企

業及び成功モデルケース事業所から生み出された波及効果を手がかりに、各融資制度の活用や

事業承継のあり方などを踏まえ、事業再生のプランニングを共に検討して事業の継続を支援す

る。 

 

→対象者：地域内小規模事業者の大半を占める建設業・製造業を重点監視しつつ、業種問わず臨

機応変、かつ、即時対応できる体制を整える 

 

   いずれのフェーズも外部機関・セクターの助力を得ながら、事業計画策定の窓口を拡大しつ

つ、先に掲げたフレームワークをもとに経営指導員によるリニアな支援を担うものである。そ

して、これらの延長線上にて助成金・補助金や融資などの各種施策による支援・バックアップ

を行う。 

 事業計画策定後の経済活動をより持続的なものとするため、期待するべくは、第三フェーズ

（重点）の中からモデルケース事業所を早急に生み出すことである。その成功体験を定性的、

定量的に示すことができれば、事業計画を策定するということそのものが管内において循環的

に根付いていくことに違いない。 

 

（目標） 

支援フェーズ 本年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

第一フェーズ 

事業計画策定 

基礎セミナー 

未実施 1 回 1 回 1 回 2 回 2 回 

第二フェーズ 

事業計画策定 

専門セミナー 

未実施 1 回 1 回 1 回 2 回 2 回 

第二フェーズ 

補完ツール斡旋 
未実施 5 回 5 回 6 回 8 回 10 回 

第三フェーズ 

重点支援 
未実施 7 件 8 件 9 件 12 件 15 件 

エクストラ 

フェーズ 

（社・所・人） 

未実施 10 件 10 件 10 件 8 件 7 件 

個別相談 

フォローアップ 

（全体総合） 

未実施 20 件 24 件 28 件 32 件 36 件 

事業計画策定支援 10 件 20 件 24 件 28 件 32 件 36 件 
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４．事業計画策定支援後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

前項３に述べた事業計画策定支援では、事業者を取り巻く経営環境ごとに以下、基礎的なフェ

ーズ１からより高度で専門的なフェーズ２、そして地域の牽引役（もしくはそこを目指すべき事

業者）を対象としたフェーズ３、さらに、緊急の支援を必要とする場合のフェーズ４と分類して

対応することを定めている。 

これには、冒頭、「中長期的な小規模事業者の振興のあり方」の中で描いた「経営発達支援事業

ポートフォリオ」で指し示したように、地域の牽引役を創出するという命題とともに、創業、第

二創業、事業承継事業者なども含め、当商工会のもつリソースの 適な集中と選択、配分を考慮

しつつ、個社ごとに異なる経営環境の差異を吸収しながら持続的な支援を実施するフレームワー

クづくりを目指す目的がある。 

これまで、事業計画策定を支援した小規模事業者に対するその後のフォローアップに関しては、

事業者らの相談があった場合に対応するという場当たり的な対応となっており、計画的なフォロ

ーアップに取り組んでこなかった経緯がある。これを解決するため、フェーズごとに事業計画を

策定した小規模事業者に対し、経営環境の差異を吸収しつつ経営指導員等が計画的に巡回訪問を

実施し、進捗状況の確認を行うとともに、事業計画（創業・第二創業・事業承継を含む）に基づ

く経営のＰＤＣＡが計画通りにスムーズに遂行し実現できるよう支援の体制を整備する。 

また、小規模事業者の目標達成に対する意欲の維持等も含めて持続的発展できるよう、各種施

策、融資制度を活用したフォローアップを実施し、計画の実現性を高めていく。 

 

（事業内容） 

   (1)情報の共有化 

   計画的なフォローアップを実施するため、事業計画策定を行った事業者について「事業者 

名」「事業計画策定年月日」「事業の方向性の概要」「事業計画のチェックポイント（売上・ 

利益など）」を「事業計画チェックシート（エクセルにて作成）」にまとめ、その情報を経営 

指導員が共有する。「事業計画チェックシート」には巡回訪問予定日を事前に記入し計画的な 

訪問を実施する。 

(2)事業計画策定支援事業所への訪問 

事業計画の策定支援を実施した全ての小規模事業者に対し、設定した経営戦略の妥当性や売 

上、利益等の計数目標の達成度合い、財務状況、新商品開発、販路開拓等の進捗状況の確認と

効果の検証を行うため、経営指導員が原則２ヵ月に１回以上の巡回訪問をするとともに、それ

により明らかになった課題について必要な指導・助言を行う。 

その内、創業・第二創業計画を策定した創業者及び事業承継計画を策定した事業者について 

は、「計画が妥当なものであったか」、「計画を実行した内容は妥当であったか」、「経営環境の

変化による影響があったか」という３つの視点を中心に検証を進め、どんな理由で差異が出た

のかを検証する。 

また、全てのフォローアップ時の折衝内容については（1）で作成した「事業計画チェック 

シート」に記入し事業計画の進捗状況や問題点を商工会全職員が共有する。 

   (3)専門家派遣事業の活用 

経営指導員等では対応が困難な高度な課題については愛知県商工会連合会の「エキスパート 

バンク事業」、あいち県産業振興機構の「よろず支援拠点」、中小企業庁の「ミラサポ」等の専

門家派遣事業を活用し持続的発展へ向け支援する。 

(4)ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクルの確立 

事業計画と事業実績に大きな違いが生じている場合は、要因分析を行い、必要に応じて計画 

を見直す。 

(5)小規模事業者支援施策のＰＲ 

巡回訪問時等に国、県、市の販路拡大や設備投資などに係る補助金制度などの支援施策の周 

知を行い、必要に応じてその活用を伴走型で支援する。また、中小企業庁の運営する支援ポー

タルサイト「ミラサポ」へのメルマガ登録を積極的に推進し、小規模事業者自らが課題に応じ
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た情報収集ができるよう支援する。 

(6)事業計画実施の為の金融相談及び斡旋 

小規模事業者が計画に基づいて事業を実施するにあたり持続的発展の為に必要な運転資金や 

設備資金については、㈱日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金」及び「小規模事業

者経営発達支援融資制度」等、または、地元金融機関である三菱東京ＵＦＪ銀行祖父江支店、

大垣共立銀行祖父江支店、尾西信用金庫祖父江支店の制度融資等を活用して金融面の支援を行

う。 

 

（目標） 

      ・重点支援企業のみならず、地域内の全ての小規模事業者の売上及び利益に直結する 

        事業計画策定支援後のフォローアップを徹底して行う。 

     支援内容 本年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

フォローアップ回数 20 回 120 回 144 回 168 回 192 回 216 回 

  ※事業計画策定支援（創業・第二創業・事業承継を含む）を行った全ての個社に対し、フォロ

ーアップを行う。（事業計画策定支援数は前項３の目標に記載。） 

※フォローアップ回数は、原則２ヵ月に１回以上なので年６回×個社数とする。 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】  

（現状と課題） 

当商工会では、小規模事業者の販売する商品・提供するサービスに関する需要動向は、地域の

経済動向調査と同様に、全国商工会連合会や愛知県商工会連合会の「小規模企業景況動向調査」

等から情報を引用し、年３回発行している商工会報誌で年１回程度、誌面を設け小規模事業者に

提供してきただけで、当商工会が自ら消費者ニーズや市場動向を把握するための需要動向調査は

行っていなかった。そのため消費者ニーズのデータなどが蓄積されておらず、個社のための新た

な販路の開拓や新商品の開発に生かせるような支援には結びついていなかった。今後の取り組み

は消費者から需要動向に対しての情報収集を行うと同時に、各種統計資料等も活用して情報を分

析し、事業計画を策定する事業者（個社）へ提供する。その結果、買い手のニーズを踏まえ、か

つ市場動向を考慮したマーケットインの考え方を事業者に身に付けてもらうことが課題となる。

これにより商品・サービス等のブラッシュアップや価格設定、販売促進、新たな販路の開拓や新

商品の開発に生かせる事業計画を策定することが可能となる。 

方法としては、事業者が取り扱う個々の商品・サービス等の詳細な顧客ニーズの把握を行うた 

め、店頭(消費者向け)、地域イベント会場(消費者向け)、展示会会場(バイヤー向け)などでアン

ケート調査を行い、価格、機能などの商品価値を図れるような情報を収集する。 

また、事業者に対して、需要動向への認識を高め、需要動向を見据えた事業計画の策定に活用 

してもらうため、インターネットを利用しての各種統計調査や業界紙等で業界の動向や消費者の

需要動向の情報を収集する。 

なお、収集したアンケート調査結果及び各種統計資料等のデータなどは、経営指導員と名古屋 

文理大学、地域商業システム(小島賢次郎※専門家)が連携して分析・整理し、対象の個社に提供

するとともに、地域内小規模事業者のみならず創業予定者の事業計画策定及び「地域活性化事業

計画」策定の際の基礎データとして蓄積し活用する。 

 

（事業内容） 

(1)店頭における需要動向調査（小売業・製造業(食品系)・飲食業・サービス業などＢtoＣ事 

業者） 

事業者にとって、消費者の需要動向を把握するには、自店に来店する顧客へのアンケート

調査を行うことがもっとも現状に則した調査となる。そこで、当商工会において、事業者の
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業種・商圏・取扱商品・来店顧客層に応じたアンケートを作成し、来店者に該当事業者の商

品・提供するサービスに対する調査を実施する。 

  【調査対象事業者】 

    新商品・サービスの開発または販路の拡大を目指す小売業者、製造業者(食品系)、飲食業

者、サービス業者のうち、事業計画策定を目指す事業者１５事業者程度。 

  【調査数】 

    １事業所あたり５０件の調査を行う。 

  【調査項目】 

①小売業者、製造業者(食品系)、飲食業者 

ア． 消費者の属性（性別・年齢・居住地） 

イ． 商品の見た目・パッケージ・味・容量・価格（５段階評価） 

ウ． 改善点・要望等（自由意見） 

②サービス業者 

 ア．消費者の属性（性別・年齢・居住地） 

イ．満足度・価格（５段階評価） 

ウ．改善点・要望等（自由意見） 

  【調査方法】 

①事業主が来店者へアンケート調査を依頼する。 

②アンケート用紙は業種や店舗ごとに工夫する。 

  【活用方法】 

    調査結果は整理･分析後、一般消費者の需要動向として小規模事業者に個別提供し、販売 

チャネル選定や商品・サービスのブラッシュアップ等の支援に活用する。 

    また、マーケティング戦略の基礎資料として、事業計画策定支援にフィードバックする 

ことで販路拡大に結び付ける。 

 

(2)地域イベント会場における需要動向調査（小売業・製造業(食品系)・飲食業・サービス業

などＢtoＣ事業者） 

      (1)の調査においては来店する消費者のニーズは把握できるが来店しない消費者のニーズを 

把握することができない。そのため、来店した事がない消費者を対象に地域内外の需要動向

を把握することを目的とし、毎年１１月下旬～１２月上旬に９日間開催される地域 大級イ

ベント「そぶえイチョウ黄葉まつり」において来場者へのアンケート調査を実施する。地域

内外から多くの来場者が訪れ需要調査に適している。 

  【調査対象事業者】 

 新商品・サービスの開発または販路の拡大を目指す小売業者、製造業者(食品系)、飲食業 

者、サービス業者のうち、事業計画策定を目指す事業者１５事業者程度（※上記(1)と同一事 

業所を表す）。 

  【調査数】 

    １事業所あたり５０件の調査を行う。 

  【調査項目】 

①小売業者、製造業者(食品系)、飲食業者 

ア． 消費者の属性（性別・年齢・居住地） 

イ．商品の見た目・パッケージ・味・容量・価格（５段階評価） 

ウ．「当地区で購入している商品・サービス」・「当地区内で今後購入したい商品・サ 

ービス」・改善点・要望等（自由意見） 

②サービス業者 

ア．消費者の属性（性別・年齢・居住地） 

イ．価格・商品の満足度（５段階評価） 

ウ．「当地区で購入している商品・サービス」・「当地区内で今後購入したい商品・サ 

ービス」・改善点・要望等（自由意見） 



- 22 - 
 

  【調査方法】 

ブースを訪れた来場者に対して、商品紹介や試飲・試食を通じて、経営指導員等が直接聞 

き取りを行うヒアリング方式とする。 

  【活用方法】 

    調査結果は整理･分析後、一般消費者の需要動向として小規模事業者に個別提供し、販売

チャネル選定や商品ブラッシュアップ等の支援に活用する。 

    また、マーケティング戦略の基礎資料として、事業計画策定支援にフィードバックするこ

とで販路拡大に結び付ける。 

 

  (3)展示会における需要動向調査（製造業（食品系も含む）・建設業などＢtoＢ事業者） 

    名古屋市で開催する「メッセナゴヤ」、大垣共立銀行主催「ビジネスサミット」、東京都で

開催する「グルメ＆ダイニングスタイルショー・ギフトショー」など各種業界の展示会等へ

の参加を通じて積極的に地域外への販路開拓を目指す小規模事業者へ経営指導員が同行し、

その事業者が狙うバイヤーに対して、出展商品の評価や求めている商品等をヒアリング形式

で調査する。 

【調査対象】 

    新商品・サービスの地域外への販路の拡大を目指す製造業者(食品系も含む)、建設業者の

うち、事業計画策定を目指す事業者５事業者程度 

 【調査数】 

   １事業所あたり１０件の調査を行う。 

 【調査項目】 

①製造業者(食品系も含む)  
ア．バイヤーの属性（活動エリア）※氏名・役職・企業名・連絡先等は名刺で確認 

イ．今回の来場目的 

ウ．精度・デザイン・価格・商品の満足度（５段階評価）※食品系にはパッケージ・味・ 

容量を追加。 

エ．納期 

オ. 改善点・要望等（自由意見） 

     ②建設業者 

   ア．バイヤーの属性（活動エリア）※氏名・役職・企業名・連絡先等は名刺で確認 

イ．今回の来場目的 

ウ．精度・デザイン・価格・商品の満足度（５段階評価） 

エ．納期 

オ. 改善点・要望等（自由意見） 

 【調査方法】 

   ブースを訪れたバイヤーに対して、商品紹介や試飲・試食を通じて、経営指導員が調査項目 

に関する意見をヒアリングする。 

 【活用方法】 

   調査結果は整理･分析後、展示会参加事業所に個別提供し、販路の拡大及び出展商品の改良 

に結び付け、成約件数向上と取引関係構築等の支援に活用する。また、今後展示会・商談会を 

目指す小規模事業者の基礎資料として活用する。 

 

   (4)各種統計資料調査 

     売れる商品・サービスを創出し提供するためには、できるかぎり 新の需要動向データに

基づいたマーケティング・調査が必要である。市場規模、消費者意識・動向の推移など、さ

まざまなデータをもとに新商品・サービスの企画・開発や販路開拓が行われるべきであるが、

経営を経験と勘に頼りがちな小規模事業者は、マーケティングの必要性についての理解が乏

しい傾向にありそのハードルは高いものとなっている。また、創業者・第二創業者にとって

もこれは同様であるが、さらに将来を見据えた経営の道標となる具体的な根拠が要求され
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る。現状をブラッシュアップし、加えて、事業者の経営意識の外にあるさまざまなファクタ

ーを提供するためには、巡回指導時などにおける経営指導員によるヒアリングなどの際に事

業者（個社）から丁寧に商品・サービス開発や販路開拓などの課題や問題点を汲み上げるこ

とが重要である。汲み上げた内容を総括し、これに基いてさまざまな統計資料からもっとも

適切なデータを選別し、それらを根拠とした分析結果を平易な表現に落とし込んだ上で指

導、助言・アドバイスを実施しなければならない。これは需要動向を見据えた事業計画策定

においても重要な役割を果たし、これにより、当商工会における小規模事業者支援基本方針

①の事業者目線の伴走型支援手法の確立と標準化を達成する。ただし、データサイトにおけ

る統計資料のジャンルは非常に多岐に渡るため、ヒアリングなどで汲み上げた内容を重視

し、その都度、個社、もしくは、全体にとってより適切なデータを選び活用していくことと

する。 

６カ月に一回、トレンドマーケティング調査を実施し、「本当に今、消費者に支持されてい

る商品・サービス」について経営指導員が主体となって統計データの収集を実施する。   

 

市場・業界動向や消費者の需要動向などの具体的な統計資料の収集については、以下の各

種統計データサイトを活用する。 

 

【統計データ・情報収集先】 

①日経テレコンＰＯＳ ＥＹＥＳの活用（複数ジャンル） 

  【主な調査項目】 

ア． 特定の商品カテゴリの市場規模の調査 

イ． 特定の商品カテゴリの市場推移予測 

ウ． その他、事業者が必要とするデータについて随時選択収集 

 

②株式会社矢野経済研究所プレスリリース（複数ジャンル） 

  【主な調査項目】 

ア．特定の商品カテゴリの市場規模の調査 

イ．特定の商品カテゴリの市場推移予測 

ウ．その他、事業者が必要とするデータについて随時選択収集 

  ③株式会社ＭＭ総研ニュースリリース（ＩＴ・セキュリティ専門） 

  【主な調査項目】 

ア．IT 関連カテゴリの出荷数の調査 

イ．その他、事業者が必要とするデータについて随時選択収集 

   

④株式会社インテージ調査レポートライブラリ（複数ジャンル） 

  【主な調査項目】 

ア．特定の商品カテゴリにおける消費者意識の調査 

イ．特定の商品カテゴリの市場推移予測 

ウ．その他、事業者が必要とするデータについて随時選択収集 

 

⑤ＭＭＤ研究所（モバイルマーケティングデータ研究所）（モバイル専門） 

  【主な調査項目】 

ア．スマートフォンなどモバイル活用についての消費者動向調査 

 

⑥アイティメディア株式会社「調査のチカラ」（複数ジャンル） 

  【主な調査項目】 

ア．ビジネス、IT、ライフスタイルの調査 

イ．特定の商品カテゴリの意識調査・市場動向の調査の統計データ 

ウ．その他、事業者が必要とするデータについて随時選択収集 
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   ⑦株式会社マーケティングアプリケーションズ「レポセン」（複数ジャンル） 

  【主な調査項目】 

ア．特定の商品カテゴリ利用者のライフスタイルの統計データ調査 

イ．特定の商品カテゴリ利用者の意識調査 

ウ．その他、事業者が必要とするデータについて随時選択収集 

 

⑧政府統計の総合窓口「ｅ－Ｓｔａｔ」（複数ジャンル） 

  【主な調査項目】 

ア．特定サービスの産業動態における統計調査 

イ．特定産業の企業設備投資における動向調査 

ウ．特定の家族構成における家計の調査 

エ．その他、事業者が必要とするデータについて随時選択収集 

     ⑨ナレッジジャングル社「経済レポート情報」（複数ジャンル） 

  【主な調査項目】 

ア．各種経済レポートから商品・サービスの動向についての調査 

イ．国内・地方経済における特定カテゴリの調査 

ウ．その他、事業者が必要とするデータについて随時選択収集 

 

⑩博報堂生活総合研究所「生活定点」（複数ジャンル） 

  【主な調査項目】 

ア．２４年分の生活者観測データ約１,５００項目の中から特定のライフスタイル調査 

イ．２４年分の生活者観測データ約１,５００項目の中から特定の消費者意識調査 

ウ．その他、事業者が必要とするデータについて随時選択収集 

 

⑪ＪＭＲ生活総合研究所「トレンド&データ」（複数ジャンル） 

  【主な調査項目】 

ア．特定の商品カテゴリの消費者意識の調査 

イ．特定の商品カテゴリの市場推移の調査 

ウ．その他、事業者が必要とするデータについて随時選択収集 

 【調査収集データの活用方法】 

    以下のＡ～Ｄの項目について６カ月に一回トレンドマーケティング調査を実施し、「本当に 

今、消費者に支持されている商品・サービス」について分析を行う。その分析結果については、 

上記(1)～(3)の調査から導き出した各個社ごとの潜在ニーズの高い商品やサービスと比較調 

査し、「売れる商品」・「売れるサービス」の開発にむけての、個社ごとにマッチしたリアルタ 

イムな情報として、それぞれの個社へ提供する。 

その際にはあわせて３Ｃ分析を導入する。これは、市場・顧客動向・ニーズの変化、競合状

態、自社の三者の関係性について指し示し、経営資源が潤沢ではない事業者にとって分散しが

ちな事業計画の進行方向を明確化するものである。経営資源の集中投下により、消費者に選ば

れ続ける商品・サービスの開発とその持続的な仕組みを も効率的に構築するサポートとなる。

具体的には、外部要因である市場との競合、内部要因である自社経営環境とを照らし合わせ、

調査・分析結果をもとに事業計画策定における開発商品、開拓対象販路に対しての強みと弱み

を洗い出す。これは同時に、提供する情報・分析結果の範囲が広がりすぎたり方向性がぶれる

ことを防ぐためのフレームワークともなる。 

 

Ａ．特定の商品カテゴリにおける大消費地の売れ筋商品調査 

Ｂ．競合する季節商品や小規模事業者の提供商品と関連するトレンドの調査 

Ｃ．「ＡＢＣ分析」による季節商品ランキングやメーカーシェアの情報 

Ｄ．「レシート分析」「地域比較グラフ」を活用した情報収集 
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その他、事業者よりリサーチを必要とされたデータを要求随時選択収集し分析した上で可能

な限りオンデマンドで提供できるよう、事業者カルテなどともにグループウェア上でケースご

とにデータベース化を進めこれを共有する。 

 

(5)上記(1)～(4)の全ての調査結果は、経営指導員と名古屋文理大学、地域商業システム（小島

賢次郎※専門家）が連携して分析し、市場ニーズ・消費者ニーズへの 善策を明確にする。 

   (6)上記の全ての分析結果は、 

   ・稲沢市や稲沢市観光協会、山崎園芸出荷組合をはじめとする各銀杏生産組織など地域の  

   関係団体等で構成する年２回開催の「祖父江町商工会地域活性化会議」に提出し、「地域活

性化事業計画」策定の際の基礎データとして活用する。 

 

 （目標） 

  ・小規模事業者が策定する事業計画とその実施を的確に支援するための情報収集として、以下

を実施する。なお、調査及び分析は経営指導員と名古屋文理大学、地域商業システム（小島

賢次郎※専門家）が連携し取組む。 

     支援内容 本年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

店頭における需要動向調

査事業者数 

 

未実施 15件  18件 21件  24件 27件 

アンケート調査件数 未実施 750件 900件 1050件 1200件 1350件 

地域イベントにおける需

要動向調査事業者数 
未実施 15件  18件 21件  24件 27件 

ヒアリング調査件数 未実施 750件 900件 1050件 1200件 1350件 

展示会における需要動向

調査事業者数 
未実施 5件   6 件 7件 8件 9件 

ヒアリング調査件数 未実施 50件 60件 70件 80件 90件 

各種統計データ活用に

よる定期マーケティン

グ調査・分析 

未実施 
2回 

(半期に一度) 

2回 

(半期に一度) 
2回 

(半期に一度) 
4回 

(3カ月に一度) 
4回 

(3カ月に一度) 

個社ごとの支援要請や

事業計画策定に応じた

各種統計データ活用に

よるマーケティング調

査・分析結果の提供と

3C 分析 

未実施 随時 随時 随時 随時 随時 

各種調査・分析結果の

データベース化・共有

化 

構築中 随時 随時 随時 随時 随時 

   

 

 

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） 

当地域の小規模事業者は新商品、新技術開発までは出来るものの、そこからの需要開拓（新規 

顧客発掘、顧客ターゲット層選定など）や販売促進活動を苦手としており、結果として大半の商

品が地元での販売にとどまり、新たな需要開拓は出来ていない状況にある。商工会も例外ではな
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く、需要開拓に役立つ 新の情報やノウハウが得づらく、小規模事業者に合った支援や商談機会

の場の提供をすることが難しい状況にあった。 

今後は、他の支援機関と情報交換を密にし、商談会・展示会の場の 新情報を常に入手できる 

状態にし、必要に応じて小規模事業者に情報提供を行う。また、観光振興による交流人口の増大

や新販売拠点の創出、販路を名古屋圏や全国に拡大するために、ＩＴの活用によるネット市場へ

の出品支援、ホームページ作成・ＳＮＳ活動支援、展示会や商談会への出展サポートなど販路開

拓に有効な支援を継続的に実施する。 

なお、重点支援企業に限らず、町内の幅広い業種の小規模事業者の売上増につながる販路開拓 

に有効な観光振興とにぎわいの創出としての朝市、軽トラ市、マルシェのような販売拠点・イベ

ントの創設は、地域の関係団体等で構成する年２回開催の「祖父江町商工会地域活性化会議」に

おいて経営指導員が幅広く意見を聴取し、専門家等と連携して３年後に開設できるよう取り組む。 

 

(事業内容) 

(1)稲沢市や稲沢市観光協会と連携し、観光振興に取組む。 

 （支援対象：卸売業、小売業、飲食業、観光業、製造業） 

    観光振興策としては、 

・祖父江町が日本一の銀杏のまちであり、銀杏の特性が、抗酸化力(＝美と健康)であること

から、これに関連づけ、 

・美と健康に有効なヘルスツーリズムを確立(再整備)する。 

・現在の晩秋のイチョウ黄葉まつりのようなワンシーズン型観光の通年商品化の検討。 

・ヘルスツーリズムによって通年型観光に拡大、交流人口を増大し、販売機会の創出と販 

路の拡大を図る。 

  その他事業内容は、次項、Ⅱ．地域の活性化に資する取組みにまとめる。 

(2)新聞、テレビなどのマスメディアを積極的に活用する。 

 （支援対象：全業種） 

個人事業者では相手にされにくいマスメディア等に対して、新商品・新サービスや高付加価

値化した特産品等が商品化される度に、商工会が専門家等と共にプレスリリースの作成支援、

報道機関への情報提供を行う。事業者と商工会が一体となり事業者の魅力をＰＲし、広域的な

視野で販路開拓に取組めるようなビジネスチャンスの提供を誘導する支援を行う。 

(3)ホームページ、ソーシャルメディア等ＩＴの活用 

 （支援対象：全業種） 

    ネット時代・ＳＮＳ時代と言われる現代において、需要創出、企業の信頼性向上、商品・企 

業ＰＲのためにホームページ、ソーシャルメディアの活用は不可欠である。そこで、 

①全国商工会連合会が運営する簡易ホームページ作成支援システム「ＳＨＩＦＴ」などを活用 
し、自社ホームページ開設を行う支援を行う。ホームページ開設後は、売上動向の分析、ア 

クセス解析、定期的なホームページ更新などの支援や祖父江町商工会ホームページ上の企業 

紹介コーナーに掲載し、リピート客確保及び新規顧客獲得に繋がる支援を行う。 
②低コスト、迅速、高い情報発信力、利用者それぞれの口コミが期待出来る、Twitter、Facebook、

Instagram などを活用し、個社・商品ＰＲ、情報発信による新たな需要創造、ターゲット層

把握などに繋がるようＳＮＳ活動支援を行う。併せて、ＳＮＳの反応から、需要分析、イメ

ージ戦略見直しなどの支援を行う。具体的には、個社・商品ＰＲするための文章や写真・画

像への助言、定期的に情報発信するためのきっかけや話題の提供、ＳＮＳに反応があったユ

ーザー層の分析や 新ニーズの把握、ニーズとのずれがある場合のイメージ戦略の見直しな

ど、情報提供から需要創造に繋げるための分析まで総合的な支援を行う。 

①・②のようなＩＴサービスの提供支援を行うことにより、事業者は「信頼感・安心感が高

まる」「ＩＴサービス自体を営業ツールとして活用できる」「顧客の反響を確認できる」などの

メリットがある。また、経営戦略も立てやすくなり、新たな需要開拓を行うことにより売上増

加に繋げていく。 
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  (4)ネットショップ・アンテナショップなどの参加支援 

  （支援対象：商業事業者） 

①全国商工会連合会が運営するネットショップ「日本セレクト.ｃｏｍ」や愛知県商工会連 

合会が運営する県内物産品のアンテナショップ「まるッと！あいち」において、事業者に

対し、内容説明・申請手続きなどの支援を行うことにより出品しやすい環境作りを整える。

出店事業者に対しては、受注増に繋がるように、価格、パッケージデザイン、セールスポ

イント、商品ラインナップなどの見直しを個社支援する。出店後については、売上分析・

競合商品との差別化戦略など継続的な売上を見込めるような個社支援を実施する。 

②大手ネット通販サイト「楽天市場」「Yahoo！ショッピング」などに興味がある事業者に対 

し、ネットショップの基礎知識を指導すると共に、必要に応じて、契約手続き、ショップ 

デザイン、商品ラインナップなどについてのネットショップ開設の支援を行う。開設後は、 

顧客管理、注文・発注管理、集客方法、苦情対応、ショップリニューアルなど、より専門 

的な個社支援を実施する。 

①・②を地域の物産を全国に多数販売する合同会社祖父江商工販売と連携し、販売機会の 

創出と販路開拓に取組むことにより、当地域以外での新規顧客・リピーター獲得や商品の

認知度向上に努め、個社の売上増加に繋げる支援を行い、ネットショップ・アンテナショ

ップ出店事業者の対前年度比売上３％増加を目標とする。 

(5)チラシ、ポスター、パンフレット等の広報物作成支援 

 （支援対象：全業種） 

需要発掘や販路拡大に繋げるため、店舗、展示会、商談会場などで使用するチラシ、ポス

ター、パンフレット等の作成支援を行う。具体的には、支援事業者の自社商品・サービスの

強みや特徴を把握し、それを基に効果的なＰＲが出来るように、広報物の活用方法の助言、

デザイン・構成などの作成支援を行う。また、支援後についても、定期的にブラッシュアッ

プを実施する。 

(6)展示会や商談会への出展サポート 

 （支援対象：全業種） 

全事業者に対して、名古屋市で開催する「メッセナゴヤ」、大垣共立銀行主催「ビジネスサ 

ミット」、㈱日本政策金融公庫がネット運営している「インターネットビジネスマッチング」、 

東京都で開催する「グルメ＆ダイニングスタイルショー・ギフトショー」など各種業界の展 

示会や商談会、また、名古屋まつりなど名古屋市内や地元大学のイベント会場での即売会な 

どの情報を事業者に対して提供する。 

また、展示会に参加する事業者に対しては、専門家派遣等を活用しながら商談の成立件数 

を増やすためのアドバイス（展示レイアウト、プレゼン手法、アンケート方法など）を個社 

に行うと共に、展示会出展後についても、取引先と持続的な関係に繋げていけるよう専門家 

等の意見をもとに支援していく。 

(7)にぎわい販売拠点創出のための検討会議 

 （支援対象：商業事業者） 

  当商工会は、平成２７年度に商業部視察研修会で岐阜県輪之内町の「輪之内軽トラ朝市」

を視察。その後「輪之内軽トラ朝市」に出店し、地域特産品販売を行った。その際に、食の

安全・安心意識が高まっている中での、生産者の顔を見て商品購入が出来る対面販売のメリ

ットの高さとコミュニケーション（生産者同士、生産者と消費者）の取りやすさを体感し、

販売拠点創出が新たな需要の創造に繋がると判断した。 

  しかし、当地域は現在、販売拠点（軽トラ市、朝市、マルシェなど）が「国分寺マルシェ」

1 箇所のみであり、祖父江町内においては販売拠点が１箇所もない状態にある。需要創出・

にぎわい創出のためには、早急に対応すべき課題である。 

そこで、祖父江町商工会地域活性化会議において、多方面からの意見を採り入れつつ地域

内の幅広い業種の小規模事業者が参画できる販売拠点（軽トラ市、朝市、マルシェなど）を

３年後までに創設できるよう検討していく。 

販売拠点創出後も、地元利用客や観光客を増やすための仕組みづくりを継続的に検討し、 
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   出店事業者の新規顧客獲得や販売拠点出店後の対前年度費売上３％増加を目標とする。出店

事業者に対しては、顧客・売上分析、販売促進活動、商品レイアウトなどの支援を実施する。 

その他事業内容は、次項、Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組みにまとめる。 

 

（目標） 

・重点支援企業の成長発展のみならず、地域内の全ての小規模事業者の活性化に直結する 

販売機会の創出と販路開拓を目標にする。 

支援内容 本年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

通年型観光

地化 

(観光振興) 

地域活性化

会議と作業

部会で推進

する。 

未実施 次項、「地域経済の活性化に資する取組み」に示す。 

マスメディア

の活用 
プレスリリース 

指 導 回 数 

（新聞・ＴＶ等） 
年3回 年7回 年7回 年7回 年 7回 年7回 

ＩＴの活用 

 ＨＰ開設 

事業者数 
開設準備 1社 2社 3社 5社 5社 

ＨＰ開設後 

年 間 売 上

３％増の事

業者数 

開設準備 １社 １社 2社 3社 3社 

ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ等 

出店事業者

数 

未実施 1社 2 社 3 社 5 社 7 社 

ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ等 

出店後年間

売上３％増

の事業者数 

未実施 １社 １社 2 社 3 社 5 社 

ＳＮＳ活動

支援事業者

数 

未実施 3社 3 社 5 社 8 社 10 社 

広報物の作

成支援 
支援者数 3 社 5 社 5社 7社 7社 10 社 

展示会や 

商談会への 

出展 

出展情報 

提 供 数 
10社 10社 15社 15社 20社 20 社 

出展社件数 3社 3社 5社 7社 7社 10 社 

商談件数 

(1 社あた

り) 

2 件 3 件 4 件 5 件 6 件 7 件 

商  談 

成約件数 

(1 社あたり) 
1 件 1 件 2 件 2 件 2 件 2 件 

販売拠点 

創出・参加 
販売拠点 

創出数 

ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 

協議中 

ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 

協議中 
1 箇所 1 箇所 1 箇所 2 箇所 

販売拠点 

情報提供数 
― ― 10 社 10 社 15 社 15 社 

出店社数 ― ― 3 社 3 社 5 社 5 社 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

１．地域活性化事業 

    前項、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】にある、 

・観光振興(通年型観光地化)と 

・道の駅のような地域ににぎわいを創出する販売拠点施設の創設 

の２つの事業は、重点支援企業の活性化のみならず、地域内の幅広い業種の小規模事業者の

販売機会の増大や新たな需要開拓と販路開拓につながる事業であり、地域経済全体の活性化

に寄与する事業である。 

そこで、稲沢市、稲沢市観光協会など幅広い関係機関や団体等で構成する祖父江町商 

工会地域活性化会議において、経営指導員が幅広く意見を聴取し、専門家等と事業計画を 

策定、地域一丸となって推進する。 

 

(事業内容) 

(1) 通年型観光地化を見定めて、３つのヘルスツーリズムを再整備する 

    平成２２年度小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業において商品化したもの 

の、その後の普及活動がほとんど手つかず状態となっている３つのヘルスツーリズム（① 

セラピーウォーキング、②ノルディックウォーキング、③自転車エクササイズ）を『健康 

と美』をテーマにしたヘルスツーリズムに再整備する。 

・①セラピーウォーキングは、ＮＰＯ祖父江地区体育振興会連絡協議会と連携し、銀杏林を巡

るコースをリニューアルする（春秋大会の催行）。②ノルディックウォーキングは、金森スポ

ーツ（鯱歩行倶楽部）、祖父江ふれあいの郷と連携し、サリオパーク（国営木曽三川公園ワイ

ルドネイチャープラザ、県営木曽川祖父江緑地、市営祖父江ワイルドネイチャー緑地）にお

いてコースをリニューアルする(ポールの年中貸し出しと春秋大会の催行)。③自転車エクササイ

ズは、祖父江の森と連携し、イチョウとサリオパークを結ぶコースにリニューアルする(自転車の年中貸し出

しと夏冬大会の催行)。 

以上、通年型観光地化の柱になるよう育成する。なお、ヘルスツーリズムは、高齢社会で高

い需要が見込めることと、銀杏の特性である抗酸化力(＝健康と美)に関連づけたものである。 

(2)そぶえイチョウ黄葉まつりのリファイン（ハード面とソフト面） 

 町内 大の晩秋の観光行楽イベントであるが、周辺整備の難しさもあり車客への対応(誘導と

収容、違法駐車問題)や出店エリアの確保、地元住民へのプライバシーの配慮など課題が山積し

ている。また近年においてこれまでの取組みが功を奏したことや近隣にこの時期の行楽の競合

が存在しないため、ぎんなん・イチョウに高いロイヤリティをもつ年配世代だけでなく子連れ

家族など子育て世代の来場の増加が顕著である（スタンプラリー回収用紙などからも判断。こ

れまでデータ化については検討されてこなかったこともあり今後の分析課題として他項目で言

及。）。 

そこで、拠点の確保や巡回ルート確保などのハードウェア整備の課題解決に取組むとともに、

ソフトウェア面として、子育て世代なども含めターゲットを広く設定したイベントの開催や出

店強化など魅力向上リファインに取組む。 

(3)新しいにぎわい販売拠点の創出 

全国各地で高い集客を上げている、道の駅のような地元の幅広い業種の小規模事業者が出店

できる共同販売拠点施設が従来から熱望されているが、管内に国道を有しない当地域において

販売拠点出

店後年間売

上３％増の

事業者数 

― ― 1 社 1 社 2 社 3 社 
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は従来から難しい課題であった。しかし、前述のそぶえイチョウ黄葉まつりのリファインとあ

わせて拠点の確保を進め、当商工会主導で地元事業者、市民団体巻き込み型の「軽トラ市」「朝

市」「マルシェ」などの通年販売拠点を計画・創設する。 

祖父江町商工会地域活性化会議において、稲沢市、稲沢市観光協会、愛知県商工会連合会、よ

ろず支援拠点、ミラサポ、公益財団法人あいち産業振興機構、加藤幹彦(一級建築士※専門家)、

ＮＰＯ法人などと連携し、幅広く意見を採り入れ、３年後の開設を目指す。なお、用地の利用

については、当初は青空型でスタートするが、一部建造予定の構造物の用途など、５年計画で

検討を行う。 

 

（目標） 

     ・重点支援企業の活性化にとどまるまることなく、地域内の幅広い業種の小規模事業者の 

販売機会増大と新たな販路開拓を目的にする。 

支援内容 本年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

販売機会の

増大や新た

な需要開拓

と販路開拓

につながる

交流人口増

大を目標に

した通年型

観光地化 

(観光振興) 

セラピーウォーキン

グの通年催行と春秋

大会開催 

大会１回

開催 

新計画策

定・ﾓﾆﾀｰ 

通年実施

と大会2回

開催 

通年実施

と大会2回

開催 

通年実施

と大会2回

開催 

通年実施

と大会2回

開催 

ノルディックウォー

キングの通年催行と

春秋大会開催 

大会１回

開催 

新計画策

定・ﾓﾆﾀｰ 

通年実施

と大会2回

開催 

通年実施

と大会2回

開催 

通年実施

と大会2回

開催 

通年実施

と大会2回

開催 

自転車エクササイズ

の通年催行と夏冬大

会開催 

未実施 
新計画策

定・ﾓﾆﾀｰ 

通年実施

と大会2回

開催 

通年実施

と大会2回

開催 

通年実施

と大会2回

開催 

通年実施

と大会2回

開催 

そぶえイチョウ黄葉

まつりのリファイン 
ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

協議中 

新計画策

定と実施 

晩秋 1 回

開催 

晩秋 1 回

開催 

晩秋 1 回

開催 

晩秋 1 回

開催 

新しい通年型観光 

商品 
未実施 計画策定 催行 催行 催行 催行 

販売機会の

増大や新た

な需要開拓

と販路開拓

につながる

にぎわい販

売拠点の創

出 

地域活性化会議 未実施 年3回 年3回 年3回 年3回 年3回 

事務局会議 
ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

協議中 
年3回 年 8回 年 8回 年 8回 年 8回 

用地関係 
ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

協議中 
調査検討 調査検討 確保 管理 管理 

施設関係 
ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

協議中 
調査検討 調査検討 設計 建設 完成開業 

先進地視察と講習会

開催 
未実施 年各 1回 年各 1回 年各 1回 年各 1回 年各 1回 

出店規約等運営関係 未実施 
調査検討 調査検討 調査検討 調査検討 調査検討 

その他 未実施 

 

 

 

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などの情報交換に関すること 

（現状と課題） 

  現在、他の支援機関との連携については、愛知県商工会連合会や西尾張支部、㈱日本政策金融 

公庫で行う各種会議・研修などを通じての情報交換や専門家派遣事業などに留まっている。しか

し、小規模事業者の経営課題が複雑化、多様化していくなか、当商工会だけでは解決が困難な経

営課題に直面した際、金融機関や専門家といった各機関と連携し、ワンストップで課題解決を目

指す必要がある。 

そのためには各支援機関が持つ強み、情報、支援ノウハウの共有や協力体制構築が不可欠であ
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るが、現状ではそこまで至っていない。今後は連携メリットを発揮できる環境作りが課題である。 

 

（事業内容） 

  今後は、以下のような情報交換の場を通じて支援ノウハウ共有・協力体制構築を図り、小規模 

事業者の経営課題に取り組んでいく。 

①西尾張支部事務局長等連絡会議【年 4回】 

西尾張支部商工会各事務局長及び愛知県商工会連合会、㈱日本政策金融公庫一宮支店、愛知 

県尾張県民事務所の担当者による連絡会議において、各管内の経済状況や事業実施状況、地 

域経済活性化のあり方などの情報交換を行い、商工会が進むべき方向性の礎とする。 

②西尾張支部経営指導員連絡協議会【年 1 回】 

西尾張支部商工会各経営指導員による連絡協議会において、小規模事業者の状況や、課題解 

決方法のノウハウ共有を図る。また、専門家を講師に招き、その時々に必要な勉強会を開催

する。勉強会の対象を経営指導員だけでなく全職員にすることにより、組織全体のスキルア

ップ向上に努める。 

  ③経営改善貸付団体連絡会議【年 2回】 

   ㈱日本政策金融公庫と商工会・商工会議所の融資担当者による連絡会議において、 新の金 

融制度、貸付状況、金融支援のノウハウなどの情報交換を行い、小規模事業者の円滑な資金

繰りのサポートが出来るように努める。 

  ④地元金融機関との情報交換会【年 2 回】 

   地元金融機関５社（三菱東京 UFJ 銀行祖父江支店、大垣共立銀行祖父江支店、尾西信用金庫 

祖父江支店、愛知西農業協同組合祖父江町支店、愛知西農業協同組合長岡支店）は、それぞ 

れ多くの顧客情報を有しており、計画書策定に関しての知識も深い。また、独自の経済・金 

融レポートを発行しており、ビジネスマッチング・商談会なども主催している。そこで、地 

元金融機関との情報交換会を開催することにより、顧客ニーズ、経済動向マーケット市場動 

向、ビジネスマッチング・商談会等の情報収集、事業計画書・経営計画書の作成手法など、 

地区内小規模事業者の新規需要開拓支援や経営力向上支援に繋がる手法を学ぶ。 

  ⑤祖父江町商工会地域活性化会議【年 2回】 

   稲沢市、稲沢市観光協会、愛知県商工会連合会、地元銀杏生産組合、専門家と商工会職員に 

よる会議において、地域経済活性化のあり方、先進的な地元小規模事業者の事例紹介、観光・ 

地域資源情報などの情報交換を行い、地区内小規模事業者への経営支援能力向上や地域活性 

化の手法を学ぶ。 

  ⑥専門家やコーディネーターとの連携（随時） 

   愛知県商工会連合会嘱託専門指導員である中小企業診断士やミラサポ専門家、愛知県よろず

支援拠点コーディネーターと連携して、経営改善、販路拡大、新商品・サービス開発などの

課題解決が必要な事業者に対して、商工会の経営指導員等と専門家・コーディネーターが巡

回訪問を行い、お互いのノウハウやスキルを活用しながら課題解決に取り組む。商工会の経

営指導員等は、巡回訪問時でしか共有できない生きた支援ノウハウや情報、多様化する事業

者の課題対処法を学ぶ。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

全国商工会連合会が主催するＷＥＢ研修への積極的な参加に加え、愛知県商工会連合会が主催

する各種セミナーや応用研修または中小企業大学校が主催する専門研修等に経営指導員が年１回

以上参加、更には、内部資格制度「認定経営支援マネージャー」の取得を目指し、経営革新など

高度・専門的な経営支援に関する一定の知識を身につけ、支援ノウハウ・人材（専門家等）をコ

ーディネートしながら、支援の対象となる会員、小規模企業の経営向上（売上や利益の向上、事

業承継、セキュリティ向上を含めたＩＴ支援など）を総合的にサポートできるよう能力の向上を

図る。 

また、祖父江町商工会内で経営発達支援事業の進捗状況を確認する検討会＝進捗状況評価委員

会を月１回開催し、その内容を組織内で経営指導員のノウハウとして共有する。 
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 若手職員については、中堅経営指導員とチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、指 

導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。さらに

は、上記会議の内容及び小規模事業者支援の進捗状況をデータベース化して情報の共有を図るこ

とにより、全職員が一丸となって経営発達支援事業に取り組む体制を構築する。 

 

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祖父江町商工会に、愛知県商工会連合会、商工会副会長(商業)、重点支援事業作業部会長、 

専門家で構成する「進捗状況評価委員会」と稲沢市、商工会正副会長、大学、専門家で構成す

る「事業 終評価委員会」を設置する。 

②捗状況評価委員会は事業の実施状況及び成果の評価・見直し案をまとめ方針を決定する。 

同時に、支援事業所に対して事業終了後、事業成果及び指導に対するアンケート（当商工会独

自で作成）を実施し事業評価として取りまとめる。 

  ③事業の成果・評価・見直しの結果については、 終評価委員会へ報告し、承認を受ける。 

④事業の成果･評価･見直しの結果を祖父江町商工会のＷｅｂサイト（http://www.sobue.biz/）

で計画期間中公表する。 
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（２）連絡先 

        

      祖父江町商工会 

        〒４９５－０００２ 

          愛知県稲沢市祖父江町山崎下枇４８６－１ 

           ＴＥＬ:０５８７－９７－５８００ 

           ＦＡＸ:０５８７－９７－６３２４ 

           e-mail:sobue@aichiskr.or.jp  

                       ＨＰ: http://home.owari.ne.jp/~sobuetyo/ 
                http://www.sobue.biz/ 
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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） 

 ３０年度 

(３０年４月

以降) 

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 ２９,１１５ ２９,６５０ ３０,５２０ ２９,８００ ３０,０００ 

 

小規模企業対策事業費 

 

１ 専門家招聘費 

２ 調査費 

３ 試作品開発費 

４ 観光振興費 

５ 展示会・イベント開催費 

６ 広報費 

７ まつり負担金 

８ 人件費（４名） 

 

 

４５０ 

２８０ 

１,０００ 

１０５ 

   ７００ 

    ６３０ 

５００ 

２５,４５０ 

 

 

 

 

５００ 

４００ 

１,０００ 

１５０ 

８００ 

    ７００ 

５００ 

２５,６００ 

 

 

 

   ５００ 

４００ 

１,０００ 

１７０ 

１,０００ 

    ７００

１,０００ 

２５,７５０ 

 

 

 

 

 

６００ 

３００

５００ 

２００ 

１,０００ 

    ８００

５００ 

２５,９００ 

 

 

 

６００ 

３００ 

５００ 

２５０ 

１,０００ 

    ８００ 

５００ 

２６,０５０ 

 

（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国補助金（事業費）※小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業補助金等 
３市補助金（人件費・事業費） 

４特別会費（事業費）※ヘルスツーリズム参加費 

５雑収入（事業費）※レンタルポール、レンタサイクル料金 

６会費収入（不足分を補填） 

 

 

 

（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 

Ⅰ．経営発達支援事業 

 

（１）「１．地域の経済動向調査【指針③】」での連携 

・①事業計画の策定と支援を的確に実施する為の各種調査・分析をするにあたり、祖父江地域の 

 商業と特産品開発（主に銀杏加工食品）及び観光に精通している地域商業システム (小島賢次

郎※専門家)、名古屋文理大学と連携する。 

 

（２）「２．経営状況の分析【指針①】」での連携 

・（１）の①と同様に事業計画の策定と支援を的確に実施する為の各種調査・分析をするにあた

り、祖父江地域の商業と特産品開発（主に銀杏加工食品）及び観光に精通している地域商業

システム (小島賢次郎※専門家) 、名古屋文理大学と連携する。 

・②愛知県商工会連合会、愛知県よろず支援拠点、ミラサポと連携し、経営分析において抽出さ

れた専門的な課題等について専門家派遣事業を活用し、小規模事業者を支援する。  

 

（３）「３．事業計画策定支援【指針②】での連携 

 ・③各企業の持続的発展へ向けての事業計画を、祖父江地域の商業と特産品開発（主に銀杏加工

食品）及び観光に精通している地域商業システム (小島賢次郎※専門家)、名古屋文理大学と

連携し策定する。 

 ・④公益財団法人あいち産業振興機構、愛知県よろず支援拠点、ミラサポ、独立行政法人中小企

業基盤整備機構中部本部と連携して無料セミナー開催、無料専門家招聘など小規模事業者支援

の為の各種支援メニューを活用する。 

・⑤愛知西農協（長岡支店・祖父江町支店）、山崎園芸出荷組合をはじめとする各銀杏生産組織

と連携し食品加工に用いる栄神銀杏の増産に取組む。 

・⑥名古屋文理大学と連携し既存の特産品等の高付加価値化に取り組むとともに、マングローブ

（グラフィックデザイナー奥野正史※専門家）と連携し、高付加価値化する商品のパッケージ

デザインを一新する。 

・⑦愛知県食品工業技術センター、愛知文教女子短期大学と連携し、祖父江ぎんなんの新しい形

態を確立する。 

・⑧(財)日本食品分析センター、デザイナーフーズ(株)の協力を得て開発商品や祖父江ぎんなん

の成分分析をする。 

 

（４）「４．事業計画策定後の実施支援【指針②】」での連携 

・（２）の②と同様に専門的な課題等について愛知県商工会連合会、愛知県よろず支援拠点、ミ

ラサポと連携して専門家派遣事業を活用し、小規模事業者を支援する。 

・⑨日本政策金融公庫一宮支店と連携し、「小規模事業者経営発達支援融資制度」等の活用、ま

たは、地元金融機関である三菱東京ＵＦＪ銀行祖父江支店、大垣共立銀行祖父江支店、尾西信

用金庫祖父江支店と連携し、制度融資等の活用を含め事業計画実施のため金融指導・斡旋を行

う。 

 

（５）「５.需要動向調査【指針③】」での連携 

 ・（１）の①と同様に事業計画の策定と支援を的確に実施する為の各種調査・分析をするにあた

り、祖父江地域の商業と特産品開発（主に銀杏加工食品）及び観光に精通している地域商業シ

ステム (小島賢次郎※専門家)、名古屋文理大学と連携する。 



- 37 - 
 

（６）「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】」での連携 

・⑩稲沢市及び稲沢市観光協会と連携し、そぶえイチョウ黄葉まつりを全面見直しするととも 

 に、ヘルスツーリズムの再整備を目指し、セラピーウォーキングはＮＰＯ祖父江地区体育振興

会連絡協議会、ノルディックウォーキングについては金森スポーツ（鯱歩行倶楽部）、祖父江

ふれあいの郷、自転車エクササイズにおいては祖父江の森と連携し観光振興に取組む。 

・⑪合同会社祖父江商工販売と連携し、ＩＴを活用したネット市場への出品など、販売機会の創 

 出と販路開拓に取組む。 

・⑫地元金融機関である三菱東京ＵＦＪ銀行祖父江支店、大垣共立銀行祖父江支店、尾西信用金

庫祖父江支店、日本政策金融公庫一宮支店と連携し展示会や商談会、ビジネスマッチングなど

へ積極的出展し販売機会の創出と販路開拓、創業者セミナー開催等に取組む。 

 ・⑬新たに販売拠点施設を創設するため、稲沢市、稲沢市観光協会、愛知県商工会連合会、愛知

県よろず支援拠点、ミラサポ、公益財団法人あいち産業振興機構、加藤幹彦(一級建築士※専

門家)など幅広い機関、団体等と連携する。 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
 

（１）「地域経済活性化事業」での連携 

・前項（６）の⑩と同様に稲沢市及び稲沢市観光協会と連携し、そぶえイチョウ黄葉まつりを全

面見直しするとともに、ヘルスツーリズムの再整備を目指し、セラピーウォーキングは、ＮＰ

Ｏ祖父江地区体育振興会連絡協議会、ノルディックウォーキングについては金森スポーツ（鯱

歩行倶楽部）、祖父江ふれあいの郷、自転車エクササイズにおいては祖父江の森と連携し地域

活性化に取組む。 

・前項（６）の⑬と同様に新たに販売拠点施設を創設するため、稲沢市、稲沢市観光協会、愛知

県商工会連合会、愛知県よろず支援拠点、ミラサポ、公益財団法人あいち産業振興機構、加藤

幹彦(一級建築士※専門家)など幅広い機関、団体等と連携する。 
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連携者及びその役割 

Ⅰ．経営発達支援事業(助言、協力的連携を含む) 
 

 

 

 

（１）「１．地域の経済動向調査」での連携 

      連携者名・代表者            住所、連絡先と役割 

① 名古屋文理大学 

(学長／景山 節) 

稲沢市稲沢町前田 365  TEL0587-23-2400 

支援計画の策定と支援を的確に実施する為の各種調査・分析

を実施。祖父江地域の商業と特産品開発（主に銀杏加工食品）

及び観光に精通している為、連携により支援企業への的確な

指導が期待できる。 

 

 

 

（２）「２．経営状況の分析」での連携 

 連携者名・代表者 住所、連絡先と役割 

 名古屋文理大学 

(学長／景山 節) 

 

①と同じ 

② 愛知県商工会連合会 

（会長／森田 哲夫） 

名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 愛知県産業労働センタ

ー（ウインクあいち）16階 TEL052-562-0030 

小規模事業者の専門的な課題等について、専門家派遣事業を

活用しサポートする。 

愛知県よろず支援拠点 

（コーディネーター／多和田

悦嗣 

名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 愛知県産業労働センタ

ー（ウインクあいち）14階 TEL052-715-3188 

小規模事業者の専門的な課題等について、専門家派遣事業を

活用しサポートする。 

 

 

（３）「３．事業計画策定支援」での連携 

 連携者名・代表者 住所、連絡先と役割 

③ 名古屋文理大学 

(学長／景山 節) 

稲沢市稲沢町前田 365  TEL0587-23-2400 

各企業の持続的発展へ向けての事業計画策定を支援。地域の

商業と特産品開発（主に銀杏加工食品）及び観光に精通して

いる為、連携により支援企業への的確な指導が期待できる。 

④ 愛知県よろず支援拠点 

（コーディネーター／多和田

悦嗣 

名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 愛知県産業労働センタ

ー（ウインクあいち）14階 TEL052-715-318 

小規模事業者支援の為のメニューとして無料セミナーを活

用する。 

（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四丁目4番38号 愛知県産業労働センタ

ー（ウインクあいち）14階 TEL052-715-3061 

小規模事業者支援の為のメニューとして無料セミナー、講師

招聘による講座を活用する。 

独立行政法人中小企業基盤整

備機構中部本部（本部長／花

沢 文雄） 

愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4 階

TEL052-201-3003 

小規模事業者支援の為のメニューとして「創業手帳」等、各

種支援メニューを活用する。 
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⑤ 愛知西農協長岡支店 

（支店長／加島 由隆） 

 

愛知県稲沢市祖父江町馬飼東馬飼１５ TEL0587-97-0073 

食品加工に用いる栄神銀杏を増産する事により、高機能食品

を継続して作り続けることができる。 

愛知西農協祖父江町支店 

（支店長／河村 宏一） 

 

愛知県稲沢市祖父江町上牧下川田 412-3  TEL0587-97-1131 
食品加工に用いる栄神銀杏を増産する事により、高機能食品

を継続して作り続けることができる。 

山崎園芸出荷組合 

（組合長／南谷 功） 

※事務局は愛知西農協祖父江支店 

愛知県稲沢市祖父江町上牧下川田 412-3 TEL0587-97-1131 

食品加工に用いる栄神銀杏を増産する事により、高機能食品

を継続して作り続けることができる。 

祖父江町そ菜園芸組合 

（組合長／佐藤 栄） 

※事務局は愛知西農協祖父江支店 

愛知県稲沢市祖父江町上牧下川田 412-3 TEL0587-97-1131 

食品加工に用いる栄神銀杏を増産する事により、高機能食品

を継続して作り続けることができる。 

祖父江町ぎんなん出荷研究会 

（会長／松岡 義昭） 

※事務局は愛知西農協祖父江支店 

愛知県稲沢市祖父江町上牧下川田 412-3 TEL0587-97-1131 

食品加工に用いる栄神銀杏を増産する事により、高機能食品

を継続して作り続けることができる。 

長岡園芸出荷組合 

（会長／堀田 正彦） 

※事務局は愛知西農協長岡支店 

愛知県稲沢市祖父江町馬飼東馬飼 15 TEL0587-97-0073 

食品加工に用いる栄神銀杏を増産する事により、高機能食品

を継続して作り続けることができる。 

⑥ 名古屋文理大学 

(学長／景山 節) 

稲沢市稲沢町前田 365  TEL0587-23-2400 

既存特産品等の活用素材を再吟味などによる高付加価値化。

付加価値の高い商品開発が期待できる。 

マングローブ 

（代表／奥野 正史） 

※専門家 

名古屋市西区上名古屋 1-3-19  TEL052-521-7998 

高付加価値化する商品のパッケージデザインを一新するな

ど付加価値の高い商品開発が期待できる。 

⑦ 愛知県食品工業技術センター 

（発酵バイオ室長／山本 晃司） 

名古屋市西区新福町 2-1-1  TEL052-521-9316 

フリーズドライ化など祖父江ぎんなんの新しい形態を確立

し銀杏加工品の幅を広げる。 

名古屋文教女子短期大学 

(学長／古山 敬子) 

 

愛知県稲沢市稲葉 2-9-17  TEL0587-32-5169 
フリーズドライ化など祖父江ぎんなんの新しい形態を確立

し銀杏加工品の幅を広げる。 

⑧ (財)日本食品分析センター 

名古屋支所 

（理事長／佐藤 秀隆）  

名古屋市中区大須 4-5-133   TEL052-261-8651 

商品化した特産品等の成分分析 

購入者が安心して購入でき、需要向上が期待できる。 

デザイナーフーズ(株) 

（代表取締役／丹羽 真清） 

愛知県名古屋市千種区千種 2-22-8  TEL052-724-3255 

銀杏など活用する食材の成分分析 

購入者が安心して購入でき、需要向上が期待できる。 

 

 

（４）「４．事業計画策定後の実施支援」での連携 

 連携者名・代表者 住所、連絡先と役割 

 愛知県商工会連合会 

（会長／森田 哲夫） 

 

 

②と同じ 

愛知県よろず支援拠点 

（コーディネーター／多和田

悦嗣 

②と同じ 

⑨ 

 

 

日本政策金融公庫一宮支店 

（支店長／木村 勝司） 

 

愛知県一宮市大志 2- 3-18  TEL0586-73-3131 

「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を含め、事業

計画実施のため金融指導・斡旋で連携する。 
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 三菱東京ＵＦＪ銀行祖父江支

店（支店長／垣内 麻里） 

愛知県稲沢市祖父江町森上本郷九 29-34  TEL0587-97-2211 

制度融資等の活用を含め、事業計画実施のため金融指導・斡

旋で連携する。 

大垣共立銀行祖父江支店 

（支店長／池原 英紀） 

稲沢市祖父江町祖父江高熊 420-1  TEL0587-97-6222 
制度融資等の活用を含め、事業計画実施のため金融指導・斡

旋で連携する。 

尾西信用金庫祖父江支店 

（支店長／古田 昌規） 

稲沢市祖父江町上牧東 6番地 129-34  TEL0587-97-2223 
制度融資等の活用を含め、事業計画実施のため金融指導・斡

旋で連携する。 

 

 

（５）「５.需要動向調査」での連携 

 連携者名・代表者 住所、連絡先と役割 

 名古屋文理大学 

(学長／景山 節) 

 
① 同じ 

 

 

（６）「６．新たな需要の開拓に寄与する事業」での連携 

 連携者名・代表者 住所、連絡先と役割 

⑩ 稲沢市 

（市長／加藤 錠司郎） 

愛知県稲沢市稲府町１ TEL0587-32-1111 

観光振興と地域ににぎわいを創出する販売拠点施設の創設 

課題対応と事業のスピードアップが期待できる。 

 

稲沢市観光協会 

（会長／山田 信行） 

愛知県稲沢市朝府町 15-12  TEL0587-22-1414 

観光振興と地域ににぎわいを創出する販売拠点施設の創設 

課題対応と事業のスピードアップが期待できる。 

ＮＰＯ祖父江地区体育振興会

連絡協議会 

（会長／本田 義治） 

稲沢市祖父江町祖父江山崎下枇 486-1  TEL0587-97-2100 
セラピーウォーキング春秋大会の催行と観光商品の魅力化

と推進力向上が期待できる。 

金森スポーツ 

（鯱歩行倶楽部代表／小野澤

廣志） 

名古屋市西区上名古屋 4-9-10   TEL052-521-3953 

ノルディックインストラクター。ノルディック春秋大会の催

行と観光商品の魅力化と推進力向上が期待できる。 

祖父江ふれあいの郷 

（責任者／水野 友江） 

稲沢市祖父江町祖父江柿ノ木 104 番地 1 TEL0587-98-2135 

ポールレンタルステーション。ノルディック春秋大会の催行

と観光商品の魅力化と推進力向上が期待できる。 

祖父江の森 

（温水プール所長／大場 隆

俊） 

稲沢市祖父江町桜方六町 17 番地  TEL0587-97-8282 

レンタサイクルステーション。自転車エクササイズ夏冬大会

の催行と観光商品の魅力化と推進力向上が期待できる。 

⑪ 合同会社祖父江商工販売 

（代表社員／田中 浩三） 

稲沢市祖父江町祖父江山崎下枇 486-1  TEL0587-97-5800 
ネット市場への出店などＩＴを活用し、販売機会の創出と販

路開拓に期待できる。 

 

⑫ 三菱東京ＵＦＪ銀行祖父江支

店（支店長／垣内 麻里） 

愛知県稲沢市祖父江町森上本郷九 29-34  TEL0587-97-2211 
展示会や商談会、ビジネスマッチングなど、販路の拡大が期

待できる。 

大垣共立銀行祖父江支店 

（支店長／池原 英紀） 

稲沢市祖父江町祖父江高熊 420-1  TEL0587-97-6222 
展示会や商談会、ビジネスマッチングなど、販路の拡大が期

待できる。 



- 41 - 
 

尾西信用金庫祖父江支店 

（支店長／古田 昌規） 

稲沢市祖父江町上牧東 6番地 129-34  TEL0587-97-2223 
展示会や商談会、ビジネスマッチングなど、販路の拡大が期

待できる。 

日本政策金融公庫一宮支店 

（支店長／木村 勝司） 

愛知県一宮市大志 2- 3-18  TEL0586-73-3131 
展示会や商談会、ビジネスマッチングなど、販路の拡大が期

待できる。 

⑬ 稲沢市 

（市長／加藤 錠司郎） 

愛知県稲沢市稲府町１ TEL0587-32-1111 

観光振興と地域ににぎわいを創出する販売拠点施設の創設 

課題対応と事業のスピードアップが期待できる。 

稲沢市観光協会 

（会長／山田 信行） 

愛知県稲沢市朝府町 15-12  TEL0587-22-1414 

観光振興と地域ににぎわいを創出する販売拠点施設の創設 

課題対応と事業のスピードアップが期待できる。 

愛知県商工会連合会 

（会長／森田 哲夫） 

名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 愛知県産業労働センタ

ー（ウインクあいち）16階 TEL052-562-0030 

地域ににぎわいを創出する販売拠点施設の創設 

活性化に有効でムダのない販売施設の創設に期待できる。 

愛知県よろず支援拠点 

（コーディネーター／多和田

悦嗣） 

名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 愛知県産業労働センタ

ー（ウインクあいち）14階 TEL052-715-3188 

地域ににぎわいを創出する販売拠点施設の創設 

活性化に有効でムダのない販売施設の創設に期待できる。 

（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四丁目4番38号 愛知県産業労働センタ

ー（ウインクあいち）14階 TEL052-715-3061 

地域ににぎわいを創出する販売拠点施設の創設 

活性化に有効でムダのない販売施設の創設に期待できる。 

加藤 幹彦(一級建築士) 

※専門家 

名古屋市港区南十番町 4-1   TEL052-304-7944 

地域ににぎわいを創出する販売拠点施設の創設 

活性化に有効でムダのない販売施設の創設に期待できる。 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み(助言、協力的連携を含む) 
 

 

（１）地域活性化事業での連携 

 連携者名・代表者 住所、連絡先と役割 

 稲沢市 

（市長／加藤 錠司郎） ⑩と同じ 

稲沢市観光協会 

（会長／山田 信行） ⑩と同じ 

ＮＰＯ祖父江地区体育振興会

連絡協議会 

（会長／本田 義治） 

⑩と同じ 

金森スポーツ 

（鯱歩行倶楽部代表／小野澤

廣志） 

⑩と同じ 
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祖父江ふれあいの郷 

（責任者／水野 友江） 

 
⑩と同じ 

祖父江の森 

（温水プール所長／大場 隆

俊） 

⑩と同じ 

 稲沢市 

（市長／加藤 錠司郎） ⑬と同じ 

稲沢市観光協会 

（会長／山田 信行） ⑬と同じ 

愛知県商工会連合会 

（会長／森田 哲夫） ⑬と同じ 

愛知県よろず支援拠点 

（コーディネーター／多和田

悦嗣） 
⑬と同じ 

（公財）あいち産業振興機構 

（理事長／森 鋭一） ⑬と同じ 

加藤 幹彦(一級建築士) 

※専門家 ⑬と同じ 
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連携体制図等 
 

    連携する事業の内容(助言、協力的連携を含む)  連携者名 

 

Ⅰ．経営発達支援事業 

  

「１．地域の経済動向調査」 

小規模事業者の事業計画の

策定と支援を的確に実施す

るための地域の経済動向の

調査・分析 

 

 

 

 
地域商業システム（小島賢次郎） 

名古屋文理大学 
６次産業化及び農商工連携

支援のための「ぎんなん」

の使用動向の調査・分析 

 

「２．経済状況の分析」 

小規模事業者の経営状況を

現地踏査と各種既往調査で

調査・分析 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

地域商業システム（小島賢次郎） 

名古屋文理大学 栄神ぎんなんの増産等によ

る安定的な確保及び品質管

理等についての調査・分析 

小規模事業者の専門的な課

題等について支援 

愛知県商工会連合会 

愛知県よろず支援拠点 

ミラサポ 

 

「３．事業計画策定支援」 

事業計画の策定支援  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

地域商業システム（小島賢次郎） 

名古屋文理大学 

小規模事業者支援メニュー

の活用 

公益財団法人あいち産業振興機構、

愛知県よろず支援拠点 

ミラサポ 

独立行政法人中小企業基盤整備機構中

部本部 

祖父江ぎんなん（栄神）を増

産する 

愛知西農協長岡支店 

愛知西農協祖父江町支店 

山崎園芸出荷組合 

祖父江そ菜園芸組合 

祖父江ぎんなん出荷研究会 

長岡園芸出荷組合 

商品等の活用素材を再吟味

する 
名古屋文理大学 

商品の衣装(パッケージ)見

直す 
マングローブ （奥野正史） 

銀杏の素材として新しい形

態と活用法を確立 

愛知県食品工業技術センター 

愛知文教女子短期大学 

成分表示を徹底する。 
(財)日本食品分析センター 

デザイナーフーズ(株) 

 

「４．事業計画策定後の実施

支援」 

小規模事業者の専門的な課

題等について支援 

 

 
 

愛知県商工会連合会 

愛知県よろず支援拠点 

ミラサポ 
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事業計画実施のため金融指

導・斡旋 

 

 

日本政策金融公庫一宮支店 

三菱東京ＵＦＪ銀行祖父江支店 

大垣共立銀行祖父江支店 

尾西信用金庫祖父江支店 

 

「５．需要動向調査」 

日経テレコム等を活用し需

要動向（市場トレンドや消

費者ニーズ等）を収集・分

析 

 

 

 

 地域商業システム（小島賢次郎） 

名古屋文理大学 各種既往調査を活用し売れ

筋商品を調査・分析 

アンケートによる地域内の

需要動向調査・分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「６．新たな需要の開拓に寄

与する事業」 

 

通年型観光地化(観光振興) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

稲沢市 

稲沢市観光協会 

ＮＰＯ祖父江地区体育振興

会連絡協議会 

金森スポーツ（鯱歩行倶楽部） 

祖父江ふれあいの郷 

祖父江の森 

ＩＴ活用したネット市場へ

の出品など 
合同会社祖父江商工販売 

展示会、商談会への出展等 

創業者セミナー開催等 

三菱東京ＵＦＪ銀行祖父江支店 

大垣共立銀行祖父江支店 

尾西信用金庫祖父江支店 

日本政策金融公庫一宮支店 

販売拠点の創出 

稲沢市 

稲沢市観光協会 

愛知県商工会連合会 

愛知県よろず支援拠点 

ミラサポ 

（公財）あいち産業振興機構 

加藤幹彦(一級建築士) 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み(助言、協力的連携を含む) 

 

 

 

 

 

 

 

「１.地域活性化事業」 

 

 

 

 

通年型観光地化(観光振興) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

稲沢市 

稲沢市観光協会 

ＮＰＯ祖父江地区体育振興

会連絡協議会 

金森スポーツ（鯱歩行倶楽部） 

祖父江ふれあいの郷 

祖父江の森 

販売拠点の創出 

稲沢市 

稲沢市観光協会 

愛知県商工会連合会 

愛知県よろず支援拠点 

ミラサポ 

（公財）あいち産業振興機構 

加藤幹彦(一級建築士) 
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