
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

阿久比町商工会（法人番号 8180005011728） 

実施期間 平成２９年４月１ 日～平成３４年 ３ 月３１日 

目  標 地域の小規模事業者の抱える課題を着実に克服し、経営力の向上を目指す。 

伴走型支援を実践し小規模事業者の持続的発展に寄与する。 

事業内容 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）地域の経済動向調査 

① 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 

② 地域内小規模企業会員への経済動向調査 

（２）地域の経済動向調査報告書の作成と提供 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営分析を行う小規模事業者の掘り起こしと経営分析の実施 

（１）巡回・窓口相談時の経営分析 

（２）金融相談時の経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定支援における体制整備 

（２）事業計画書策定支援先の掘り起こし 

①事業計画策定等に関する個別相談会を開催し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘

り起こしを行う。 

②窓口相談・巡回指導、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こしを行う。  

（３）事業計画策定支援 

上記①・②による事業計画策定希望者に対して個別に計画策定支援を行う。 

（４）創業計画策定支援 創業支援事業の実施 

（５）事業承継計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定後のフォローアップ 

（２）「小規模事業者経営発達支援資金融資制度」等の利用勧奨 

（３）創業計画策定後のフォローアップ 

（４）事業承継計画策定後のフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

各種需要動向に関する情報の収集、分析及び提供 

消費者ニーズ調査（アンケート） ・商工会職員・商工会女性部員による分析・評価 

日経テレコン POSYES・各種機関発表の調査報告書及び業界紙等のデータからの分析・評価 

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】 

（１）各機関主催の展示会への出店支援 

（２）阿久比町外における販路開拓に関すること 

① 飲食店・お土産店情報サイト及び製造業のデータベース及びマッチングサイトの開設

② 大型ショッピングセンターでの販売促進 

③ マスメディアへのプレスリリース 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

（１）阿久比町商工会産業活性化委員会の設置と会議開催及び特産品開発支援 

（２）イベントによる地域活性化事業 

連絡先 阿久比町商工会 電話 0569-48-7085 
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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 

【阿久比町の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿久比町は、知多半島のほぼ中央に位置し、半田市、常滑市、知多市、東浦町と接す

る。名古屋市中心部までおよそ 25km の距離にあり、鉄道・道路のいずれを利用しても約

30 分、中部国際空港も車で約 15 分でアクセスできる交通利便性を有する。また、町内に

は知多半島を南北に貫く知多半島道路の阿久比インターチェンジがあるほか、県道５５号

線名古屋半田線、三河地区につながる衣浦大橋と知多半島の西知多産業道路を結ぶ東西方

向の主要地方道西尾知多線など、近隣市町とのアクセスにも恵まれている。 

さらに、鉄道では名鉄河和線が町中央部を縦断し、町内に４つある駅のうち利用者の多

くを占める阿久比駅には特急が停車するなど、恵まれた交通条件を兼ね備えている。 

面積・地勢をみると、東西、南北ともに約６km、23.94 ㎢の面積を有し、町のほぼ中央

を南北に流れる阿久比川、それに注ぐ草木川、福山川、前田川、矢勝川などの河川に沿っ

て比較的平坦な地形が分布し、その周囲に小高い丘陵地帯が連なり、住宅地と豊かな農地

やみどりが囲む良好な景観を保っている。 

   恵まれた交通利便性と名古屋のベッドタウンであることから、名鉄阿久比駅から東に約

１㎞のところに「陽なたの丘」の開発が平成１９年より開始された。全７６４区画の造成

すべてが完了し、現在入居が進んでいる。 
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1 阿久比町の現状の人口分析 

・阿久比町の総人口の推移は下表のとおりである。 

１９７０年 

昭和４５年 

１９８０年 

昭和５５年 

１９９０年 

平成２年 

２０００年 

平成１２年 

２０１０年 

平成２２年 

２０１６年 

平成２８年 

総人口（人） １８，４４９ ２０，８８０ ２３，９３２ ２４，０２８ ２５，４６６ ２８，２１４ 

（資料出所：平成２８年以外は国勢調査より） 
 

   （陽なたの丘）

        

「陽なたの丘」が開発されたことで近隣市町からの転入が進み、愛知県内の市町村のなか

では二番目に多い人口増加率となっている。町立東部小学校の校舎が増築されるなど今

後、数年間は町内の人口増加が予想される。 

しかしながら、阿久比町の高齢化率は 22.9％（平成 22 年国勢調査）であり、全国平均

の 22.8％とほぼ同水準となっている。年齢構成をみると団塊の世代といわれる層が最も多

いことから、高齢化は一挙に進行することが予想される。下図の阿久比町の人口推移と将

来推計人口をみると平成 52 年には高齢化率が 31.4％に達し、約 10 人に 3人が高齢者にな

ると見込まれる。このことから、次世代を担う人材の育成と確保が課題となるであろう。 
阿久久比比町町のの人人口口推推移移とと将将来来推推計計人人口口（（年年齢齢階階級級別別））（（人人）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：（平成 22 年）総務省「平成 22 年国勢調査」 

（平成 52 年）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より作成 
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２ 阿久比町の事業所の推移 

 

阿久比町内の商工業者数、小規模事業所数は、平成１３年以降大きな変動はなく同水準を

維持しているが、下記のグラフのとおり平成２１年と平成２４年の阿久比町の事業所数を

比較すると医療・福祉や、飲食サービス業、保険業や運輸業などがわずかに増加してい

る。 

 
事業業所所数数のの推推移移（（大大分分類類））（（事業所） 

 

H21 H24 □口 事業所数が増加した産業 
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資料：総務省「平成 21 年経済センサス‐基礎調査」 
「平成 24 年経済センサス‐活動調査」より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス業（他に分類されないもの） 

 
複合サービス事業 

 
医療，福祉 

 教育，学習支援業  

生活関連サービス業，娯楽業 

 宿泊業，飲食サービス業 

 学術研究，専門・技術サービス業 

不動産業，物品賃貸業 

金融業，保険業 

卸売業，小売業 

運輸業，郵便業 

情報通信業 

電気・ガス・熱供給・水道業 

 
製造業 

建設業  

農業，林業 
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（阿久比町事業者数推移） 

 

 

 

 

 

 

 

（阿久比町業種別事業所数推移） 

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

 

（阿久比町商工会 会員業種別内訳） 
 

 
 

 

 

（平成２８年４月１日時点）

阿久比町は、名古屋鉄道や知多半島道路を通じて名古屋市の中心部から約３０分という

立地から町内の工業団地に大・中小企業が進出している。阿久比町における購買地域

は、長らく半田市にあったが、平成１１年に大型ショッピングセンターのアピタ阿久比

店が開店し、新しい地域の中心となった。また、農業が盛んで、特に米作が有名であ

る。なお、阿久比町の各産業の特徴については以下のとおりである。 

 

① 農業【第１次産業】 

本町の農業は、温暖な気候と阿久比川流域の肥沃な水田に恵まれ、古くから米の町と知

られており、阿久比のブランド米「れんげちゃん」は、レンゲソウを土に鋤きこむこと

により有機肥料として育てられ、環境にもやさしく安全安心な米として高く評価されて

いる。また、農業用施設を利用した花き、粘土質な土壌で栄養価の高い野菜などの生産

が行われている。特に町の花でもある青梅が特産として有名である。しかし、農業用資

機材の高騰や消費量の減少など、農業を取り巻く環境は厳しい。 

 

② 工業【第２次産業】 

本町の工業は、かつて綿布業を基幹産業として発展してきたものの、海外との価格競争

等により衰退した。平成２年には、阿久比西部整備地区において工業団地が整備され、

先端産業が操業を開始するなど高付加価値産業への転換が進んでいる。現在阿久比町に

は、草木・中部・南部工業団地の３カ所の工業団地があり、１０社の大・中小企業が営

業している。近年では、製造業の従業者数、出荷額は増加傾向にある。 

 商工業者数 小規模事業者数 

平成１３年 754 566 

平成１８年 720 536 

平成２１年 763 565 

平成２４年 756 565 

 建設業 製造業 卸小売業 飲食業 サービス業 その他 計 

平成１３年 126 77 244 105 153 49 754 

平成１８年 113 62 230 100 211 4 720 

平成２１年 125 70 240 98 224 6 763 

平成２４年 118 63 235 99 235 6 756 

建設業 製造業 卸小売業 飲食業 サービス業 その他 総会員数 

117 29 144 58 129 23 500 
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③ 商業【第３次産業】 

本町の商業は、これまで名古屋市や半田市等へ購買力の流出が続いていたものの、平成

11 年の大型ショッピングセンターのアピタ阿久比店が開店し、新しい地域の中心となっ

た。また、幹線道路沿いへの商店立地がすすみ、町内の商業環境は大きく変化した。近

年は、コンビニエンスストアの増加、インターネット通信販売の活用などにより、消費

者の買い物の在り方が、多様化してきた。しかし、小規模小売店には、店員と消費者と

の距離間が近く、買い物を通して地域の人々と交流ができる魅力があり、これらをどの

ようにして町民にＰＲしていくかが課題である。 

 

 

Ⅱ 阿久比町商工会へのニーズについて 
  本計画策定のため、平成２７年７月に阿久比町の景気動向調査と阿久比町商工会会員(小

規模事業者)アンケート調査を行った。  
 

1（外部からの支援を必要とするような）経営上の課題・問題点 

現在、外部からの支援を必要とするような経営上の課題・問題点があるかについて尋ねた

結果である。選択した企業の割合が最も多かったのが「売上・業績が伸びない」の 40.7％、

次に多かったのが「人材確保が難しい」の 36.8％、3番目に多かったが「販売促進の方法が

わからない」の 10.3％である。 
 

 
 

資料：「商工会のニーズ調査」より作成 

 
 
 
 
 
 
 

1.0%

3.4%

3.9%

4.9%

8.3%

9.3%

10.3%

36.8%

40.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

取引業者との交渉がうまくいかない

情報化システムの導入・運用方法がわからない

資金の借入先が見つからない

法律に関することがわからない

事業の後継者が見つからない

コスト削減の仕方がわからない

販売促進の方法がわからない

人材確保が難しい

売上・業績が伸びない

外部からの支援を必要とするような経営上の課題・問題点
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2 商工会による提供を受けたい情報 

商工会による提供を受けたい情報について質問した結果である。「補助金や助成金に関す

ること」が 30.9％と最も多く、次に「人材の発掘・採用に関すること」が 27.5％と続く。

「外部からの支援を必要とするような経営上の課題・問題点」において「売上・業績が伸び

ない」「人材確保が難しい」が上位に挙がっていたことを鑑みると、（売上を伸ばしたい

が、お金がないので）補助金や助成金が欲しい（情報を提供して欲しい）、（人材確保が難

しいので）人材の発掘や採用をなんとかしたい（情報が欲しい）という現状である。  

 
資料：「商工会のニーズ調査」より作成

 

3 商工会に力を入れてほしい活動 

商工会に力を入れて欲しい活動について質問した結果は、以下のとおりである。「地域商

工業を活性化するイベント開催」とする回答が 20.6％と最も多い。2番目に多かったのは

「経営相談・経営革新」の 18.6％、「地域のイメージアップ」が 18.1％で 3番目となった。

自由記載欄には会員同士の交流改善に関わる記載も数件あった。 

 
資料：「商工会のニーズ調査」より作成 

3.4%

8.3%

8.3%

8.8%

9.8%

10.3%

11.8%

12.3%

12.7%

17.6%

27.5%

30.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

金融に関すること

情報化（ＩＴ）に関すること

労働保険や社会保険に関すること

人材育成に関すること

経理に関すること

販路開拓に関すること

近隣地域の開発に関すること

経営に関すること

阿久比町の地域開発に関すること

税制に関すること

人材の発掘・採用に関すること

補助金や助成金に関すること

商工会による情報提供を受けたい情報
（あてはまるもの３つ以内を選択）

12.3%

15.2%

18.1%

18.6%

20.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

税務・申告相談

まちづくりについての政策提言

地域のイメージアップ

経営相談・経営革新

地域商工業を活性化するイベント

商工会に力を入れてほしい活動
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【当商工会の事業者支援の現況と課題】 

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が、当該事業者を巡る経営環境は厳し

さを増し、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み始めたところである。 

 

上記のアンケートからは商工会員に対して、以下の課題が浮かび上がった。 

（１）商工会員の経営上の課題としては、全業種的に「売上・業績が伸びない」、「人材確

保が難しい」ということ。 

（２）商工会員が情報提供してほしいことについては「補助金や助成金に関すること」、

「人材の発掘・採用に関すること」に対する要望が多いこと。 

（３）阿久比町商工会に力を入れてほしい活動としては「地域商工業を活性化するイベント

開催」とする回答が最も多かったが、上記(1)、(2)のように売上や業績の改善、それ

に必要な補助金や助成金の要望、また、人材確保の困難さなどの問題を抱えられてお

り、それらをフォローできるような活動も望んでいること。 

（４）会員同士の交流改善をすすめて欲しいという要望があること。 

 

その点を踏まえ、本商工会の支援体制が抱える課題として、以下の事が挙げられる。 

 

① 魅力的な個店は数多くあるものの、それぞれが個店のみで頑張っており、地域とし

ての波及効果が低いため、まち全体として、それらの強い個店の情報をまとめて発

信することで、町民に対してのＰＲ力を高めたい。 

② 商工会として様々な振興策を実施しており、施策についてＰＤＣＡを強化し、継続

発展できる仕組みを構築したい。 

③ ベッドタウンとして、人口の増加や、工業団地への企業進出など、外部からの流入

機会が増えている一方、町民に阿久比町の産業の魅力が伝わっていないため、町内

での回遊や経済の循環を促進したい。 

④ 町民に対して、ＰＲを重ねていき、町民に利用してもらえるサービスを作ること

で、創業、販路開拓につなげていきたい。 

 

 

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。 

 

「小規模事業者の経営力向上と創業の促進を図る」 

ここ十数年、町内事業者は、事業主の高齢化などによる廃業が増えてきた一方、ＩＴ

関連サービス業等など店舗を持たない形式の新規開業者もあり、町内の事業者数は、ほ

ぼ横ばいである。しかし、今後は少子高齢化による人口減少とともに、事業者数の減少

が見込まれるため、商業者を中心に創業者を積極的に増やしていく。また、既存の事業

者についても、本経営発達支援計画にもとづき、個々の小規模事業者の経営課題に共に

向き合い、伴走型支援により個々の事業者の経営力向上や販路拡大、技術革新を図り、

もって地域振興の屋台骨である小規模事業者の持続的発展を目指す。現状の事業者の衰

退傾向を食い止め、さらに事業者数を増加に転換させる。 
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これらを踏まえ、当商工会は経営指導員の資質向上を図りつつ、愛知県、あいち産業

振興機構（特によろず支援拠点）、中小企業基盤整備機構、地元金融機関等と連携しな

がら、目標達成のために以下の方針で事業を行う。 

 

【目標】 

（１）小規模事業者の売上・業績を伸ばすために５年間で合計 142 社以上の経営計画

策定支援を行う。 

（２）小規模事業者相互の連携等取引促進、販路拡大を支援する。 

（３）地域資源活用･農商工連携･６次産業化･特産品開発を通して地域を活性化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

(1) 事業計画策定件数 22 27 30 31 32 

(2)販路拡大 

展示会等の出展により、販路を拡大し、

売上増加に導いた事業所数 
4 4 4 4 4 

(3) 地域活性化に資する事業の支援 
農商工連携・成約件数 1 1 1 1 1 

 

経営分析 

地域の経済動向調査 

経営計画策定 

経営計画 

実施支援 

販路 

開拓支援 
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【実施方針】 

 

（１）売上・業績を伸ばすため、自らの技術・サービスの維持・向上を図る等事業の

充実を図ろうとする持続的発展力のある小規模事業者を育成する。 

 

まず、必要なことは情報収集である。小規模事業者が、今どのような状況か、

どういう仕事を行い、どういう強み・課題を持っているのかを調査し、そのデー

タを共有する仕組みを作る。次に、経営課題の掘り起こしを行い、その課題に対

して適切な事業計画の策定を支援し、定期的なフォローアップを実施することに

よって、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。 

 また、商業者を中心に新たに事業を始める創業者や新規の開業者を積極的に増

やすために、創業支援事業を行う。 

 そして、既存の小規模事業者を減らさないために事業承継支援事業を行う。 

 

 

（２）小規模事業者相互の交流を通じて、事業者同士の連携等取引促進、販路拡大を

支援する。 

 

各機関主催の展示会への出展を支援し、商工会がパイプ役となり、小規模事

業者同士だけでなく大企業・中小企業、行政等事業者同士の新たな連携等の取

引を促進し、新規販路の拡大を支援する。商工会の特性を活かし、国・自治

体・他の機関と連携を図り、外部機関の情報やネットワークを小規模事業者が

活用できるようにする。 

 

 

（３）地域資源を活用して、農商工連携･６次産業化･特産品開発の支援を行い、阿久

比町のイメージアップと町外へのＰＲへ寄与し、地域を活性化する。 

 

阿久比町商工会産業活性化委員会を設置し、行政機関や金融機関、その他各

機関との連携を図りながら、地域の基幹産業間の連携を強化し、農商工連携、

特産品開発の支援を行う。また、開発した特産品などを阿久比町産業まつり、

大型ショッピングセンターでの即売会やマスメディアなどを通して町外へＰＲ

し、阿久比町のイメージアップそして地域活性化へとつなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市場 市場 

地域活性化 
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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、実施概要） 

地域の経済動向の情報は、必要に応じ巡回・窓口相談の中で、愛知県商工会連合会が実施

する景況調査の結果を口頭にて提供しているが、その他の機関が提供している情報も有り、

それらも活用して事業者の経営に役立てることができる情報を提供することが課題である。 

今後は、中部経済産業局、愛知県、金融機関や愛知県商工会連合会等が実施する経済情勢に

関する調査結果を収集、整理、分析した情報を年に４回提供する。 

また、町内小規模事業者に対し、年に２回、経済動向の調査を行い、取りまとめた内容を提

供する。 

（事業内容） 

（1）地域の経済動向調査 

① 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（拡充） 

現在多くの経済動向調査が実施されているが、これらの資料が小規模事業者の支援に効果

的に活用できていない。そのため、各種調査結果を小規模事業者にとってわかりやすく、そ

して今後の経営に活用できるよう整理・分析し、小規模事業者の現状に合わせて纏めあげた

ものを情報提供する。下記記載の国・県・各種団体が提供する調査内容から、当地域に関連

する情報を収集し、事業者の経営環境や課題を把握し、既存のデータを効率よく活用する。 

【各種情報収集先】 

  

 

 

 

 

 

 

 

【調査目的・手順】 

 

地域 情報提供元 調査資料名 

全  国 政府・日本銀行 月例経済報告・金融経済月報 

中  部 中部経済産業局 最近の管内総合経済動向 

愛 知 県 
愛知県 あいちの経済四季報 

愛知県商工会連合会 中小企業景況調査 

知多地域 知多信用金庫 ちたしん地域経済レポート 

調査目的 
国・県・各種団体の提供する地域経済動向を理解しやすい情報へ要約し、

小規模事業者へ提供する。 

調査項目 
①経済の現況②景況判断の推移③経済の見通し④経済指数（生産･設備投

資･住宅建設･公共工事･個人消費･雇用･金融･企業物価･消費者物価） 

具体的調査手順 
経営指導員が中心となり、各種調査資料より、阿久比町の小規模事業者に

関連する景気動向を抽出し、整理・分析を行う。 
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② 阿久比町内小規模事業者への経済動向調査（新規） 

商工会員５００事業所の中から小規模事業者５０事業所に対して、年２回、経済動向等

を問うアンケートを行う。回答データの集計・分析を行い、分析結果は、経済動向調報

告書（後述（2）地域の経済動向調査報告書の作成と提供 参照）により、商工会報とホ

ームページに掲載し、広く公開する。また、事業所への巡回・窓口相談の折に紙面ある

いはタブレットを使用して情報提供する。外部経営環境の変化について理解を進め、経

営判断に利用してもらうと共に、経営分析及び経営(事業)計画策定等にも活用する。 

◎業種別の調査対象事業所数 

業種別の調査対象事業所数は下記の表のとおり、会員数の業種別比率に応じた、 

調査抽出数とし、①建設業１２、②製造業５、③卸小売業１４、④飲食業６、⑤ 

サービス業１３の計５０事業所とする。 

 

（阿久比町商工会 会員業種別内訳及びその比率） 

 
建設業 製造業 卸小売業 飲食業 サービス業 その他 合計 

会 員 数 117 29 144 58 129 23 500 

業種別比率 24％ 6％ 30％ 13％ 27％ ― 100％ 

調査抽出数 12 5 14 6 13 ― 50 

 

 

 

 

 
 

 

 

（平成２８年４月１日現在）

【調査目的・手順】 

 

調査目的 
阿久比町内の経済・景気動向を業種別に把握し、小規模事業者の理解しや

すいよう要約し、提供することを目的とする。 

調査項目 

①売上状況、②仕入状況、③従業員、④業況、⑤資金繰り状況、⑥設備投

資状況 以上①～⑥についての現状と見通し 

⑦経営上の課題・問題点、⑧商工会に対しての要望 

具体的調査手順 

経営指導員が中心となり、ヒアリング調査を行う。対象事業所は、建設業

１２、製造業５、卸小売業１４、飲食業６、サービス業１３の計５０事業

所とする。阿久比町商工会独自のヒアリングシートを作成し、巡回訪問の

折に、年２回ヒアリング調査を行う。調査実施月の翌月末までに情報の整

理・分析を行う。 
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（2）地域の経済動向調査報告書の作成と提供 

上記（１）で実施した調査の結果を整理・分析し、調査報告書を作成する。調査報告書

は、商工会報とホームページに掲載し、広く公開すると共に、事業所への巡回時や窓口相

談の折に紙面あるいはタブレットを使用して情報提供する。外部経営環境の変化について

理解を進め、経営判断に利用してもらうと共に、経営分析及び経営(事業)計画策定等にも

活用してもらう。 

提供項目 

①経済の現況 ②景況判断の推移 ③経済の見通し 

④経済指数（生産･設備投資･住宅建設･公共工事･個人消費･雇用･金融･企業

物価･消費者物価）  

⑤経営上の課題・問題点、⑥商工会に対しての要望 

上記の調査結果を地域ごと（中部、愛知、知多地域、阿久比町）に分け、

各業種ごとに対比して、小規模事業者が理解しやすいようにまとめる。 

小規模事業者へ

の提供方法 

まとめた分析結果は、事業所への巡回や窓口相談の折に紙面あるいはタブ

レットで情報提供する。また、商工会報とホームページにも掲載し広く公

開する。 

調査の活用方法 

外部経営環境の変化について理解を進め、経営判断に利用してもらうと共

に、経営分析及び経営(事業)計画策定のための参考資料としても活用して

もらう。 

 

 

（目標） 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

(1)地域の経済
動向調査 

①各種調査の地域経済動向
に関する情報収集回数 

0 4 4 4 4 4 

②地区内 
小規模事業者 
経済動向調査 

実施回数 0 2 2 2 2 2 

調査対象 

事業所数 0 50 50 50 50 50 

(2)地域の経済
動向調査報告書
の作成と提供 

経済動向調査報告書の 
作成回数 

0 4 4 4 4 4 

巡回・窓口相談における 
情報提供件数 

0 50 55 60 65 70 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状） 

巡回相談・窓口相談は、年間１,０００件程度実施するとともに、金融個別相談会を

年２回、税務個別相談会を年間計４回実施している。平成２７年度においては、経営分

析を１６件実施し、小規模事業者持続化補助金の申請支援にも活用した。また、愛知県

商工会連合会の専門家派遣制度を利用し、企業診断等個別相談を随時行っており、経営

状況等を把握し、分析した結果を相談者に提供し、経営に活用してもらっている。平成

２７年度は、専門家派遣による企業診断において、経営分析を２件実施している。 

当地域の小規模事業者は、新たな商品・サービスの提供や新事業分野進出等の意欲が

ある小規模事業者が少なく、経営分析の必要性を感じていない事業者が多いのが現状で

ある。また、他の事業者においても日常、経営分析や会計管理になじみもなく、係数概

念が乏しく経営分析に至るケースは少ない状況にある。 

 

（課題） 

以上のことから、経営分析の必要性に気付いてもらうことが課題である。さらに事

業計画を策定し、新たな需要の開拓を行うためには、内部環境分析や係数に基づいた

財務分析等を実施することが課題である。 

 

（実施概要） 

経営指導員を中心に普段の巡回・窓口相談、金融相談を通じて、小規模事業者の経

営分析を行う。経営カルテ等を利用し、他の職員と情報共有しながら進めていく。 

また専門的かつ高度な事柄については、愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構

（特によろず支援拠点）のコーディネーター、ミラサポの専門家等と連携して小規模

事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

 

（事業内容） 

経営分析を行う小規模事業者の掘り起こしと経営分析の実施 

（１）巡回・窓口相談時の経営分析（拡充） 

（分析先の掘り起こし） 

経営指導員を中心とした普段の巡回・窓口相談時に町内事業所を大きく４つのカテ

ゴリ(ランク)に分けた上で巡回訪問を行い、経営分析を行う小規模事業者の掘り起こ

しを行う。［下記 事業所ごとの支援策を測る段階的なスキーム整備 参照］ 

 

事業所ごとの支援策を測る段階的なスキーム整備（ランクごとの支援施策案） 

伴走型支援といっても、限られた職員の人数で、全事業所と一度に走るわけにはいか

ない。商工会との関係が良好でないと、経営分析に必要な資料を預かることもできな

い（例：決算書、試算表など）。とはいえ、全事業所一斉訪問と言っても、等しく 1

回ずつ行くのが良いとは限らない。むしろ、一般の事業所でも行っているマーケティ

ング活動と同様に、会員を商工会の利用頻度別にランク分けし、それぞれの関係性に

応じた支援から行うことで、より効果的な支援ができると考える。 
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ランク 基準 アプローチ 

Ａ 役員や青年部、女性部、労働保険や記

帳など日ごろから頻繁に支援している

事業所。 

財務諸表等を提出してもらい、経営分析

に直ちに取り掛かり、事業計画の策定に

結び付ける 

Ｂ 融資やイベントの参加のみなど、一時

的に支援を行っているが、継続的に支

援していない事業所 

経営分析の必要性を十分に説明し、場合

によっては事例の紹介を交えながら財務

諸表の開示を求める。 

Ｃ 商工会の会員事業所で商工会のサービ

スをあまり利用していない会員事業所

経営分析や、経営計画策定の必要性を説

明したり、商工会の行う支援サービスを

紹介する。 

Ｄ 非会員の小規模事業者 商工会の行う支援サービスを紹介し会員

加入を促す。 

 

（アプローチ） 

カテゴリ別に分け小規模事業者へのアプローチ方法を変えることで、商工会の利用

頻度の高い事業所に対しては、より明確な課題が発見しやすく、的確かつ効果的な支

援ができ、関係性が浅い事業所に対しては、まず商工会の業務内容を知っていただ

き、商工会を信頼していただくことにより、目的や状況に合わせた支援が可能とな

る。これまで経営指導員が中心となって利用していた経営カルテを活用し、企業情報

の収集も行える仕組みをつくる。 

 

（経営分析の実施） 

巡回・窓口相談時に経営分析の必要性を説明し、必要な資料を収集して後述の項目に

ついて経営分析を実施する。全国商工会連合会の「経営分析システム」を活用し電子

的に保存することで全職員が情報の共有を図ることができる。場合によっては、中小

企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」も活用し、経営危険度の点検をした

り、中小企業信用リスク情報データベースに蓄積された同業他社の大量データと比較

することで、自社の強み・弱みや内部・外部環境について経営分析を行う。 

(情報の活用方法) 

分析結果は、事業者へ紙媒体で提供し、計画策定に役立てる。分析結果をデータベー

ス化することで、タブレット端末も用いて提供し、小規模事業者に対して経営課題の

抽出を行うことが出来るようになり、計画策定にも活用していく。 

 

（２）金融相談時の経営分析（新規） 

日本政策金融公庫のマル経融資（小規模事業経営改善資金融資制度）や普通貸付制度

の相談時において、経営分析の必要性を十分に説明したうえで、後述の項目について

経営分析を実施し、事業所の経営課題の抽出に努める。融資の相談時に２期分の決算

書と直近の残高試算表を確認し、業況等と今後の見通しについてヒアリングを行う。

そして、各種帳票から財務分析、資金繰り、キャッシュフロー分析を上記「経営分析

システム」を活用して実施する。 

(情報の活用方法) 

分析結果は、事業者へ紙媒体で提供し、計画策定に役立てる。分析結果をデータベー

ス化することで、タブレット端末も用いて提供し、小規模事業者に対して経営課題の

抽出を行うことが出来るようになり、計画策定にも活用していく。 

 

上

の

段

階

へ

押

し

上

げ

る
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（１）、（２）の経営分析の分析項目は以下の通り 

・収益性分析 

会社の資本や売上に対していかに多くの利益を上げているかを見るもので、資本に

対する収益性と売上に対する収益性の大きく二つに分類される。 

・安全性分析 

企業が借金を返済できなくなって倒産しないかどうかという借金の返済能力を判断

するもの。借金と資産の割合やお金の流れのチェックなどを行う。 

・活動性分析 

会社の資産を効率的に活用し大きな売上を上げているかどうかを判断する。 

・生産性分析 

会社が設備や従業員などの生産要素を効率的に活用し、より多くの売上高や付加価

値などの成果を達成することが出来るかどうかを判断する。  

・成長性分析 

会社の規模の拡大の度合いや可能性を分析する。 

・その他（７Ｓ分析） 

 ７ｓ分析については独自様式を商工会で作成する。 

Shared value（共通の価値観・理念）Style（経営スタイル・社風）Staff（人材） 

Skill（能力）Strategy（戦略）Structure（組織構造）System（システム・制度） 

 

（経営分析の目標） 

内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

巡回・窓口経営分析件数 18 25 30 30 35 40 

金融相談における経営分析件数 0 10 10 15 15 15 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業者が経営課題を解決するため、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に対し、事業計画策定支援を行う。 

策定に当たっては知多信用金庫、日本政策金融公庫といった金融機関、愛知県商工会

連合会、あいち産業振興機構（特によろず支援拠点）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。 
 

（現状と課題） 

当商工会では、小規模事業者持続化補助金等の申請支援の一環として、事業計画策定支

援を平成２６年度は１３件、平成２７年度は１６件実施している。 

しかし、構想を紙に書くことが苦手な事業者が多く、計画書策定にあたっては、経営指

導員が主体であたることが多く、事業者の意思がしっかり反映されているとは言い難い

ことが課題である。今後は、事業者自身が事業計画書の必要性・有効性を認識したうえ

で、経営力向上に向けた計画書を策定する必要がある。 

 

 

事業計画策定支援の流れ 
 

 

（事業内容） 

事業計画策定支援の流れは以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状分析 

方向性の決定 

具体的施策の決定 

 ・ 巡回窓口相談 

・ 金融相談 

 

・ 経営分析 

・ 経済動向調査・需要動向調査等

の情報提供 

・ 個別相談会 

・ 巡回・窓口相談 

 

・ 経営計画策定支援 

 

・ 事業計画実施支援      

（フォローアップ） 
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（１）事業計画策定支援における体制整備（新規） 

小規模事業者の事業目的にあった事業計画策定を行うため、事業計画の策定ポイント

を定め、職員間で共有し事業計画策定支援を行う。 

 

①事業計画の策定ポイントの設定 

実際に事業計画策定支援を行ううえで、計画を策定する時のポイントを定める。 

・ストーリー重視の計画書 → 計画数値の根拠が明確 

・経営理念から方策まで、一貫性のある計画書 → 実現可能性が高い 

・独自の強みを深掘りした計画書 → 社内外への自社ＰＲ、信用力強化に役立つ 

・社員一人ひとりにスポットを当てた計画書 → 社員のヤル気と仕事力がＵＰ 

・銀行担当者が進んで融資稟議書を作成したくなる計画書 →スムーズな資金調達 

・一度作成したら繰り返し何度も使える計画書 → 進捗チェックや手直しが容易 

・黒字経営の仕組み化を、念頭に置いた計画書 → 実践的経営スキルの習得 

 

 ②情報の共有について 

事業計画策定支援にあたっては、他の職員も計画の内容を把握できるよう、全国商工

会連合会の経営改善計画作成システムを活用して電子的に保存することに加え、各事

業所ごとに経営計画策定支援における様々な資料をファイリングして、情報の共有化

をはかる。  

 

（２）事業計画書策定支援先の掘り起こし 

①毎月１回所定の日に事業計画策定等に関する個別相談会を開催し、事業計画策定

を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。（新規）【指針②】 

 個別相談会開催にあたっては、毎月１回定期的に開催する旨を会報・ホームペー

ジ等で周知する。 

②経営分析を実施した事業者に対して、巡回・窓口相談時に、事業計画策定の必要 

性を説明することで掘り起こしを行う。（拡充）【指針②】 
 

（３）事業計画策定支援（拡充） 

上記（２）①・②による事業計画策定希望者に対して個別に計画策定支援を行

う。事業計画の策定にあたっては、前述の経営分析や需要動向調査等の情報提供を

行い、策定支援に活用していく。そして、事業計画策定後のフォローアップに進捗

状況が確認できるよう、１カ月後・３カ月後・６カ月後・１年後の目標を設定す

る。 

また、事業計画の策定支援を行ううえで、ものづくり・商業・サービス革新補助

金、小規模事業者持続化補助金等補助金や経営革新計画の申請条件に合致するもの

があればこれらの制度を活用した事業計画策定支援もあわせて行う。【指針②】 
 

（４）創業計画策定支援（拡充） 

産業競争力強化法に基づく｢創業支援事業計画｣の認定を平成２７年２月に受け、近

隣市町村（阿久比町、半田市、武豊町、美浜町、南知多町）及び商工会・商工会議

所（阿久比町商工会、武豊町商工会、美浜町商工会、内海商工会、豊浜商工会、師

崎商工会、半田商工会議所）と共同で創業支援事業を実施する。ワンストップ相談

窓口を設置し個別に相談を実施することで、創業計画策定を支援していく。そし

て、地域金融機関等と連携し様々な創業時の課題を解決する。また創業塾を開催

し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画策定支援を行う。 
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（５）事業承継計画策定支援（新規） 

事業主の高齢化が進むと事業承継問題も課題となる。阿久比町の産業を衰退させな

いために、事業承継に取り組む必要がある。親族に後継者がいない場合において

も、従業員や他の企業との事業承継のマッチングも必要である。普段の巡回・窓口

相談の中から事業承継を検討している事業者の洗い出しを行い、事業者や後継者と

ともに事業承継計画を策定していく。 

 

（目標） 

項目 現状 29年度 30年度 31年度  32年度  33年度

事業計画策定個別相談件数 16 22 27 30 31 32

事業計画策定件数 16 22 27 30 31 32

創業塾開催回数 1 1 1 1 1 1

創業計画策定件数 0 1 2 3 3 3

事業承継計画策定件数 0 1 1 2 2 2

 

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、実施概要） 

当商工会では、小規模事業者持続化補助金等の申請支援の一環で、事業計画策定支援

を平成２６年度は１３件、平成２７年度は１６件実施しており、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。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現状である。 

これからは、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（特によろず支援拠

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。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定後のフォローアップ（拡充） 

事業計画策定後、１カ月後・３カ月後・６カ月後・１年後と年４回巡回訪問し、

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・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。さらに経営課題に応じて以下のフォローアップを行う。 
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① 販路開拓を課題とする小規模事業者の支援 

・ 商工会員の交流事業を開催し、商工会がパイプ役となり、小規模事業者同士だ

けでなく中小企業、行政等事業者同士の新たな連携等の取引を促進し、新規販

路の拡大を支援する。 

・ 販路開拓による小規模事業者の人材確保、特に高度な技術を持った人材や、若

手労働者の確保が課題である場合は、近隣商工会及び商工会議所（阿久比町商

工会、知多市商工会、東浦町商工会、武豊町商工会、美浜町商工会、内海商工

会、豊浜商工会、半田商工会議所、常滑商工会議所、東海商工会議所）と連携

して開催している合同企業説明会を紹介し、人材の発掘、採用に関する支援を

行うツールの一つとして活用する。 

 

② 地域活性化に資する取り組みに関する事を課題とする小規模事業者の支援 

後述の阿久比町商工会産業活性化委員会における検討課題や協議事項について、情

報提供を行い、経営計画策定の参考としながら、地域資源活用、６次産業化、農商

工連携等に新たに取り組む企業を発掘し、新事業展開の支援を行う。 
 

（２）「小規模事業者経営発達支援資金融資制度」等の利用勧奨（新規） 

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、なかでも日本政策

金融公庫の「小規模事業者経営改善資金」に加え、「小規模事業者経営発達支援

資金融資制度」や他金融機関による各種融資制度の利用を勧奨する他、小規模事

業者持続化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（新規） 

創業計画策定後に、３カ月に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、経営全般・金融・税務等の様々な課題に対し適切

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・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。 

 

・創業補助金の活用（拡充） 

   国等の創業補助金など創業に関する補助金がタイムリーにあれば、創業補助金の申

請も積極的に活用する。 

 

・知多地域創業支援特別融資制度の活用（拡充） 

   知多半島の５市５町における創業者で、地元の商工会・商工会議所の推薦を受け

られる方を対象に、創業に関して必要な資金を融資する制度であり、積極的に活

用する。◎取り扱い金融機関：知多信用金庫、半田信用金庫 

 

（４）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、３カ月に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、経営全般・金融・税務等の様々な課題に対し

適切な指導・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

知県事業引継ぎ支援センター・愛知県商工会連合会・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。 
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（目標） 

項 目 現状 29年度 30年度 31年度  32年度  33年度

事業計画策定後の 
フォローアップ件数 16 80 96 100 104 108

創業計画策定後の 
フォローアップ件数 

0 4 8 12 12 12

事業承継計画策定後の 
フォローアップ件数 

0 4 4 8 8 8

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題、実施概要） 

小規模事業者の多くは、時間的な制約等の理由から需要動向に関する情報収集がで

きていない。小規模事業者の持続的な発展のためには、需要と供給の関係をよく理解

することが重要であるが、消費者意識の変化や購入状況を把握することは、経営計画

を立てる上でも、またその後の経営改善を行う上でも必要な情報である。しかし、当

商工会では、需要動向調査を行っておらず、販路開拓・新商品（新技術）開発におけ

る有効な経営判断ができていない。 

小規模事業者が販路開拓・新商品（新技術）開発をする場合は、供給側からの発想

（プロダクトアウト）になりがちで、市場や消費者の立場での発想（マーケットイ

ン）となりにくい。 

そこで、事業計画策定支援の掘り起こしを行った小規模事業者、及び創業予定者か

ら、重点支援する４事業所を抽出し、各々の小規模事業者が「顧客志向」に立って

「消費者が何を欲しているのか」という発想を持ち、それを「見える化」して、販路

開拓・新商品・サービス開発に有益な経営判断材料とするために、需要動向調査を行

う。 

 

調査の種類 

２次データによる調査  

（１）消費者ニーズ調査（アンケート）  

    （２）商工会職員・商工会女性部員による分析・評価  

       

 １次データによる調査 

（３）日経テレコン POSYES  

      （４）各種機関発表の調査報告書及び業界紙等のデータからの分析・評価  

     

（事業内容） 

（１）消費者ニーズ調査（新規） 

消費者のニーズ（必要なもの）とウォンツ（欲しいもの）を的確に把握し、「消費

者はなぜそのように行動するのか、その行動の背景にある理由を発見する」ことを目

的に、一般消費者を対象に調査を実施する。なお調査実施時期については、商工会職

員が事業所と検討しながら決定し、調査の実施期間を 1月間と定めて行う。 

 

ア.調査対象者 

事業計画策定支援の掘り起こしを行った小規模事業者、及び創業者から、重点支

援する４事業所を抽出し、その事業所に来店した消費者を対象に需要動向調査を

行う。 
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イ．調査方法及び調査項目 

消費者のニーズを把握する為に、上記抽出事業所の店頭及び出張販売で商品・サー

ビスを購入した消費者にアンケート調査を実施する。（アンケート回収数は、1年

度、１事業所あたり 40 件とする） 

 アンケート調査は、商工会職員が事業所を伴走支援しながら作成し、事業所が顧

客に対して、商品・サービスの提供時に手渡す。回答しやすいよう、アンケートボ

ックスを設け、その場で記入していただくか、次回来店時に回収する。 

アンケートの調査項目は下記のとおり 

     コンセプト開発・評価調査として、 

・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 ・商品･サービスの改善点 

     ・接客態度や店舗の好感度 

などを収集項目とし、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。 

 

購買行動把握調査として、 

・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 

などを収集項目とし、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。 

 

 

 （２）商工会職員・商工会女性部員による分析・評価(新規) 

   商工会職員や女性部員など商工会内部の機能を活用して、小売・サービス業者が試

作した商品等についての価格設定、商品の分量、使い勝手、利用頻度、利便性、再

購入の意向等に関する意見を集約し、その分析結果を事業者にフィードバックし更

なる商品改良等につなげる。上記の４事業所について 1年度、1事業所あたり 1

回、(1)消費者ニーズ調査の時期に合わせて実施する。 

  

（３）日経テレコン POSYES(継続) 

日経テレコンのＰＯＳ情報から入手できる、265 万商品の時系列販売動向、売上貢

献「売れ筋商品ランキング」等のデータを、事業者の取扱い商品のジャンルに合わ

せ入手し、①上位ランクイン商品のシェア、②最多販売者層(性別・年齢)、③販売

価格などのデータを紙ベースで提供し、現在消費者に支持されている商品の情報を

販路開拓、売上の向上に活用してもらう。なお毎月末にデータを取りまとめ、事業

所に提供する。 

 

（４）各種機関発表の調査報告書及び業界紙等から収集したデータからの分析・評価(新規) 

国・調査機関が発表している調査報告書の消費動向・需要動向結果を商品・サービ

ス毎に取りまとめ、需要動向の参考資料とする。小売業・サービス業・建設業 

・製造業など業種ごとに、まとめ方を工夫する。なお収集する調査報告書は以下の

とおりとする。なお毎月末にデータを取りまとめ、事業所に提供する。 
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情報収集元 収集項目 

家計調査年報 
総務省が毎年実施する調査。世帯主の年齢別家計支出等から消費支

出が増えている品目の情報を収集する。 

消費動向調査 

内閣府が毎月実施する調査 

•消費者の意識（今後の見通し） 

•物価の見通し•趣味、レジャー、サービス等の支出予定  

•主要耐久消費財の保有・買替え状況を収集する 

各種新聞 

日本経済新聞、日経流通

新聞、中部経済新聞 

各種経済誌 

商業界、日経ビジネス、 

Ｓｔｅｐ(地域情報誌) 

価値観、ライフスタイルの変化による消費者の考え方に関する報

道、新聞記事、流行を追った雑誌掲載記事から情報収集する。 

・産業全体における現在の売れ筋商品や流行について収集する 

・産業全体における今後の売れ筋商品や流行について収集する 

   

 

 

（調査結果の分析） 

重点支援する４事業所について、調査した内容を、マーケットインの考えを充分に

浸透させることができるよう、商工会にて調査内容を業種の特性に応じて集計・分

析・加工する。各調査終了翌月末を目途に分析結果をまとめる。 

 

（調査結果の提供・活用方法） 

 

とりまとめたデータについて、紙ベースで提供し、商工会職員が事業所へ持参す

る。データの分析結果について説明し情報交換を行いつつ、店舗経営・売上向上の

ための伴走型支援の材料として活用する。また、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市場動向を見据えた事業計画策定にもフィードバッ

クすることで伴走型支援に役立てる。 

 

※今までにない新しい発想や商品は、固定概念を打ち破るところから始まる。こ

れまでのデータの蓄積やアンケート調査では見えないことが、イノベーションに

つながり、新しいビジネスにつながることもある。誰も欲してはいなかった、期

待していなかったことが世の中を動かす大きなうねりになることもある。そこを

見極め、アドバイスすることが商工会の腕の見せ所である。 

時にはユニークな選択を後押しすることも大切である。リスクや苦労は当然あ

るが、無難な選択ばかりでは、イノベーティブなことはできない。そういう時

は、調査結果にとらわれすぎないように注意する。 
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（目標） 

項目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度  33年度

調査対象企業数 0 4 4 4 4 4

(1)消費者ニーズ調査件数 
(調査対象企業数×40 件) 

0 160 160 160 160 160

(2)商工会職員・商工会女性 
部員による分析・評価 

  (調査対象企業数×1回) 
0 4 4 4 4 4

(3)日経テレコン POSYES(継続) 
  (調査対象企業数×12 回) 

12 48 48 48 48 48

(4)各種機関発表の調査報告及
び業界紙等から収集した
データからの分析・評価 
(調査対象企業数×12 回) 

0 48 48 48 48 48

 

 

 

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、実施概要） 

町内の小規模事業者は、規模が小さく突出した個性のない企業が多く、事業所を知っ

てもらい安心感を持って貰えれば、利用したいという消費者は多い。しかし、小規模事

業者単体では一般的に広く告知することは難しく、広報活動については小規模事業者か

らも要望が強く、商工会でも支援が必要であると考える。 

そこで、商工会の持つネットワークや、公共性を活用し、活用方法の提案や支援策の 

提示を行っていく。その結果、小規模事業者であっても住民の眼に触れる機会が格段に

増すことができる。合わせて、事業所同士のつながり、住民と接する機会の創出にも力

を入れる。展示会・即売会などのイベントを中心に接点を増やし、町内での交流や情報

交換を活性化させる。 
 

 

（事業内容） 

（１）各機関主催の展示会への出展支援（全事業所向け：新規実施） 

愛知県商工会連合会によるメッセナゴヤの出展ブースを始め、金融機関等その

他の機関が主催する展示会（しんきんビジネスマッチング等）の出展支援のた

め、事業者の販路拡大計画に合った地域や規模の展示会へ段階をおって参加勧

奨を行う。出展後は、商談内容などをヒアリングし、販路拡大に向けた相談支

援を行う。高度かつ専門的な指導や助言が必要と判断した場合は、愛知県商工

会連合会やあいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構等の専門家を活用し、

課題に応じた支援を行う。出展時、会場内でのＰＲ方法についても伴走支援を

実施し、ノウハウの提供に努める。また、来場者の生の声を、商工会職員もヒ

アリングして事業者にフィードバックする。 
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（２）阿久比町外における販路開拓に関すること 

① 飲食店・お土産店情報サイト及び製造業のデータベースおよびマッチング 

サイトの開設（全事業所向け：新規） 

販路と取引拡大をめざす小規模事業者を対象にホームページ構築をして販路開

拓と事業者の認知度の向上を図る。 

・ 商工会のホームページを発展させ、グルメ検索、商店検索などが行える情報サ

イトを作る。その中でも、利用者のニーズが高く、成果に結び付きやすい、町

内飲食店紹介と特産品を紹介したサイトを構築する。 

・ 製造業についても、製品や企業の特徴、技術紹介、保有設備と生産能力をまと

めた情報サイトを構築し情報提供を行う。更に、積極的なマッチングを促進

し、事業提携を発生させるため、交渉については商工会や近隣の支援団体を通

じて行うしくみにする。 

 

 

② 大型ショッピングセンターでの販売促進（全事業所向け：拡充） 

阿久比町だけでなく、知多半島内の近隣市町村から多くの消費者が来店する町

内の大型ショッピングセンター（アピタ阿久比店）において、現在年２回

（春・秋）、町内和菓子業者の即売会を開催しているが、新たに商業者だけで

なく、その他の業種も参加できるような即売会・展示会を開催し、企業ＰＲを

行う場を提供することで小規模事業者の販路開拓と認知向上を図る。 

 

 

③ マスメディアへのプレスリリース（全事業所向け：新規） 

経営計画の策定及び実施により新商品の開発や新サービスの提供を実施した

企業に対しては、地元新聞である「中日新聞」、「中部経済新聞」及び地元ケ

ーブルテレビである「ＣＡＣ」にプレスリリースを実施し、積極的に認知度の

向上を図る。 

 

（目標） 

項 目 現状 29年度 30年度 31年度  32年度  33年度

（1）展示会等へ参加した事業所数 0 2 2 3 3 4

（2）①マッチングサイト参加 
事業所数 0 20 30 40 50 50

②大型ショッピングセンターの 
即売会・展示会参加事業所数 

6 8 10 12 14 14

③商品開発・新サービス提供について
マスコミへのプレスリリース件数 0 2 2 3 3 4

上記により売上増加に導いた事業所数 0 4 4 4 4 4
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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 

今後の人口減少社会の到来を見据え、町内だけの集客だけでは限界があるため、町 

外からの集客をはかり、地域を盛り上げ、にぎわいを作り出すことを目的とした以下

の取り組みを行う。 

産業活性化委員会を設置し阿久比町の認知度向上に努め、ベッドタウンとしての住

みやすい街のレベルアップを図り、今後の地域活性化の方向性、具体策を検討す

る。検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、地域資源を活用した特産品開発、イ

ベント事業に取り組む。「創業者」及び「小売業」、「飲食店」、「地域内工業・建

設業」のＰＲ及び消費・取引拡大を目的とした商工まつりを年１回開催し、地域経済

活性化を図る。 
 

（現状と課題） 

毎年１１月の第３土・日曜日の２日間にわたって、阿久比町産業まつりを阿久比 

町、あいち知多農業協同組合と共同で開催している。ステージでのイベントのほか、

各ブースにて、町内事業所の商品や取組内容を紹介し、町内外へ向けたＰＲ活動を実

施してきた。商業・工業の販路開拓は出来ているが、農業者や農業協同組合との連携

を活用した取り組みができていない。 

 

（事業内容） 

（１）阿久比町商工会産業活性化委員会の設置と会議開催及び特産品開発支援（新規） 

地域の基幹産業間の連携を強化し産業の活性化による地域経済の発展を図るた

め、阿久比町商工会産業活性化委員会を設置する。委員会は、商工業者の代表者、

農業協同組合の代表者、農業者の代表者、行政の代表者等のメンバーから構成さ

れ、必要に応じて行政機関や金融機関、その他各機関との連携を図りながら、地域

の基幹産業間の連携を強化し、地域資源活用、６次産業化、農商工連携、特産品開

発の支援を行う。そして阿久比町のイメージアップ及び町外へのＰＲへ寄与する。 

地域資源活用、６次産業化、農商工連携、特産品開発を行う事業者を発掘し、そ

の事業者と連携をはかりつつ地産地消の取り組みや特産品開発などの支援を行う。 

 

 

（２）イベントによる地域活性化事業（拡充） 

  ・阿久比町産業まつりの開催 

毎年１１月の第３土・日曜日の２日間にわたって、阿久比町産業まつりを阿久比 

町、あいち知多農業協同組合と共同で開催している。従来のステージイベントのほ

か、飲食店コーナー等に加え、小規模事業者の企業ＰＲ、展示販売ブース、商談コ

ーナーを設置し、特色ある企業の商品、特産品の付加価値性を地域住民にＰＲす

る。 

 

  ・町内各イベントへの参加と販路開拓 

阿久比町内で開催される、農業まつり、梅まつり、納涼まつり、区民文化祭等各種

イベントに積極的に参加し企業の商品や特産品等のＰＲに取り組む。 
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 (目標) 

項目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度  33年度

産業活性化委員会開催回数 0 4 4 4 4 4

農商工連携・特産品開発成約件数 0 1 1 1 1 1

産業まつり出店者数  17 18 20 20 20 20

各種イベント参加回数  5 6 8 10 10 10

 

 

 

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等の情報交換に関すること 

（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、本会を含めた知多管内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行

ってきたが、同業組織内での情報交換に留まっていた。しかし、支援ノウハウについて

は今後もさらなる向上が必要で、さらに全職員体制で実施していくため、そのノウハウ

を職員間で共有し、全職員の資質向上に取り組まなければならない。今後は、地域内金融

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。 
 

 

（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吸収（継続） 

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。また吸

収した情報は職員間で共有化をはかる。 

（２）知多支部内８商工会職種別連絡会議への出席による情報交換（継続） 

定期的に支部内の各職種（経営指導員、補助員、記帳指導職員）ごとに連絡会議 

を開催し、各団体の支援ノウハウや、支援状況等や需要動向に関し情報交換するこ

とで、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を目指す。 

ａ．構成商工会 知多支部内８商工会 

 知多管内４商工会議所（経営指導員のみ） 

 

ｂ．参 加 者 ①愛知県知多県民センター産業労働課担当職員 

②愛知県商工会連合会担当職員 

③知多支部内８商工会職員 

④知多管内４商工会議所職員（経営指導員のみ） 

⑤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 
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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 

 

ｄ．情報共有 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を翌日の朝礼や職員会議で発表した

り、説明資料の回覧を行うなどして情報の共有化をはかる。 
 

（年間スケジュール） 
項目 開催時期 参加者 得られる効果 

知多経営指導員会 
5 ・ 7 ・ 9 ・
11・1・3月

1名 
地域の需要動向、事業者の
経営状況や支援に役立つ情
報交換 

知多補助員会 7・12 月 1 名 
各団体の取組み状況や支援
ノウハウの情報交換 

知多記帳指導職員会 12 月 2 名 
各団体の取組み状況や支援
ノウハウの情報交換 

 

（３）地区内金融機関等との連携による情報交換（新規） 

現在、知多半島の５市５町における創業者で、地元の商工会・商工会議所の推薦を

受けられる方を対象に、創業に関して必要な資金を融資する制度である「知多地域創

業支援特別融資制度」において、金融機関（知多信用金庫、半田信用金庫）と連携し

ているが、地区内の具体的な情報交換まではできていない。そこで、地元の金融機関

と定期的の地区内小規模事業者の経営状況や需要動向、支援ノウハウ等について情報

交換を行い、支援レベルの向上を図る。 

また、よろず支援拠点とも情報交換の場を設け、支援ノウハウの等の吸収を行い、

支援レベルの向上を図る。 

そして吸収した支援ノウハウや様々な情報は職員間でミーティングや資料の回覧等に

より情報の共有化をはかる。 
 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営発達支援計画を実行するうえで、職員の資質向上は重要であり、特に当商工会のよ

うな小規模商工会においては、全職員体制で実施していくため、全職員の資質向上に取り

組まなければならない。現在は、愛知県商工会連合会が実施する研修に経営指導員が中心

となり参加しているが、計画的な資質向上を図っていない。特に支援ノウハウについて

は、今後もさらなる向上が必要で、さらに全職員体制で実施していくため、そのノウハウ

を職員間で共有し、経営指導員のみならず全職員が経営分析や経営計画の策定に対する支

援力を向上させていかなければならない。 

今後は、全国商工会連合会が主催する研修の参加に加え、関係機関が主催する「経営関

係セミナー」や中小企業大学校の主催する研修に経営指導員が参加することで、売上げや

利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。また、愛知県商工会連合会等が主

催する下記記載の研修に積極的に参加し職員の資質向上を図る。 

研修後は、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を翌日の朝

礼や職員会議で発表し、説明資料の回覧を行うなどして職員内で情報の共有化を図る。さ

らに、以下（１）～（４）までの項目を実施することにより職員の移動等が生じても、経

営支援に支障をきたすことなく、継続的な支援体制を構築する。 
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（１）専門家派遣指導への同行による支援ノウハウの吸収（継続） 

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。 

 

（２）定期的な勉強会の実施(新規) 

 当商工会内で全職員を対象とした「経営支援等勉強会」を年３回（６月、９月、１２

月）開催し、経営支援の成功事例や問題解決に至る手法、各自参加した研修内容の報告や

地域等の経済動向調査結果などについて、経営指導員を中心に職員間のノウハウを共有す

ることで資質向上を図る。また、巡回訪問時に経営指導員と補助員等とチームを組んで小

規模事業者を支援することにより、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴに

よる伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

(３)職員間の情報共有化(新規) 

 支援事例や調査分析結果等は、経営カルテを用いて情報を共有化する。タブレットを

活用して、外出時など、いつでも情報を引き出せるようにする。 

 若手職員等の支援ノウハウの習得のため、巡回訪問や個別相談業務において、ベテラ

ン職員とペアで小規模事業者を支援することで、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶ 

など、ＯＪＴを基本とした支援能力の向上に努める。 
 

（４）各種研修会への積極的な参加（継続） 

愛知県商工会連合会などが開催する様々な研修等へ参加し、支援能力の向上を図る。 

研修後は、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を翌日の朝

礼や職員会議で発表したり、説明資料の回覧を行うなどして職員内で情報の共有化を図

る。 

（年間研修計画） 

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・7・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・11 月 2 名 商工会運営管理知識向上 

中堅職員研修会 6 月 1 名 中堅職員の知識、支援力向上

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・1 月 2 名
若手職員の基本知識、支援力
向上 

愛知県商工会職員協議会主催研修会 6・12 月 1 名 職員の知識、支援力向上 

支部商工会経営指導員による「指導員研修」 
5・7・9・

11・1・3月
2名

経営指導員の知識、支援力向
上、情報交換 

支部商工会補助員による「補助員研修」 7・12 月 1 名
補助員の知識、支援力向上、
情報交換 

支部商工会記帳指導職員による「記帳指導職員 
研修」 

12 月 2 名
記帳指導職員の知識、支援力
向上、情報交換 
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（５）中小企業基盤整備機構中小企業大学校研修への積極的な参加（新規） 

中小企業基盤整備機構の運営する中小企業大学校研修へ積極的に参加し、支援能力の

向上を図る。様々な経営手法の習得を図り、小規模事業者の支援に役立てる。研修後

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を職員会議で発

表したり、資料の回覧を行うなどして職員内で情報の共有化を図る。 
 

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  職員ミーティングにおいて、事業の進捗状況、成果をまとめ、反省点、改善策等 

を協議、検討する。 

②  事業の進捗状況は、偶数月に開催している理事会において支援計画の進捗状況を 

報告し、改善策等の助言を受ける。 

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 

を行うための有識者会議を設け、阿久比町産業観光課長、中小企業診断士、税理

士、知多信用金庫等の外部有識者に参画いただく。 

④  事業の成果、評価、改善方針は年１回、理事会に報告し、決定する。 

⑤  事業の成果、評価、改善方針を商工会のホームページで公表し、小規模事業者が 

閲覧できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ 
経営発達支

援計画策定 

Ｄｏ 
事業実施 

 
改善 

 
評価 

【有識者会議】 

事業の実施状況、成果の評価、 

改善策案の提示 
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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 

・ 事務局体制 

  事務局長１名、経営指導員２名、補助員１名、記帳専任職員１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、記帳専任職員１名、記帳指導員１名 

  当商工会は全職員６名の小規模商工会であるため、事業推進は全職員で行う。 

 

（２）連絡先 

  阿久比町商工会 〒470-2212 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字古見堂 48 

 TEL 0569-48-7085 FAX 0569-48-6087 

 E-mail  agui@aichiskr.or.jp 

 ホームページ http://agui.town-web.net/ 

 

 

 

（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 8,210 8,010 8,010 8,010 8,010

 

小規模企業対策事業

費 

1 経営支援事業費 

2 講習会等開催費 

3 地域振興事業費 

4 研修事業費 

5 施策普及費 

 

800

240

6,700

30

440

600

240

6,700

30

440

600

240

6,700

30

440

 

 

600 

240 

6,700 

30 

440 

600

240

6,700

30

440

（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．市町村補助金（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（イベント等） 

（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 
 
・阿久比町 町長  竹内啓二 
知多郡阿久比町大字卯坂字殿越 50  TEL 0569-48-1111 
 

・愛知県 知事  大村秀章 

名古屋市中区三の丸 3-1-2  TEL 052-954-6330 

 

・(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  TEL 052-715-3061 

 

・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  TEL 052-715-3061 

 

・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  TEL 052-454-0541 

 

・(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  TEL 052-201-3003 

 

・日本政策金融公庫 熱田支店 国民生活事業統括 近藤通哉 

名古屋市熱田区玉の井町 7-30  TEL 052-681-2271 

 
・知多信用金庫  理事長 榊原 康弘 
 愛知県半田市星崎町 3-39-18 TEL 0569-23-3211 
 
・半田信用金庫 理事長 本美勝久 
 愛知県半田市御幸町 8  TEL0569-21-2411 
 
・あいち知多農業協同組合 阿久比事業部 事業部長 青木幹男 
 知多郡阿久比町大字阿久比駅前 1-1  TEL 0569-48-1121 
 

・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  TEL 03-6268-0088 

 

・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 

 

・武豊町商工会 会長 天木一馬 

知多郡武豊町忠白田 11-1  TEL 0569-73-1100 
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・知多市商工会 会長 安島克俊 

 知多市新地字下森 11-1  TEL 0562-55-0700 

 

・東浦町商工会 会長 成田盛雄 

 知多郡東浦町大字石浜字岐路 28-2  TEL 0562-83-6123 

 

・美浜町商工会 会長 横田和弘 

知多郡美浜町大字北方字山鼻 48-1  TEL 0569-82-3951 

 

・内海商工会 会長 西田幸治 

知多郡南知多町大字内海字先苅 31-2  TEL 0569-62-0403 

 

・豊浜商工会 会長 石黒兼幸 

知多郡南知多町大字豊浜字会下坪 27-2  TEL 0569-65-0004 

 

・師崎商工会 会長 坂下和久 

知多郡南知多町大字片名字新師崎 8-3  TEL 0569-63-0349 

 

・半田商工会議所 会頭 榊原康弘 

半田市銀座本町 1-1-1  TEL 0569-21-0311 

 

・東海商工会議所 会頭 橋山和生 

 東海市中央町 4-2  TEL 0562-33-2811 

 

・大府商工会議所 会頭 木村勝昭 

 大府市大府市中央町 5-70  TEL 0562-47-5000 

 

・常滑商工会議所 会頭 牧野克則 

 常滑市新開町 5-58  TEL 0569-34-3200 

 

・愛知県事業引継ぎ支援センター 

 名古屋市中区栄 2-10-19 TEL 052-223-5985 

連携体制図等 

 

１．地域の経済動向調査  ５．需要動向調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携者 知多信用金庫、愛知県、愛知県商工会連合会、中部経済産業局 他 

役 割 経済動向情報の提供、需要動向等の情報提供 

商工会   連携者 

小規模事業者



33 
 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携者 あいち産業振興機構（特によろず支援拠点）、中小企業基盤整備機構、 

日本政策金融公庫、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携者 あいち産業振興機構（特によろず支援拠点）、愛知県信用保証協会、愛

知県商工会連合会、知多信用金庫、日本政策金融公庫及び民間金融機関

他 

役 割 ・事業計画、創業計画、事業承継計画の策定  

・情報の提供、税務相談、金融相談、人材支援 

・創業塾の開催 

 

商工会   連携者 

小規模事業者

商工会   連携者 

小規模事業者
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４．事業計画策定後の実施支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携者 愛知県、あいち産業振興機構（特によろず支援拠点）、愛知県商工会連

合会、愛知県事業引継ぎ支援センター、日本政策金融公庫及び民間金融

機関 他 

役 割 ・計画策定後のフォローアップ協力 

・小規模事業者に対する資金調達支援（金融機関） 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携者 愛知県、あいち産業振興機構（特によろず支援拠点）、阿久比町、 

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 【役割】 

・イベントの開催 

・マッチングサイトの開設支援 

・ショッピングセンターでの販売促進 

・マスメディアへのプレスリリース 

 

 

 

商工会   連携者 

小規模事業者

商工会   連携者 

小規模事業者


