
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
名古屋商工会議所（法人番号 3180005004298 ） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

小規模事業者それぞれが持つ課題を解決し持続的発展を遂げていくた

め、行政および関係機関と連携し前計画の取り組みに加えて、新たに事

業承継支援の強化、ＩＴ化経営指導の推進、支援の見える化や経営指導

員の支援力向上を図ることで、経営者と一体となった伴走型支援により

「“小さくとも自ら輝きを放つ企業”の育成」を目指す。 

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】    P10～P13 
 的確な指導を行なうために、支援を行なう個社及び地域の状況を把
握する。 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】      P13～P17 
  事業計画策定時や策定後に適切な支援をしていくために当該企業の

財務状況・強み・弱みを分析する。 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】     P17～P21 

  小規模事業者の取り巻く経営環境の変化に対応し、顧客ニーズや自
らの強み・弱みを踏まえた事業計画に基づく経営の推進を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 P21～P26 
  策定した事業計画における進捗を確認し、事業者の置かれた状況に

応じて必要な支援を伴走型で実施していく。 
５．需要動向調査に関すること【指針③】       P27～P30 
 マーケットインの考え方を浸透させ、小規模事業者の提供する商品
や役務の需要動向調査実施を支援する。 

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】 P30～P36 
 需要創造や掘り起こしに向け、多様な顧客ニーズにあった商品・サ
ービスを提供・発信する機会を増大させるための販路開拓支援を行
なう。 

Ⅱ．地域の活性化に資する取組             P36～P39 

  小規模事業者の経営改善と密接な関連のある地域経済環境に対し

て、管区内の商工業の総合的な改善発達を図るため、幅広い事業を

展開する。 

 

連絡先 

 
名古屋商工会議所 中小企業・会員支援部 

経営革新支援グループ   三上哲也 
名古屋市中区栄二丁目１０－１９ 電話（０５２）２２３－５７４４ 
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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 

〔名古屋市の現状〕 

名古屋市は、本州中央部の濃尾平野に位置し、伊勢湾に南面しており、面積は 326.43

㎢で、緩やかな東高西低の地勢である。市域の北から南にかけては庄内川が、東から南

にかけては天白川が流れ、伊勢湾にそそいでおり、市の中心部には、名古屋城築城の際

に開削された運河（堀川）が、台地の裾野に沿って南北に通じている。 

名古屋市の地形は、東部の丘陵地、中央部の台地、北・西・南部の沖積地の、大きく

3つに分かれる。 

東部(守山・千種・名東・天白・緑区)は、なだら

かな丘陵が続き、良質の粘土を産することから、古

墳時代から鎌倉時代の初めにかけては一大窯業生産

地を産み出し、現在では、安定した地盤であるため

開発も進み、住宅地や文教地区となっている。 

市の中央部(中・東・昭和・瑞穂区と南・熱田区の

一部)は、平坦な台地に立地している。台地上には、

原始時代以降の人々の生活の痕跡が認められ、江戸

時代には、東海道の宮宿と桑名宿との海上交通（七

里の渡し）の港として賑わった。現在でも、商業・

住宅地としてさかえ、中心部では再開発が進められている。 

北・西・南部(北・西・中村・中川・港区と熱田・南区の一部)は沖積地で、伊勢湾台

風の折、甚大な被害があったように、洪水の危険や排水の苦労があるものの、水利はよ

いため、稲作を主とする農業地帯として発展し、国道 1号線より南の一帯は、水田とし

て開発された。現在は、市の人口増加とともに市街地化が進み、工業用地確保のための

埋立も行われ、名古屋港付近は工業地帯となっている。 

 

〔名古屋市の人口〕 

名古屋市は平成 28 年に人口が 230万人を突破し、20年連続で増加し、過去最大とな

った。平成 25 年からは自然減が続いているが、それを上回る社会増によって人口増加

が続いているものの、生産年齢人口は平成 2年をピークに減少し、老年人口は増加の一

途となっており、近い将来人口のピークアウトが予想されている。 

平成 18 年以降、社会増の最も多い地域は中部（愛知県を除く）であったが、平成 26 

年から 3 年連続で国外となっているほか、愛知県内他市町村に対しては、4 年連続で

社会増が拡大して過去最大となった。また、平成 18 年以降、関東への社会減が最も多

く、平成 24 年以降 5 年連続で社会減が拡大している。中でも、20 代の社会増減では

男性が概ね社会増となっている一方で女性が一貫して社会減となっており、平成 25 年

以降は女性の社会減の拡大が続いている。 
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このため、今後の少子高齢化の進展によって、中小企業の人材確保が困難になるほか、

商店街を支える担い手不足など厳しさが増すことが予想される一方で、2020 年東京オ

リンピック･パラリンピック開催を好機とした波及効果や、平成 39 年に開業を目指すリ

ニア中央新幹線による首都圏との交流拡大等により、その波及効果を当地域に最大限に

取り込み、経済的効果の享受や交流人口の拡大等に活かさなければならない。 

 

○名古屋市の人口推移（昭和 20年～平成 28年） 

 
出典）名古屋市総務局企画部統計課 

〔名古屋市の事業者数〕 

中小企業は市内事業所数の 99％を占めており、雇用や地域経済を支えているほか、

まちづくりや災害対策など地域社会に大きく貢献しているが、中小企業を取り巻く経営

環境は、市場の成熟化や競争の激化などへの対応が求められ、また少子化等の要因によ

って人材確保が困難になるなど、厳しさを増している。 

従業者規模別に事業所数の推移をみると、小規模事業者において減少傾向が大きいこ

とが分かり、従事者 4人以下の事業所では、平成 21 年の 72,844 事業所から平成 26 年

では 67,467 事業所となっており、小規模事業者のおかれた厳しい状況を伺うことがで

きる。 

○名古屋市内事業所数の推移（従業者数の規模別）                （事業所） 

 平成２１年 平成２４年 平成２６年 

名古屋市の事業所数 １３０，００９ １２１，７７８ １２４，６３６ 
 4 人以下 72,844 66,618 67,467 

 5 ～ 9 人 27,616 26,031 26,749 

 10 ～ 19 人 16,118 15,588 16,328 

 20 ～ 29 人 5,742 5,553 5,796 

 30 ～ 49 人 4,175 4,004 4,174 

 50 ～ 99 人 2,601 2,410 2,562 

 100 ～ 299 人 1,360 1,262 1,269 

 300 人以上 331 312 291 

管内の小規模事業者数 ７８，２８５ ７２，１６４ ― 
出典）経済センサス（平成２１年、平成２４年、平成２６年）、名古屋商工会議所管内は、名古屋市守山区、緑区（大高地区を除く）以外の名古屋市域 
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名古屋市内の事業所数を産業別にみると、卸売業・小売業やサービス業など第 3次産

業の比率が 8割を超えており、東京 23区や大阪市と同様の傾向にある。 

また、愛知県に占める割合をみると、「情報通信業」、「学術研究、専門・技術サービ

ス業」が 5割以上を、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、「不動産業、物品賃貸業」、

「宿泊業、飲食サービス業」が 4割以上を占めており、名古屋圏に集積するモノづくり

産業のビジネス支援拠点としての機能を果たしていることがわかる。 

サービス産業については、製造業からのアウトソーシングや社会構造の変化による新

たな需要などにより市場の拡大が見込まれ、その重要性がますます高まっている。一方、

サービス産業はその特性から一般的に労働生産性が低くなりがちであり、また、人手不

足などの課題も抱えていることから、IT 技術の導入やサービスの質の向上、新たなサ

ービスの開発などの取り組みの推進が必要と考えられる。 

 

○名古屋市内事業所数の産業別内訳 

 
事業所数 

（事業所） 

地域の事業所数 

における割合 

愛知県における 

割合 

【参考】 

小規模事業者数 

第１次産業（農林漁業） 56 0.0% 6.1% 0 

鉱業，採石業，砂利採取業 0 0.0% 0.0% 0 

建設業 8,654 6.9% 31.0% 6,685 

製造業 10,896 8.7% 28.5% 8,758 

第２次産業（合計） 19,550 15.7% 29.5% 15,443 

電気・ガス・熱供給・水道業 58 0.0% 24.3% 0 

情報通信業 2,413 1.9% 68.6% 1,192 

運輸業，郵便業 2,372 1.9% 31.7% 1,389 

卸売業，小売業 32,929 26.4% 41.2% 17,699 

金融業，保険業 2,311 1.9% 46.8% 1,524 

不動産業，物品賃貸業 8,582 6.9% 44.1% 6,962 

学術研究，専門・技術サービス業 7,130 5.7% 51.7% 4,318 

宿泊業，飲食サービス業 18,360 14.7% 43.4% 10,788 

生活関連サービス業，娯楽業 9,895 7.9% 37.1% 6,882 

教育，学習支援業 4,144 3.3% 35.2% 1,947 

医療，福祉 8,826 7.1% 39.8% 1,494 

複合サービス事業 381 0.3% 27.2% 0 

サービス業（他に分類されないもの） 7,629 6.1% 38.5% 2,526 

第３次産業 105,030 84.3% 41.5% 56,721 

総計 124,636 100.0% 38.9% 72,164 

出典）経済センサス（平成２６年、小規模事業者数については名古屋商工会議所管内の平成２４年経済センサス） 

〔小規模事業者の現状と課題〕 

 

○既存の小規模事業者 

小規模事業者の抱える課題については、約 3年前では全業種を通じて「需要の停滞」

を指摘する声が多かったが、本年でもかわらず「需要の停滞」を問題点としている事業

者が多い。一方で、本年の調査では「従業員の確保難」「熟練技術者の確保難」など、

人手不足に関する問題点を挙げる事業者も目立ってきている。 

このことから、慢性的な需要の停滞が経営環境の悪化を招いていることに加え、人材

難やニーズ変化への対応など、小規模事業者が対応に苦慮していることが浮き彫りとな

っている。 
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○名古屋商工会議所管内の小規模事業者の今直面している経営上の問題点 

 平成26年10～12月  平成 29年 7～9月 

製造業 

１位 需要の停滞 

➔ 
需要の停滞 

２位 製品単価の低下 熟練技術者の確保難 

３位 ニーズ変化の対応 製品ニーズの変化への対応 

建設業 

１位 請負単価の低下 

➔ 

民間需要の停滞 

２位 民間需要の停滞 
従業員の確保難 

下請業者の確保難 

３位 材料価格の上昇 
請負単価の低下・上昇難 

官公需要の停滞 

卸売業 

１位 需要の停滞 

➔ 

需要の停滞 

２位 販売単価の低下 メーカーの進出による競争の激化 

３位 仕入単価の上昇 

人件費の増加 

販売単価の低下・上昇難 

従業員の確保難 

小売業 

１位 需要の停滞 

➔ 

需要の停滞 

２位 販売単価の低下 大型店・中型店の進出による競争の激化 

３位 ニーズ変化の対応 
販売単価の低下・上昇難 

消費者ニーズの変化への対応 

サービス業 

１位 ニーズ変化の対応 

➔ 

利用者ニーズの変化への対応 

２位 利用料金の低下 店舗施設への狭隘・老朽化 

３位 需要の停滞 利用料金の低下・上昇難 

出典）名古屋商工会議所調べ 

また、団塊の世代の中小企業経営者が高齢化による引退の時期を迎えているものの、

多くの中小企業・小規模事業者では事業承継の準備ができておらず、後継者不足が深刻

化している。中には優れたポテンシャルを持っているものの、創業者の引退による営業

力、組織力の低下により廃業となる中小企業・小規模事業者もあり、円滑な世代交代や

計画的な事業承継が必要となっている。 

一方で、高い技術力をもつ企業からのスピンアウトや新事業への展開、大学発ベンチ

ャーなど、創業が活発に行われることは、新たな産業を生み出す原動力となり、地域経

済の活性化や雇用につながる。 

 

○創業者 

名古屋市の創業者についてみると、業種別では、「建設業」、「卸売業、小売業」、「学

術研究、専門・技術サービス業」の順に多くなっており、創業者数全体の 8 割以上を

男性が占めている。創業者のうち 20歳～ 39歳の占める割合は 16.57％と全国よりも高

くなっている。また、名古屋市は、愛知県や全国に比べると開業率が高く、平成 26 年

度は開業率が廃業率を上回っている。 

地域活力を維持・拡大するためにも、魅力的なビジネスインフラの整備とともに、既

存の事業者に対する事業承継支援や、開業支援を積極的に行っていくことが重要であ

る。 
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○業種別にみた名古屋市の創業者 

出典）平成 24年就業構造基本調査(総務省統計局)より名古屋市作成 

 

〔第１期経営発達支援計画における成果と反省〕 

・2015年 11月から 2018 年 3月の期間中、「小さくとも自ずから輝きを放つ企業の育成」

を目標に、第 1期経営発達支援計画の遂行に取り組んだ。 

・「Ⅰ．経営発達支援事業の内容」については、地域動向調査、経営状況分析、事業計

画策定、策定後支援、需要動向調査、新規需要開拓で計画していた取り組みを実行し、

おおよそ目標通りの効果をあげることができた。ただ事業計画策定希望者を掘り起こ

して取り込むというところまでは展開できてはおらず、第１期計画における目標値の

中にも、個社に対する効果という側面での評価にはそぐわない項目があった。 

・「Ⅱ．地域の活性化に資する取組」については、取組内容（広報活動や経営指導員に

よる巡回）を通して、計画通り地域経済活性化の効果を高めることができたと評価し

ている。 

・「Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組」については、

計画事項を漏れなく取り組むことで他支援機関との間や経営指導員内部で支援ノウ

ハウの共有を図ることができたが、さらに管内の小規模事業者数に対応していくため

に組織の財産として支援ノウハウを蓄積し効率的に共有化する必要があると考える。

また、小規模事業者への支援情報は経営指導員がカルテ・データベースに入力してい

るが、管理項目が不足していたり、入力されたデータの分析・活用も十分とは言えな

かった。今後支援を充実させて効率化を図るためにも、支援情報を一元化した情報シ

ステムの改善・強化が必要である。 
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〔小規模事業者の中長期的な振興のあり方〕 

 

・愛知県・名古屋市においては、2020年を見据えた産業振興ビジョンを策定し、中小・

小規模企業においては、①新事業進出に取り組む企業の増加、②創業者の増加などに

力を入れている。 

 

「あいち産業労働ビジョン 2016-2020（愛知県）」                   

産業力・人材力・地域力を「高め」「支え」「つなぐ」 

活力と持続力ある日本一の「産業首都あいち」づくり 

産業力･人財力・地域力の好循環により、日本一ビジネスがしやすく、働きやすく、暮らしやす

い環境をつくり、活力にあふれ、サスティナブル（持続可能）な地域の実現を目指す。 

（小規模事業者に関連する部分を以下に抜粋） 

「中小・小規模企業の企業力強化」 

 

 

 

 

「名古屋市産業振興ビジョン 2020（名古屋市）」                   

『ビジネス・エコシステム』により 

新たな価値が生まれ続けるまち名古屋 

・ビジョンを創出・共有し、その実現に向けて従来の産業や地域の枠を超えて交流・連携 

・互いの自律的な活動、競争・補完関係により持続的な経済成長を実現 

・創造された価値を受け取った社会が、さらに新たな価値を求めることにより新市場を創出 

（小規模事業者に関連する部分を以下に抜粋） 

「だれもがビジネスに挑戦できるまち名古屋」 

 ～地域に魅力と活力を生み出す中小企業の支援～ 

 

 

 

 
 

 

 

 

◆成果達成目標 

 ・開業率：5.24％ → 6％（2020 年度までに） 

 ・中小企業の製造品出荷額等の全国シェア：8.59％ → 10％（2020年までに） 

◆成果指標 

 ・新事業進出等に取り組む企業の割合：28.4％ → 37.0％（2020年度までに） 
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〔名古屋商工会議所中期計画と１０年後の名古屋〕 

 

・名古屋商工会議所では、2009年以来、３ヶ年の中期計画を策定して、計画の柱に中小・

小規模企業支援を位置付けている。各計画における中小・小規模企業支援関連事項と

しては以下のとおりであった。 

 

・①第１期中期計画（2009 年～2011 年）では、中小企業向け経営支援として「経営革

新塾」を開講するとともに、「愛知県事業引継ぎセンター」を開設した。 

・②第 2期中期計画（2012年～2014年）では、「経営革新等支援機関」の認定を取得し、

「消費税転嫁対策窓口相談等事業」を開始するとともに、「名商挑戦型企業経営塾（食

品編）」を開講し、「経営発達支援計画」を申請した。 

・③第 3 期中期計画（2015 年～2017 年）では、経営発達支援計画第１期の申請・取得

を受け、小規模事業者に対して事業計画策定の重要性を説いたセミナー開催や専門家

派遣等を通して持続的発展に寄与した。 

・現在、④第 4 期中期計画（2018 年～2020 年）を策定中であるが、ＩＴサービスを使

って事業の生産性向上を推進する支援や事業者の高齢化によって発生する後継者不

在・廃業という問題に対する事業承継支援に重点を置いて取組む。さらにマーケティ

ング的思考を取り入れた小規模事業者支援や、現在個別で収録されている過去の各種

支援を統合して小規模事業者に対して効率的かつタイムリーな追加支援ができるよ

う、情報基盤の整備を検討している。 

・なお、名古屋は今から 10年後の 2027年に、リニア中央新幹線の東京－名古屋間の先

行開業を迎えるため、これからの 10 年間は名古屋地域にとって、街づくりと産業振

興の両面において、正念場の時期を迎える。 

・名古屋商工会議所「リニア中央新幹線を見据えた会員意識調査」（2017 年 7 月、会員

企業 300社に対して実施）によれば、当地への経済活動や来訪客・都市への集積等へ

の好影響を予測する回答が多かったが、東京への集中加速の懸念意見も３９．９％を

占めており、そうなると管内小規模事業者の事業にも少なからず影響があるものと考

える。 

・また同調査における産業育成面での影響については、「次世代モノづくり産業の育成」

「商業・サービス業の集積と都市デザインの融合」「ベンチャー、スタートアップの

環境整備」「ＩＴの振興」を課題にあげる回答が多くを占めた。小さくとも優れた技

術力・他にはない競争力を持った小規模事業者を育成・発展させるとともに、2014年

には開業率が廃業率を上回った勢いのある名古屋市の特性を次世代につなげるため

に今後も創業者支援に力を入れていく必要がある。またＩＴを使った経営革新は時代

の流れであり、小規模事業者においても会計面等本業以外の業務でＩＴを使って省力

化を図り、人手不足の状況を解消して販路拡大していくことも必須である。 
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・当地域の小規模事業者にとって、リニア開業に至る今後の 10 年間は、他地域にも増

して、変化が激しく競争が厳しい時代になる可能性が高い。④第 4期中期計画（2018

年～2020年）においては、人手不足・需要不足への対応が喫緊の課題になるとともに、

事業者の高齢化による後継者不在という問題に対しても地域官民あげて計画的な事

業承継の促進に取り組まなければならない。また小規模事業者は人手不足・需要不足

の中、生産性向上が喫緊の課題となっているが、業務の効率化にはＩＴの活用が必要

となり、経営指導においてもＩＴ面における経営支援が必須となる。さらには経営支

援を見える化して広く公開することで、当所の支援をＰＲしてより多くの小規模事業

者に利活用を図る。合わせてこれらの取組の基盤として、経営指導員の支援力向上を

図り、より多くの小規模事業者に対してより幅広い対応ができるように取り組んでい

く。 

・ちょうど、名古屋商工会議所の第 4期中期計画と同時期の 3ヶ年計画となる第 2期経

営発達支援計画においても、リニア開業に至る今後の 10 年間に起こるであろう変化

を見通して、計画の重点テーマを検討する必要がある。 

 

 

○上位計画から導かれる「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」について 

 

  2027 年に予定されているリニア中央新幹線の東京～名古屋間の開業により首都圏

から当地まで人口５千万人規模の大交流圏が誕生することとなり、広域的視点のもと

での発展が不可欠であり、首都圏へのストロー現象を最小限に食い止めるためにも、

この地域で独自の強みを発揮していくことが求められる。また、この地域の強みであ

る“モノづくり”に代表されるような技術力を活かすとともに、活力あるまちづくり

の一環として、創業者への支援や若者（学生）との協働による取組とともに既存の小

規模事業者の持続的発展を遂げていく必要がある。 

  愛知県、名古屋市の上位計画及び当所の中期計画を受け、かつ当所としては前経営

発達支援計画での目標値をほぼ達成していることから、当計画では引き続き「“小さく

とも自ら輝きを放つ企業”の育成」を目指し、更なる質の向上を図るとともに、イノ

ベーションへの挑戦など意欲ある小規模事業者の取り組みを多方面から支援するた

め、以降の方針を設定する。 
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目標   “小さくとも自ら輝きを放つ企業”の育成  

 
支援対象母数である小規模事業者 72,164社（2012年経済センサス調査値）

に対して、当所経営指導員の総力を結集して支援していく。第２期の目標は前

計画と同じであるが、前計画時よりも、より多くの小規模事業者を、より多方

面から、より深く支援していく。 

 

 方針１  

「Ⅰ．経営発達支援事業の内容」については、管内小規模事業者における状況・動向と

第１期における評価・反省に鑑み、第２期においては「事業承継支援の強化」「ＩＴ

化経営指導の推進」「支援の見える化」に特に重点を置き、改善して取組むこととす

る。 

 少子高齢化の実情が小規模事業者に及ぼす影響に対して、少しでも事業の持続化に寄

与するため「事業承継支援の強化」をし、人手不足の事業者が本業以外の周辺業務に

忙殺されている状況に対して本業に従事できる時間を作り出すため「ＩＴ化経営指導

の推進」を行なう。さらにこうした改善・工夫をして得られた実績を「支援の見える

化」を通して外部公開することで、より多くの事業者に当所を使ってもらうためのＰ

Ｒをするとともに、組織の財産として蓄積し、同業者等に水平展開をしていく。 

 

  方針２  

「Ⅱ．地域の活性化に資する取組」については、第１期における取り組みを継続して

取り組むこととする。 

 

  方針３  

「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」については、

管内における小規模事業者数と当所が支援にかけるマンパワーを考え、より幅広く効

率的でかつ即効性のある取り組みを目指し、「経営指導員の支援力向上」に関して重点

を置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第１期より継続） 
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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３３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】 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、「中小機構」）の「中小企業景況調査」

や独自の「定期景況調査」により、小規模事業者の景況感や経営課題を、業種や規模

別に分析・把握し、結果はマスコミ発表などで情報発信を行い、目標達成した。 

ただし、今後小規模事業者の関心の高い経営課題を把握し、そこに焦点を当てた質

の高い小規模事業者支援を行うためには、数値に表われない小規模事業者の景況感を

把握していくことが課題と自己評価し、この点に対して改善を図る。 

 

   【第１期における実績】 

支援内容 平成２７年度 平成２８年度 

小規模事業者を対象と

した景況調査 
年４回（年４回） 年４回（年４回） 

調査対象企業数（延べ） ８００社（８００社） ８００社（８００社） 

 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

引き続き、調査を継続するとともに、巡回時や「中小企業景況調査」ヒアリング時

には、小規模事業者の景況感や経営課題、需要動向を具体的に聴き取り、より経営指

導や事業立案、意見・要望活動に活用していくことへ直結する情報を発信していく。 

 

（事業内容） 

 

(1)中小企業景況調査 【継続】 

中小機構が四半期ごとに実施する全国調査のうち、当所では管内小規模事業者（２０

０社）を対象にヒアリング調査を実施し、小規模事業者の実態把握を行なう。 

結果については、経営指導や事業立案等に活用する。 

 

 

 

 

 

 



１１ 

 

 

目  的 
小規模事業者の景況感や経営課題を把握し、今後の動向を推測

するための根拠とする。 

調査内容 

業 種：５業種（製造、建設、卸売、小売、サービス） 

項 目：調査票を用い、業況判断、売上、輸出、在庫、価格、

経常利益、資金繰り、雇用、設備投資等の動向、経

営上の問題点などをヒアリング。DI値を用い、今期

と前年同期、前期との景況感を把握。 

取り纏め：四半期に一度本部にて取り纏める。 

成果の 

活用方法 

ⅰ．組織内にて情報共有し、経営指導の際の参考資料として活

用する。 

ⅱ．把握した経営課題は、当所の中小企業振興事業計画策定（販

路開拓、ＩＴ化支援、海外展開、技術開発支援等）に活用

する。 

ⅲ．小規模事業者単独で取り組めない課題については、国や地

元自治体への意見・要望活動に活用する。 

 

(2)中小企業景況調査時・巡回訪問時の事業所訪問レポート作成 【新規】 

中小企業景況調査や巡回訪問の際に、経営指導員が小規模事業者から聴き取った生き

た景況感や経営課題、需要動向はコンパクトに、月例レポートにまとめる。レポート

は組織で共有し、経営指導の際の参考資料として活用するほか、当所の中小企業振興

事業立案に活用する。 

    

目  的 
管内小規模事業者の景況感を把握し、経営状況分析や事業計画

策定支援につなげる。 

調査内容 

業 種：５業種（製造、建設、卸売、小売、サービス） 

項 目：業況、売上高、採用等、景況感や経営課題について、

小規模事業者から直接聴き取りを行う。 

取り纏め：毎月市内５支部にて地域的特徴も含めて取り纏め

る。 

成果の 

活用方法 

ⅰ．調査内容は１事業所１００字程度にまとめた上で、毎月「事

業所訪問レポート」を作成する。 

ⅱ．事業所訪問レポートは、所内連絡会議やグループウェアで

情報共有し、経営指導や小規模事業者支援のための事業計画

策定に活用する。 

ⅲ．事業所訪問レポートの概要版を定期景況調査結果とともに

ホームページ、マスコミ発表し、広く周知を行う。 
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(3)定期景況調査 【継続】 

当所が四半期ごとに実施する独自調査であり、中小企業・小規模事業者の景況感を

早期かつ的確に把握するため、会員企業５００社を対象に実施している。結果につ

いては、小規模事業者に対しての情報提供や事業立案等に活用する。 

 

目  的 
会員中小・小規模事業者の景況感や経営課題を把握し、経営状

況分析や事業計画策定支援につなげる。 

調査内容 

業 種：５業種（製造、建設、卸売、小売、サービス） 

項 目：Ｗｅｂを用い、業況、売上高、仕入単価、採算、従

業員、資金繰りなどを調査。DI値を用い、今期と前

年同期、前期との景況感を把握。その時々に応じた

トピックス（設備投資計画、賃上げ、採用計画など）

も実施。 

取り纏め：四半期に一度本部にて取り纏める。 

成果の 

活用方法 

ⅰ．組織内にて情報共有し、経営指導の際の参考資料として活

用する。 

ⅱ．把握した経営課題は、当所の中小企業振興事業計画策定（販

路開拓、ＩＴ化支援、海外展開、技術開発支援等）に活用

する。 

ⅲ．小規模事業者単独で取り組めない課題については、国や地

元自治体への意見・要望活動に活用する。 

ⅳ．ホームページ、マスコミ発表により、広く周知を行う。 

 

(4)株式会社日本政策金融公庫との意見交換会 【継続拡充】 

株式会社日本政策金融公庫名古屋支店との意見交換会を行い、双方の把握する管内小

規模事業者の景気動向や融資状況等を確認し合い、マル経融資（小規模事業者経営改

善資金）の利用推進や小規模事業者への資金繰り指導へ活用する。 

 

目  的 
双方が把握する管内小規模事業者の景気動向や融資状況等を

確認する。 

調査内容 

業 種：全業種 

項 目：日本政策金融公庫側から見た管内業況、売上高、直

近の資金繰り・融資状況。 

取り纏め：日本政策金融公庫側にて年一度取り纏め。 

成果の 

活用方法 

ⅰ．当所内にて情報共有し、経営指導の際の参考情報として活

用する。 

ⅱ．双方の組織間においても情報共有し、連携して協働するケ

ースが発生した際には迅速な対応ができるよう準備してお

く。 
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【目標】 

支援内容 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

中小企業景況調査 

（延べ対象企業数） 

年４回 

（８００） 

年４回 

（８００） 

年４回 

（８００） 

事業所訪問レポート

作成 
年１２回 年１２回 年１２回 

定期景況調査 

（延べ対象企業数） 

年４回 

（２,０００） 

年４回 

（２,０００） 

年４回 

（２,０００） 

日本政策金融公庫 

との意見交換会 
年２回 年２回 年２回 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

＜第 1期における取組と成果＞ 

当所ではこれまで管内小規模事業者の経営状況等について、経営指導員の巡回・窓

口相談、各種セミナーの開催などを通じ、適確に把握してきており、第１期計画で立

てた目標に対しては達成した。 

ただ、小規模事業者の抱える課題等について種々の方法で経営分析を行ってきたが、

７万社を超える管内小規模事業者に満遍なく支援できているという状況ではなかった

ため、潜在的経営状況分析事業者を掘り起こしていくことが課題と考え、当計画では

この点について自主改善する。 

 

【第１期における実績】      （表内数字の単位は件、カッコ内は目標値） 

支援内容 平成２７年度 平成２８年度 

巡回訪問企業数（延べ企業） 17,960（15,000） 17,395（15,000） 

窓口相談企業数（延べ企業） 6,094（3,000） 7,387（3,000） 

課題に対する解決提案件数 ※ 1,090（700） 926（700） 

支部におけるセミナー開催回数 46（25） 56（25） 

     ※課題に対する解決提案件数；愛知県において、小規模事業者への経営支援

の成果の「見える化」を図るため、“課題解決提案”として平成２７年度

より実施。巡回相談指導や窓口相談指導を通じて小規模事業者の課題を把

握し、その解決のために具体的な対策や改善方法を提案する。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 

目標、分析を行なう項目、手法・手段及び成果方法については、目標通りの結果が

出ており、第２期も同様の取組を行なう。 

また第１期の取組内容に加えて、現在の世の中の流れに合わせたうえで、より大き

な成果を得るために、 

・より広く･･外部有識者による評価会議での意見から、“事業の見える化”について  

指摘をされており、取組状況を公開することにより更なる経営分析を希

望する利用者の拡大を狙う。 

・より深く･･･手段については第１期実行時の手段にプラスして、自主的改善として 

今後新たに世の中で今後より強く望まれるであろうＩＴ化分析に対応す

る取組を追加する。 

また経営分析結果については、その後の事業計画策定などの局面で使用する。 

 

 （事業内容） 

 

以下の流れで経営状況の分析を実施する。 
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（１）経営状況分析に対する取組 【継続】 

 

巡回・窓口相談を通じて、小規模事業者の置かれている状況から経営の４資源であ

るヒト・モノ・カネ・情報に着目して定量面・定性面からの経営分析を行ない、経営

課題・事業者の強みを浮き彫りにする。 

分析手段としては、経営指導員の巡回・窓口指導による課題解決提案や各種補助金

申請者、マル経申込者を対象にする基礎的分析、専門相談窓口やエキスパートバンク・

ミラサポなどを使ってより高度な分析をする専門分析に分けて支援する。また経営状

況分析以降は相談後のフォローアップに努め、事業計画策定支援など次の局面の支援

につなげていく。また分析事例については、優良支援事例報告を使って、経営指導員

間にて情報共有する。 

 

分類 
支援 

内容 
対象者 成果 分析項目・分析手法 実施体制 

創業

者 

創業期

企業へ

の分析

支援 

事業の方向

性が定まっ

ておらず、

経営・税務

などの基礎

的支援が必

要な事業者 

基礎的支援を

通じて小規模

事業者に経

営・税務などに

必要な知識が

習得できるよ

う支援する。 

事業者の決算書上の

基本的項目に対して

定量分析を行なうと

ともに、ヒアリングに

て定性的な経営状況

を確認する。 

セミナ

ー・巡回

指導、専

門家派遣 

既存

事業

者 

成長・

成熟期

企業へ

の分析

支援 

事業の方向

性がある程

度定まって

おり、事業

計画策定・

経営革新・

販路拡大な

どで事業の

維持・拡大

を図る事業

者 

事業内容に応

じて事業維

持・経営改善支

援、自社の強み

や外部環境を

踏まえたうえ

で新商品の開

発や新たな販

路開拓に対す

る取組みを支

援する。 

定量面での安全性・収

益性とともに、資金繰

りや自社の強みや弱

み・外部脅威や機会、

同業他社、業界平均と

の比較、競合分析など

経営拡大に向けた定

性的分析をする。 

セミナ

ー・巡回

指導・窓

口指導・

専門家相

談。 

再生・

転換期

企業へ

の分析

支援 

事業承継・

廃業等、経

営ライフサ

イクルにお

いて転換期

にある企業 

事業の状況に

応じて、事業再

生・事業承継に

関する策定を

支援する。 

直近の売上・借入高等

の債務、資金繰り状況

の分析から課題を抽

出するとともに、事業

の強みや資産の特徴、

業界内における弱点

等を整理する。 

巡回指

導・窓口

指導・専

門家相

談。 
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（２）経営状況分析に対する取組 【新規】 

 

経営状況分析により好結果・好評価を得た事例については、支援事例として広報活

動を通じて他事業者に水平展開できるよう利活用し、分析要望需要を掘り起こす。 

また小規模事業者の関心が高く、今後今まで以上に分析支援を求められることが予

想され、課題解決策としても有効であるＩＴ化に関する支援力をより高めるため、Ｉ

Ｔ専門家を増員し相談窓口を新設する。 

 

①ＩＴに関連した経営分析の実施 

専門家派遣・専門家相談の中にＩＴに関連する専門家を１名増員し、事業者の経営

状況分析支援の一端を担うとともに、次工程の事業計画策定支援局面につなげる。 

 

対象者 
支援 

内容 
成果 分析項目・分析手法 実施体制 

生産性

向上を

図る事

業者 

ＩＴを

活用し

た分析

支援 

ＩＴ化支援

を通じて小

規模事業者

の生産性向

上を支援す

る。 

事業者の決算書上の基本的項目に

対する定量分析、ヒアリングによる

定性的な経営状況とともに、ＩＴサ

ービス利用状況を確認し、省力化・

生産性向上に有効なＩＴサービス

を使って業務を置き換えることが

できないか検討する。 

セミナ

ー・巡回

指導・窓

口指導・

専門家相

談。 

 

 

②優良事例の水平展開 

例えば経営状況を分析することによって、資金調達する際の最適額を導き出すこと

ができたなどの優良事例についてチラシを使って広報活動し、良い支援事例が事業

者の間に広まる工夫をする。また所内の各種会議を使って経営指導員間でこうした

優良事例を情報共有する。 

 

新規実施内容 ３０年度目標 ３１年度目標 ３２年度目標 

水平展開として使用 

できる支援事例数 
４０ ４０ ４０ 
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【目標】                        （目標数値は延べ件数） 

支援内容 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

創業期企業への分析支援 １２０ １２０ １２０ 

成長・成熟期企業への分析支援 ９５０ ９５０ ９５０ 

再生・転換期企業への分析支援 ３０ ３０ ３０ 

 合   計 １，１００ １，１００ １，１００ 

      ※成長・成熟期企業への分析支援は課題解決提案実績件数をベースに設定 

 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

＜第 1期における取組と成果＞ 

  

第１期については持続化補助金の要因もあり、目標とする事業計画策定支援数をクリ

アしたが、販売促進面における事業計画が主であったため、多様な事業側面を考慮した

総合的な事業計画策定支援を志向していくという点について自主改善する。 

 

【既存事業者向け支援】 

 

第１期では、経営指導員による巡回指導や事業計画策定セミナー、個別相談会を実

施することで、事業計画策定の必要性を訴えてきており、事業内容としては評価して

いる。小規模事業者を取り巻く経営環境の変化に対応して、事業者が持続的発展を遂

げようとするのであれば都度経営の足許を見直して事業の方向性を見直す必要がある

ことを指導してきた。 

 

【第１期における実績】 

項目 平成２７年度 平成２８年度 

事業計画策定支援 ６４６（２５０） ７５７（２５０） 

※注；単位は件、（）内は目標値 

経営指導員が小規模事業者持続化補助金申請者に対してつなぎ融資資金としてマル

経を申し込むように誘導するなど、当所が持っている事業・サービスを小規模事業者

に幅広く理解・活用してもらうことができた。上記のように補助金・マル経等の申請・

申込を勧め、一事業者が時間をおいて何度か事業計画を策定する作業を重ねることで、

事業計画がその時点での経営状況に即してブラッシュアップされたと評価できる。 
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また、現在経営指導員による小規模事業者に対する事業計画策定支援は、現実とし

て事業者の小規模事業者持続化補助金申請をきっかけに展開しているが、事業者が各

種申請支援をする中で事業者自らが自身の課題や事業計画の必要性を理解してもらう

きっかけとして利用した。 

  一方、評価としては、潜在的に事業計画策定が必要な名古屋市内の事業者に対して、

不足無く事業計画策定支援ができているかというと、大都市特有の物理的な問題もあ

って、決して十分であったとはいえなかったと判断している。 

  また、今計画では前計画のように持続化補助金申請を主体・きっかけとした販路拡

大を主として捉えた事業計画策定ではなく、ヒト・モノ・カネ・情報に渡る総合的な

事業計画策定支援をしていく。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 

【既存事業者向け支援】 

当所における支援の考え方、支援対象、目標・手段・手法については、目標通りの

結果が出ており、第２期も同様の取組を行なう。 

さらに自主的改善として、以前に事業計画策定を支援した事業者に対しては、計画

策定した以降で変化のあった事業動向を反映させ、新たな事業計画への刷新を提案す

ることで、常に事業者の置かれた内外の状況に対応した最新の事業計画に沿った計画

の見直しを勧め、持続的発展に寄与する。 

 

【創業者向け支援】 

引き続き、創業前から創業５年程度の創業者を支援するため、本部および市内５支

部に「名商創業ステーション」を設置し、創業から事業が軌道に乗るまで支援する。 

生産年齢人口が減少傾向にある中で、創業者数の伸びは、鈍化すると考えられる。 

 その環境下での創業者数の増加を目指すには、潜在的創業希望者の掘り起しが課題と

なる。小規模事業者への各セミナー等の周知は、小規模事業者カルテ等により可能で

あるが、創業希望者は、多くがサラリーマンや主婦が対象であり明確な存在を把握で

きない。創業支援セミナー等の周知は大変難しく、潜在的な創業希望者の掘り起こし

が課題である。     

創業関連の周知は、一般市民への周知と捉え、周知方法の工夫が必要であり、新聞

広告・新聞チラシやラジオ広告等の実施も必要である。また、創業塾生等創業を考え

ている方のために、郵便物として創業に関する知識・情報を提供する。創業希望者が

創業関連の情報を入手しやすい環境作りに努め、創業塾・創業セミナー等を年４回以

上開催し創業前の方へ創業に必要な知識等の習得機会の拡充を図る。 
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           【名商創業ステーション構図】 

○創業の諸課題をワンストップで対応 

 

○商工会議所のノウハウをフル活用し創業を支援 

 

・創業塾、創業セミナー等の開催 

・経営指導員によるアドバイス、創業計画書作成支援 

・専門家による専門相談 

 

 

【名商創業ステーションによる創業実績推移】 

   平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

相談件数※ 1,475 2,115 2,421 

創業者数 120 122 129 

※ 創業前から創業５年の起業者を含む 

 

   ※第１期では、既存事業者向け支援と創業者向け支援に分けて目標計上されてい

なかった、支援策等と連携させるため、当計画では、既存事業者向け支援と創業

者向け支援に分けて計上する。 

 

 

（事業内容） 

 

（１）事業計画策定に対する支援  

 

【既存事業者向け支援】 【継続拡充】 

 

①支援周知～事業計画を策定する小規模事業者の掘り起こし 

小規模事業者に対して、経営指導員による巡回や事業計画策定を支援するセミナー

開催、個別相談会の案内を周知することで、事業計画を策定しようと考える小規模事

業者の掘り起こしを行ない、持続的発展に寄与する。 

また前項の経営状況の分析の流れを通じて事業計画を策定しようとする事業者や巡

回・窓口相談を通して事業承継という課題が浮き彫りになった事業者に対して、積極

的に策定を提案する。 

 

②事業計画の策定支援 

当所では小規模事業者が現在置かれている位置を明確にするための手段として事業

計画策定支援を捉え、一事業者を継続して支援していく過程で現在の事業状況を把握

し現在の立ち位置を明確にするという分析手段として事業計画を策定することを支援

する。 

創業の基礎知識→事業計画の策定→諸課題への対応 

・事業の構想 

・具体的な事業内容 

・創業時の資金計画 

・利益・売上計画 

・資金繰り計画 

・戦略策定（商品、顧客、 

価格、プロモーション） 



２０ 

 

また、経営指導員が小規模事業者持続化補助金申請者に対してつなぎ融資資金とし

てマル経を申し込むように誘導するなど、当所が持っている事業・サービスの利用者

に対して各種申請（ものづくり補助金、経営革新計画申請、経営力向上計画、マル経

など）を理解・活用してもらうよう勧め、一事業者が時間をおいて何度か事業計画を

策定する作業を重ねることで、事業計画がその時点での事業者の経営状況に即した内

容でブラッシュアップしていくことを支援する。 

経営課題の解決や事業の発展には事業者自身が「気づき」「考え」「行動」すること

が不可欠で、各種計画等の申請はその大きなきっかけになる。よって、平成３０～３

２年度目標値については、ものづくり補助金、経営革新計画申請、経営力向上計画、

マル経などの申請実績件数をベースに設定した。 

 

【目標】 

既存事業者支援側面 ３０年度目標 ３１年度目標 ３２年度目標 

事業計画策定件数 ２６０  ２６０  ２６０  

         

【創業者向け支援】 【継続】 

 

  創業前から創業５年程度の創業者を支援するため、引き続き、本・支部が一層連携

を図り創業支援に取り組んでいく。本・支部の経営指導員が創業に至るまでに必要な

支援を行い、創業時の課題解決に向けて取り組んでいく。 

 

①創業希望者へは、引き続き基本となる知識を充分に習得してもらい、事業継続の基

礎となる財務・マーケティング・金融・店舗管理等を学び、創業を具現化させる。創

業に向けての課題に対して解決策を提案する。 

 

ア）「創業塾」（年１回開講：複数日開催）を開催し、潜在的創業希望者の発掘や創

業希望者への基本的知識の習得を図り、ビジネスプラン策定支援を行う。 

・募集方法：潜在的創業希望者の掘り起こしを目指し新聞広告や新聞チラ  

シ等の市民一般に向けた媒体を通じて広く募集する。 

・内 容：創業の心構え、会計・マーケティング等の基礎知識、ビジネスプ    

       ラン作成・発表、労働保険・社会保険の知識、公的融資制度説明等。 

   ・講 師：中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、公的金融機関（日本

政策金融公庫や県信用保証協会担当者ほか。） 

   ・定員は３０名程度。 

イ）「創業支援セミナー」を創業塾の補完として開催し潜在的創業希望者の発掘や創

業希望者の基本的知識の習得・情報提供を行う。           

・募集方法：新聞広告や新聞チラシ等の市民一般に向けた媒体を利用した 

り、以前創業を考えていた方に個人情報等の配慮をしつつ募集

する。 

   ・内  容：創業に関する一般的な知識の習得（会計・マーケティング等の

基礎知識、事業計画の作成、公的融資制度説明等） 
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   ・講  師：中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、公的金融機関（日

本政策金融公庫や県信用保証協会担当者ほか。） 

   ・定員は２０名程度で年３回開催予定。      

②市内の金融機関（日本政策金融公庫・愛知信用金庫等）や専門学校などと連携し、

創業支援セミナーも開催（年１回２０名程度）し、若者・女性起業者の発掘、育成

に努める。 

③産業競争力強化法に基づいて平成２６年６月に名古屋市が認定を受けた「名古屋市

創業支援事業計画」のもと、引き続き名古屋市信用保証協会、名古屋市小規模事業金

融公社、名古屋産業振興公社などと連携を密にし「特定創業支援事業者」として創業

希望者の支援を行なう。 

 

【目標】 

目 標 項 目 30年度 31年度 32年度 

創業塾等による事業計画策定件数 ２０ ２０ ２０ 

創業ステーション等による 

事業計画策定件数 
１００ １００ １００ 

合    計 １２０ １２０ １２０ 

 

（２）事業計画策定に対する支援  【新規】 

既存事業者向け支援として、直近の経営状況を確認し事業の置かれた環境に大きな

変化がある場合は事業計画を策定し直して事業を進めていくことが経営に対する荒波

を乗り越えていく手立てであることを説いたチラシを作成・配布し、潜在的に事業計

画策定が必要な事業者の掘り起こしに努める。 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

第１期計画内では創業者に焦点をあてた計画設定となっており、創業者の事業計画策

定後の支援状況については目標達成した。 

だたし、創業以外の既存事業者における事業計画策定後の支援については追跡できて

いなかった点や、計画策定支援に留まるケースや策定支援後に相談があった場合にのみ

しか対応できないケースなど大都市特有と思われる物理的な問題もあって、策定した事

業計画に対する進捗状況確認やフォローアップについては、決して十分であったとはい

えない状態であった。今計画については既存事業者も含めた全事業計画策定者を対象に

して計画を実施するよう改善する。 
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〈第１期における取組と成果〉  

     

【経営指導員によるフォローアップ】 

経営指導員による巡回やセミナー開催等により事業計画策定後の小規模事業者支援

に努め、専門的な課題に対しては以下に記載する手段を活用してフォローを行なった。 

 

【専門家によるフォローアップ】 

  経験豊富な経営指導員の知識でも解決が難しい高度・専門的な経営課題について

は、①専門家窓口相談や②専門家派遣（エキスパートバンク事業・ミラサポ等）を活

用し、専門家と経営指導員が一体となって、小規模事業者の経営課題の解決に向けた

支援ができたと評価している。 

  一方今後需要が増えることが想定されるＩＴ関連の支援については新たに手当て

する必要があると判断する。 

 

 【創業者支援】 

創業者、創業間もない小規模事業者は、経理面や資金繰りなど資金面等の課題が多

いが、創業後も経営指導員による巡回指導、専門家窓口相談や専門家派遣事業、セミ

ナーにより伴走型の支援に取り組み、支援目標を達成したことは評価できる。 

   

【第１期における実績】 

評価指標 平成２７年度 平成２８年度 

創業相談件数（延べ） ２，１１５（１，０００） ２，４２１（１，０００） 

創業者数 １２２  （１００） １２９  （１００） 

                     ※注 単位；件、（）内は目標値 

【事業承継支援】 

小規模事業者の経営者の高齢化が進む中、十分な事業承継対策がされておらず 

このままでは廃業に陥る事業所も出てくる。スムーズな事業承継のためには事前

の準備が大切であり、高齢の経営者へ向けの事業承継セミナーを開催し、目標達

成した。 

また、今後さらに少子高齢化に伴い、支援すべき件数が増えていくことが想定

されるため、愛知県において、平成２９年度（公財）あいち産業振興機構が地域

事務局に採択された｢事業承継ネットワーク構築事業｣の中で、当所も構成メンバ

ーとして円滑な事業承継に向けた取組みを推進中である。（構成機関は、中部経済

産業局、東海財務局、愛知県、県内各商工会議所・商工会、愛知県、名古屋市信

用保証協会、市内各金融機関） 

 

【第１期における実績】 

取 組 内 容 平成２７年度 平成２８年度 

事業承継セミナー開催 ３回（３回） ３回（３回） 

                   ※注 単位；件、（）内は目標値 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 

当所における支援の考え方、支援対象、目標・手段・手法については、目標通りの

結果が出ており、第２期も同様の取組を行なう。 

  自主的改善として、事業計画策定後に生産性向上に関する課題が確認された事業者

（創業者含む）については、ＩＴ関連企業との連携によりクラウド会計サービス等ＩＴ 

ツール導入支援を図っていく。 

  また前計画時は目標が計画策定後のフォローアップ支援ベースではなかったため、

全項目についてフォローアップ支援件数で取組みを評価する。 

 

【経営指導員によるフォローアップ】 

担当経営指導員が巡回指導等を通して、事業計画策定で支援した事業者に対して、

事業計画の進捗状況の確認、早期における問題点発見や経営状況の変化に合った計

画変更など、個社の状況に即した円滑な対応で支援していく。 

そのための当所の情報インフラ整備として、個社毎に支援情報を蓄積したカル

テ・データベースの改善・強化を当計画期間内で進める。具体的には、計画の種類

（補助金申請、経営革新計画申請、経営力向上計画申請など）毎に管理された情報

を集約し、個社の事業計画の進捗状況に合わせて、計画のフォローアップやブラッ

シュアップを働きかけられるようにすることを目指す。 

 

 【専門家によるフォローアップ～窓口相談】 

   当所の専門家窓口相談で対応できる分野が税務、法律、労務の分野であり、事業

承継・事業再生や経営の情報（ＩＴ）化等の注目されている分野に対して専門家相

談が充分に対応できているとは言えない。 

   今後は、新たに自主的改善として、当所の専門家窓口相談を事業承継・事業再生

や経営の情報（ＩＴ）化等の分野に対しても充分に対応できるように、これらを得

意とする専門家を新たに配置し小規模事業者へ総合的に支援できるよう専門家窓

口相談の拡充・強化を図る。  

 

【専門家によるフォローアップ～専門家派遣】 

   名商専門家派遣を「特定創業支援事業」に活用するため、対象者を創業者・創業

後５年未満の方に限定したため、業歴５年以上の小規模事業者の利用が制限され

た。今後は、幅広く利用できるよう名商専門家派遣の運用ルールを見直すことで、

小規模事業者の専門的な課題解決に取り組めるよう改善し小規模事業者の課題に

対応し小規模事業者への持続的支援を行う。 

 

   ※特定創業支援事業･･･当所が実施する創業塾（５回の内４回出席）や創業の専

門家窓口相談（「１ヶ月以上かつ４回以上の継続的支援」）などの特定創業支援

事業を受けた創業希望者には、名古屋市が発行する証明書により株式会社を設

立する際の登録免許税の軽減措置（資本金の 0.7％→0.35％）や、信用保証枠

の拡大（第三者保証人なしの創業関連保証枠：1,000 万円→1,500 万円）など

の特例が適用される。 
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【創業者支援】 

創業後の事業者は、軌道に乗るまで複数の課題（売上・財務・金融等）があり、

これまでと同様、それに向けた解決策となるセミナーを開催する。具体的には、

その課題解決のテーマに合ったセミナーを開催する。また、実際に起業された経

営者を講師に迎えセミナーを開催するとともに、同じタイミングで個別相談等の

対応も考慮し創業間もない事業者の課題解決に寄与する工夫をする。 

 

【事業承継支援】 

小規模事業者の経営者は高齢となり後継者不在等で潜在的廃業企業が多い中、

事業承継の課題が解決できない場合は、そのまま廃業する可能性が高い。地域経

済に必要な事業の承継を支援していくことは、地域産業の活性化や雇用の維持の

ために重要な課題である。当所では、事業承継セミナーを開催し小規模事業者へ

事業承継の重要性や方法等を説明してきた。しかしながら、対象者は、経営して

いる代表者向けのセミナーであり、事業を引継ぐ後継者候補へのアクションが弱

かった。いくら経営者が後継者候補へ事業承継を望んでも後継者候補が事業を受

ける意志がなければ事業承継は成り立たない。 

そこで当計画では新たに「事業を受け継ぐ後継者への意識付け」として、事業

を引継ぐ側である後継者のやる気や後継者としての育成を目的に後継者向けの事

業承継支援セミナー等を定員３０名程度で年４～５回開催する。 

 

（事業内容） 

 

【経営指導員によるフォローアップ】 【継続拡充】 

     基本的には事業計画策定を支援した経営指導員の所属する支部が策定後も継続し

て四半期に一度その実施状況を確認していく。事業計画を策定した事業者に対して

は、事業計画を立てて終わりではなく、ＰＤＣＡを回していくことの重要性を喚起

するセミナー開催（年２～３回３０名程度を対象に開催）等の手段で、できるだけ

その時点での経営環境にあった事業計画のもとで事業経営を行なっていくことを

支援していく。さらにフォローアップに際しては事業計画の進捗状況によっては、

支援頻度を見直す、専門家のフォローアップと併用するなどの対応を取る。 

 

【専門家によるフォローアップ～窓口相談】 【継続拡充】 

   引き続き、当所に専門家窓口相談として、創業支援・事業承継・事業再生・経営

改善（情報化等）に総合的に専門分野で対応できるよう中小企業診断士等を配置す

る。 

   総合専門家窓口相談コーナー（仮称）を設け、毎週１回、月４回程度を基本に 

  各分野を得意とする専門家に小規模事業者の専門的課題について対応させる。また

当計画より、ＩＴ専門家を追加して、時流に合わせた小規模事業者のニーズの対応

を図る。   
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【専門家によるフォローアップ～専門家派遣】 【継続拡充】 

  全国でも珍しく廃業率よりも開業率が上回っている当地の実情を踏まえ、今期

より名商専門家派遣の運用ルールを見直し、名商専門家派遣の対象者を創業・創

業間もない小規模事業者の利用に限定せず、幅広く利用できるようにして小規模

事業者の専門的な課題解決に取り組む。 

  さらにこれまでと同様、エキスパートバンク事業として小規模事業者の抱える

経営・営業・生産技術などの個別的・専門的課題に対応するため、専門知識を有

する専門家（中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、技術士など）を登録し、

小規模事業者の要請に応じて、派遣を行い、経営力・技術の向上を図る。    

またミラサポ（中小企業・小規模事業者ビジネス創造支援事業）を活用し、国

や公的機関の支援施策・情報を提供するとともに、事業者の経営の悩みに関し、

専門家と事業者との情報交換の場の提供や、愛知県内の中小企業支援機関で構成

されるネットワーク「あいち中小企業支援プラットフォーム」（代表機関：公益財

団法人あいち産業振興機構）に参画し、専門家派遣などを利用する。 

 

【創業者支援】 【継続】 

「創業者成長支援セミナー」（仮称）を創業後の経営者向けに経営上の課題解決

のために開催する。       

   

  ・募集方法：創業間もない事業者向けのセミナーは、経営を少人数で行ってい

るため集客が難しい。日程等の配慮をするとともに、新聞広告や

新聞チラシ等の媒体を利用し、より広く募集するなどを行う。 

  ・内  容：経営者の創業時の苦労話のセミナーの開催、創業に関する一般的

な知識の再習得（事業計画の作成等） 

  ・講  師：経営者や専門家（中小企業診断士、税理士等） 

  ・定 員：１回当り２０名程度で３回程度実施。 

    

創業後の事業者は、軌道に乗るまで複数の課題があり、経営指導員等は国・県・

市の施策を活用し課題解決に向けて伴走型支援を行う。四半期に１度以上巡回・

窓口相談等でフォローし、売上・経費支出実績が事業計画に合っているか進捗状

況を確認し、事業課題があれば、対策を提案し高度・専門的課題は専門家派遣を

活用し解決策を見出す。 

 

 【事業承継支援】 【継続拡充】 

小規模事業者の経営課題の中で、事業承継問題は、経営者自身の個人的部分が多く

あり、経営指導員も非常に留意をして取り組んでいる。その事業者の事業内容を含

め、時には家庭環境も深く知りえた上で取り組む場合もある。 

経営指導員として、小規模事業者に後継者への引継ぎには時間がかかり早期の取

り組みが必要である等の事業承継の重要性への「気づき」を促すことが大切である。 
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当所として愛知県事業承継ネットワーク事務局である（公財）あいち産業振興機

構ほか構成支援機関とともに事業者に対して巡回・窓口指導を通じて事業承継に関

するアンケート等を行い「気づき」を与える。また、事業承継支援セミナー等を開

催し事業承継問題を小規模事業者へ訴える。「気づき」を得た事業者からの課題に対

して経営指導員等は、課題解決のために取り組むが、税務等の専門的な知識が必要

な場合は専門家相談を活用する。 

 

「後継者育成支援セミナー」（仮称）        

 「事業を受け継ぐ後継者への啓発」として、事業を引継ぐ側である後継者のやる

気や後継者育成を目的に後継者向け事業承継支援セミナー等を開催する。  

・募集方法：事業後継者、または、事業後継者候補等を対象に 

セミナーを開催する。 

    ・内  容：事業引継ぎを実際に行った経営者の話や事業承継の指導経験

豊富な専門家によるセミナーを開催する。 

    ・講  師：経営者や専門家（中小企業診断士、税理士等） 

    ・定 員：１回当り３０名程度で４～５回程度実施。 

 

【ＩＴ関連企業との連携によるフォローアップ】 【新規】 

事業計画策定後の支援の中で、生産性向上に関する課題が顕著となっている事業者、

創業前・創業直後の人手不足が経営課題となっている創業者に対しては、ＩＴ関連

企業との連携により、クラウド会計サービス等のＩＴツールの導入を支援していく

ことで課題解決に寄与していく。 

 

 

事業計画策定件数 ３０年度目標 ３１年度目標 ３２年度目標 

既存事業者 事業計画件数 ２６０ ２６０ ２６０ 

創業者  事業計画件数 １２０ １２０ １２０ 

合 計 ３８０ ３８０ ３８０ 

              

【目標】 

事業計画策定後フォローアップ ３０年度目標 ３１年度目標 ３２年度目標 
既存事業者支援フォローアップ回数 １，０４０ １，０４０ １，０４０ 

創業者支援フォローアップ回数 ４８０ ４８０ ４８０ 

合 計 １，５２０ １，５２０ １，５２０ 

      

※フォローアップ回数については、立案した事業計画に対して四半期に一度

のペースでフォローしていくこととする。またフォローアップ方法について

は、前述したように経営指導員による巡回指導・窓口相談指導、専門家によ

る窓口相談、専門家派遣、セミナー開催等の手段があるが、それぞれを合計

して上記目標とする。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

 

小規模事業者が持続的な発展・成長を目指すに当たって、商圏人口、客層、競合店、

売れ筋情報、価格動向などの需要動向を踏まえて顧客獲得や販路開拓に取り組んでい

くことは非常に重要であるが、独自に取り組むには限界がある。当所では事業を通じ

て、各種需要動向調査、業界ヒアリング等から需要動向把握を行い、事業計画作成支

援、補助金申請支援等を通して、小規模事業者の便に供している。 

2027年のリニア中央新幹線開業による人の流れの変化、地場を支える自動車産業の

ハイブリッド化やＥＶ化等の構造転換等、今後の地域経済の環境変化は大きなものが

あり、これらの変化を小規模事業者のビジネスチャンスとするためにも、データの収

集方法、データ内容の充実等の面から需要動向把握を充実させていく必要性を感じて

おり、当計画で自主改善を施す。 

 

【第１期における実績】 

項 目 平成２７年度 平成２８年度 

個社に対する需要動向調査 

データ提供件数 
２２６（２６０） ２０５（２６０） 

                    注；単位は件、（）内は目標値 

 

    ※差異評価･･･経営指導員の巡回の中で、個社に対しての情報提供やビジネス

マッチングを進める際の前段として当該事業者の動向確認をすることで

実績件数を計上していたが、経営指導員個々の対応であり、組織の財産と

して情報共有化し、同業・同業種への水平展開等をした対応ではなかった。 

 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 

需要動向把握を充実させるため、従来の定期調査を行なう際は、需要動向に注力し

てヒアリングをすることや、消費者を対象とした新規調査を行っていく。 

まず当所側の調査力アップを目的として、経営指導員を始めとする職員向けの研修

を通じて、データ分析スキルの向上や需要動向調査結果を小規模事業者の事業計画に

落とし込む当所側のスキル向上を図っていく。 

さらに経営指導員が事業者に対して需要動向調査結果を提供し、事業者の商品開発

や販路開拓面で好評だった事例を拾い上げ、他指導員に紹介することで、同業他社、

同品目取扱事業者への水平展開効果を図る。 
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（事業内容） 

 

(1)既存事業を利用した需要動向の個社支援強化 【継続拡充】 

  既存の取組（経営指導員の巡回による商品開発支援や販路開拓支援）に加えて、

新たに実施予定事業の中で、個社の商品開発や販路開拓に成果として役立つような

取組に力を入れる。 

 

   ①当所で既定開催されているバイヤー出席の商談会(売り込み！商談マーケッ

ト)に、名商挑戦型企業経営塾でブラッシュアップした参加者の商品を持ち

込み、反応・意見をヒアリングする。【継続】 

     ※売り込み！商談マーケット･･･大手小売事業者のバイヤーがブー

スで待機し、売り手企業が、商談を希望するブースに自由に並び、

順に商談を行う「逆見本市形式」の商談会。 

       ※名商挑戦型企業経営塾･･･経営分析から事業計画策定、マーケティ

ング、販路開拓まで一括してサポートするブランディング塾 

 

調査対象 調査内容 

対象者 食品製造業者１０社 

調査項目 商品コンセプト・価格・商品満足度・商品改善点 

調査方法 参加している大手小売事業者（３０社）への聞き取り 

活用方法 
取扱事業者に対してフィードバックし、商品改善価格
設定（変更）・新商品への着眼などにつなげる。 

 

   ②同じく名商挑戦型企業経営塾でブラッシュアップされた商品を新たな試みと

して、学生に試食・評価してもらうことで若い世代の需要・反応を調査する。

【継続】 

 

     ⇒「名古屋市総合計画 2018」に記載されているように、若者の活力によ

る魅力あふれるまちづくりにつながる支援として取組む。若者に対して

も、次世代創業者の立場となった際のことを想定して、当所の存在をＰ

Ｒし、当所との距離感を縮めることも図る。 

 

調査対象 調査内容 

対象者 食品製造業者１０社 

調査項目 味・価格・商品満足度・商品改善点・パッケージ 

調査方法 参加する大学生（３０名）の試食と聞き取り 

活用方法 
取扱事業者に対してフィードバックし、商品改善

価格設定（変更）・新商品への着眼などにつなげる。 
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③当所で既定開催されている革新的技術創出を支援するセミナー（エアロマ

ート名古屋･･･航空宇宙分野のビジネスマッチング、メディカルメッセ･･･

医療現場のニーズと事業者の持つシーズを持ち寄り、新たな医療機器開発

や医療関連ビジネスを創出していくことを目的とした展示商談会）に、関

連する小規模事業者参加を勧奨する。【新規】 

 

調査対象 調査内容 

対象者 航空部品製造事業者、医療関連品製造事業者など 

調査項目 
品質（精度・耐久性）・商品（サービス）満足度・
商品改善点、価格、完成に要する期間（納期） 

調査方法 
参加する航空機産業関連事業者、医療関係者（合
わせて１０社）への聞き取り 

活用方法 

取扱事業者が保有する技術の可能性（限界）を確
認し、品質改善・新製品（新サービス）への着眼
などにつなげる。 

 

(2)経営指導員による各種需要動向調査 【継続拡充】 

  小規模事業者の経営分析や事業計画策定を進める中で、経営指導員は下記に掲げ

る調査データを用いて、需要動向把握に努めて対象個社支援に利用する。 

さらに、対象個社への提供情報の増量を図るために、国の地域経済分析システム

（RESAS：リーサス）の活用方法について経営指導員研修（年１回経営指導員を

対象）を開催し、職員のスキルアップに努める。 

  また、巡回時や「中小企業景況調査」ヒアリング時には、小規模事業者の景況感

や経営課題に加え、需要動向把握に努め、その内容は業種ごとにコンパクトに月例

事業所訪問レポートにまとめ、そのレポートを対象個社に提供する。 

   

 

【活用する主な需要動向調査データ】 

販売・売筋動向 ・「日経テレコン」（ＰＯＳ情報・売れ筋商品ランキング） 
地域動向 ・「地図で見る統計」（統計ＧＩＳ） など 

業種・業界動向 
・「業種別審査事典」（金融財政事情研究会編） 
・「業種別業界情報」（経営情報出版社編） 
・新聞「日刊工業新聞」「中部経済新聞」等 など 

行政や金融機関の
調査統計 

・「経済産業省統計調査」 
・「統計あいち」 
・「統計なごや」 
・金融機関の経済動向調査 など 
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(3)消費者購買行動に関するアンケート調査 【新規】 

  倹約家とされる名古屋の消費者購買行動の特徴を、東京との比較分析により浮き

彫りにし、流通業、小売業の小規模事業者の需要動向～東京では目立った動向が示

されているが、名古屋でも今後顕著な動向となっていくのか？～などを把握し、対

象個社の東京進出や当地での今後の動向等に関しての支援につなげる。 

 

目  的 名古屋地区の消費者購買行動や消費者ニーズを把握すること。 

調査対象 名古屋と東京の一般消費者、各１,０００名、合計２,０００名 

調査内容 

名古屋と東京のコト消費のニーズの違い 

名古屋と東京のお金の掛け方 

ライフステージや性別、年代ごとのコト消費の違い 

 

【目標】 

支援内容 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

個社支援件数  ２００社 ※   ２００社 ※  ２００社 ※  

中小企業景況調査 

（延べ対象企業数） 

年４回 

（８００） 

年４回 

（８００） 

年４回 

（８００） 

事業所訪問レポート作成 年１２回 年１２回 年１２回 

定期景況調査 

（延べ対象企業数） 

年４回 

（２,０００） 

年４回 

（２,０００） 

年４回 

（２,０００） 

    ※既存事業２種を利用した需要動向調査の個社支援２０社、その他経営指導

員による中小企業景況調査結果・定期景況調査結果の提供による需要動向

調査支援１８０社にて構成。  

      

 

 

 

 

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】 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

 

新たな需要の開拓を求める小規模事業者に対し、販路開拓のための広報支援や、各

種展示会への斡旋に取り組む。小規模事業者の取引対象ごと（ＢtoＢ＜企業対企業取

引＞、ＢtoＣ＜企業と消費者の取引＞）に分けて施策を検討し、キメ細かな支援を行

った。 

ただ前計画時では目標値が展示会回数等であり、新需要動向提供後の状態を示す値

ではなかったため、自主改善として全項目についてできるだけ新需要動向提供後の変

化が分かる数値で取組みを評価する方式に改めたうえで、引き続き、当計画でも同様

の方針で臨む。 
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【第１期における実績～個社ベース】 

販路開拓支援内容 平成２７年度実績 平成２８年度実績 

売り込み！商談マーケット 
買い手 27 社 

売り手 208 社 

買い手 31 社 

売り手 229 社 

メッセナゴヤ 
出展者 1,346 団体 

来場者 63,802 名 

出展者 1,409 団体 

来場者 64,792 名 

アライアンス・パートナー発掘市 
エントリー1,486 社 

商談数 2,083 件 

エントリー1,196 社 

商談数 1,983 件 

名商ビジネス交流会 
158 社 

203 名 

147 社 

192 名 

名商挑戦型企業経営塾 18 社 12 社 

     ※上記目標値については前回計画時には回数が目標値となっていたが、当計
画では個社支援の観点から上記のように個社数ベースでの表示に見直す。       
ちなみに前回計画時に記載されている回数ベースでの目標実績対比は 
以降のとおり。   

 
【第１期における実績～目標時の回数ベース】      （カッコ内は目標値） 

項 目 平成２７年度 平成２８年度 
ブランディングセミナー ７回（８回） ５回（１６回） 

デザイン相談会 １回（１回） 未実施（１回） 
大手小売店催事出店 1回（1回） 1回（1回） 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ﾁﾗｼ作成 １回（２回） １回（２回） 

ﾒﾃﾞｨｱ等情報発信 １回（随時） １回（随時） 
展示会出展 １回（１回） １回（１回） 

    ※目標未達成項目に対する評価 
    ・H27,H28ブランディングセミナーでの差異･･･参加者の利便性を考慮し、内容

を充実させて短期で開催した。 
    ・H28デザイン相談会･･･H27年度におけるデザイン相談会の実績を鑑みて、以

降の詳細対応は個別相談にて実施することとした。 
    ・H27,H28 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ﾁﾗｼ作成での差異･･･食品関係のカラー写真を多数使用し、

品質が見栄えとして伝わる工夫をして冊子作成したため、回数を削減した。 
     

ＢtoＢの特性から「メッセナゴヤ」「売り込み！商談マーケット」「アライアンス・

パートナー発掘市」については、参加者数の多さや商談期間の長さ等の理由によって、

成約件数までは把握できていない。アンケート回答結果（複数回答有）による評価は

以下の通り。 

  ①メッセナゴヤ 

   （全出展者に対するアンケート結果より） 

   ・見積書提出･･･３３％ 

   ・異業種他社との情報交換･･･２５％ 

   ・同業他社との情報交換･･･２０％ 

・サンプル・資料の提出･･･４８％ 
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  ②売り込み！商談マーケット 

   ・成約･･･１７件 

   ・成約見込み有･･２３２件 

  ③アライアンス・パートナー発掘市 

（エントリーした企業全社に対するアンケート結果より） 

   ・商品・サービスの売買が成立･･･１３％ 

   ・事業提携などのアライアンスが実現した･･･４％ 

・今後の商談につながりそう･･･３０％ 

 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 

目標、分析を行なう項目、手法・手段及び成果方法については、目標通りの結果が

出ており、第２期も同様の取組を行なう。 

これまでの取組にプラスしてより大きな効果を得るため自主的改善として、多数の

小規模事業者が大きな関心を寄せている小規模事業者持続化補助金制度の申請後支援

の中で、非採択者を対象に需要開拓における支援策を追加する。また同じく自主改善

としてＩＴを活用した販売促進を検討する事業者に対して、新たな需要開拓のために、

より深い支援が実施する。 

さらに注目企業を名古屋に招聘し、小規模事業者が自慢の商品を売り込む機会作り

を目的とした商談会を新設し、販路開拓支援を行なう。 

 

 

（事業内容） 

 

【ＢtoＢ・ＢtoＣ事業者共通】  【継続】 

 

(1)市場トレンド・ニーズの把握のため、各種展示会や先進企業視察、講演会や交流会

を通して情報収集・マーケティング支援を行なう。 

(2)自社商品・サービスの認知度向上を図るため、ホームページ作成サービス、会報誌・

メールマガジン等によるビジネス情報掲載サービスなどの広報支援を行なう。 

(3)新規顧客開拓のため、「ビジネス・モール」利用や百貨店・スーパー等大手小売業

バイヤーを招いた商談会「売り込み！商談マーケット」を利用してビジネスマッチ

ング支援を行なう。 

 (4)「事業計画の策定・実施支援」に関し、販路拡大、販売促進など小規模事業者の地

道な販路開拓などの取り組みを支援する「小規模事業者持続化補助金」の申請を支援

するとともに、当申請をきっかけに資金調達支援等まで支援の幅を広げていく。 
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(5) 当所では、会員・非会員を問わず、登録いただいた事業所に対し、２種類のメー

ルマガジン『びゅー』『イベント・セミナー情報＜ハーモニー＞』を、ほぼ毎週交互

に配信（11,200件）し、中部経済産業局の調査統計や各業種・業態に所属する会員

企業の新商品・新サービスの紹介、本・支部主催の説明会、講演会、セミナーなど、

会員・非会員を問わず参加可能な数多くの事業の開催案内を行なう。 

また、会報『那古野 Business Hot Press』（当地域のビジネス情報、業界動向や、

本・支部主催の説明会、講演会、セミナーなどの事業を掲載、月１回・18,000部発

行）においても、会員・非会員を問わず参加可能な多数の事業の情報を提供する。 

   また引き続き、会員企業の新商品・新サービスをメルマガ登録者、会員に対して

発信していき、事業者の新たな需要開拓に寄与する。 

 
【小規模事業者向けの新規需要開拓に資する情報の提供】 

情報提供媒体 提供情報 

メールマガジン 

『びゅー』 
（毎月第２・第４水曜日配信、 
 配信先 11,200件） 

※会員・非会員を問わず登録事業所に配信 

・中部経済産業局の調査統計の紹介 
 ①「管内総合経済動向」（毎月） 
 ②「管内鉱工業の動向」（毎月） 
 ③「管内大型小売店販売額の推移」（毎月） 

・各業種・業態に所属する会員企業の新商品・
新サービスなどの紹介 

『イベント・セミナー情報 
 ＜ハーモニー＞』 
（毎月第１・第３水曜日配信、 
 配信先 11,200件） 
※会員・非会員を問わず登録事業所に配信 

・本・支部主催の説明会、講演会、セミナー開
催案内など（会員・非会員を問わず参加可能
な多数の事業を掲載） 

※会報『那古野 Business Hot Press』 
 を補完する位置付け 

会  報 

『那古野 Business Hot Press』 

（毎月１回、18,000 部発行） 
※会員・非会員を問わず経営指導員が配付 

・当地域のビジネス情報、業界動向 
・本・支部主催の説明会、講演会、セミナー開

催案内など（会員・非会員を問わず参加可能
な多数の事業を掲載） 

・会員企業の新商品・新サービスなどの紹介 

 

 

【ＢtoＢ事業者向け】 【継続】 

 

(6)ビジネスマッチングを支援するため、名古屋で開催される国内最大級のビジネス展

示会である「メッセナゴヤ」への出展を奨励。また、取引先・販路拡大を支援する

当所のビジネス・マッチングサービスである「アライアンス・パートナー発掘市」、

大手小売事業者のバイヤーが並ぶブースに商談を希望する売り手企業が自由に並ん

で商談を行う「売り込み！商談マーケット」、プレゼン形式の自社ＰＲや情報交換が

できる異業種の交流会である「名商ビジネス交流会」への参加を奨励・斡旋し、小

規模事業者の販路開拓を後押しする。 
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①メッセナゴヤ 

当所、愛知県、名古屋市から構成される実行委員会が主催、愛知万博の理念（環

境、科学技術、国際交流）を継承する事業として、２００６年にスタートした

「異業種交流の祭典」。大企業から小規模事業者に至るまで業種・業態の枠を超

え、ものづくり・環境というキーワードを中心に新規顧客開拓や他社との連携

に前向きな出展者を募集し、新たなビジネスチャンス創出を図る。 

 

②売り込み！商談マーケット 

大手小売事業者のバイヤーがブースで待機し、売り手企業（小売業・卸売業が

中心）が商談を希望するブースに自由に並び、順に商談を行う「逆見本市形式」

の商談会。 

 

③アライアンス・パートナー発掘市 

当所会員の中堅中小企業・小規模事業者（業種問わず）における新規取引先や販

路拡大等を支援する目的で実施する事前調整型ビジネスマッチング事業。 

 

④名商ビジネス交流会 

当所会員の中堅中小企業・小規模事業者（業種問わず）相互の情報交換や人脈

作り等を通じて、ビジネスチャンスを拡大させる。毎回タイムリーなテーマを

設定し、そのテーマに関連・関心のある企業がビジネス交流を行う。 

 

 

【ＢtoＣ事業者向け】 【継続】 

 

(7)小規模事業者の一押し商品・新商品のブランディングを支援し、経営分析から事業

計画策定、マーケティング、販路開拓まで一括してサポートするブランディング塾

「名商挑戦型企業経営塾」を開催する。 

 

  【名商挑戦型企業経営塾 実績】 

回  数 毎年５月～１０月にかけて５回程度 

対 象 者 
会社（事業所）と商品のブランド化を目指す中小・小規模事業者

（食品関係約１０～１５社） 

支援内容 

ブランディングセミナーによる事業者商品の魅力向上・情報発

信力の強化、マーケットインを目指し松坂屋名古屋店地下食品

売り場における２週間の催事販売（塾頭で当所常議員でもある

Ｊ．フロントリテイリング株式会社社長山本良一氏による経営

指導を含む）。 

効  果 
会社（事業者）の知名度アップ、地域一番店から全国一番店への

ステップアップのきっかけ作り。 
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【目標】 

販路開拓支援内容 
３０年度 

目標 

３１年度 

目標 

３２年度 

目標 

名商挑戦型

企業経営塾 

参加事業者（単位：社） １０ １０ １０ 

催事売上金額（単位：万円） ２００ ２００ ２００ 

 

ＢtoＣ事業者向けの前記「名商挑戦型企業経営塾」に関しては、催事中の新たな需要

開拓額まで把握可能であるが、ＢtoＢ事業者向けの「メッセナゴヤ」「売り込み！商談

マーケット」「アライアンス・パートナー発掘市」については、ＢtoＢの特性から参加

者の多さや商談期間の長さ、商談内容自体の秘匿性等の理由によって成約件数までは

把握しにくい。 

よってこれら３事業については、内部での管理指標として、成約件数ベースで事後

情報を採取できるものは件数ベースでの目標管理、件数ベースでは採取できないもの

はアンケートによる回答結果をとする。（数字は複数回答前提） 

  ①メッセナゴヤ 

   （全出展者に対するアンケート結果より目標設定） 

   ・見積書提出･･･４０％ 

   ・異業種他社との情報交換･･･２５％ 

   ・同業他社との情報交換･･･２０％ 

   ・サンプル・資料を手渡し･･･５０％ 

  ②売り込み！商談マーケット 

   ・成約･･･２０件 

   ・成約見込み有･･２４０件 

③アライアンス・パートナー発掘市 

（エントリーした企業全社に対するアンケート結果より目標設定） 

   ・商品・サービスの売買が成立･･･５％ 

   ・事業提携などのアライアンスが実現した･･･３％ 

・今後の商談につながりそう･･･３０％ 

 

  この他、ＰＯＰ作成、チラシ作成、販売力強化につながるＳＮＳ活用、売れるため

の画像の撮りかた、営業スキル強化などをテーマにしたセミナー（年２回）を開催し、

参加者の新たな需要の開拓に寄与する支援を引き続き行なう。 

 

（8）新たな需要の開拓に関する新規取組 

①支援者の中で各種補助金等の申請提出後のアフターフォローを厚くする。特に非

採択者のうちで補助事業にＨＰ作成を計画していた事業者については、業者に制

作委託しなくても自らでＨＰ構築ができる簡易ソフトを紹介することで、キャッ

シュアウトしなくても自分でできる販路拡大・新たな需要開拓の支援をする。 
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【目標】 

取 組 内 容 ３０年度目標 ３１年度目標 ３２年度目標 

持続化補助金非採択者への 

ＨＰ作成支援 
２５ ５０ ５０ 

 

 

②ＩＴ専門家増員 

専門家派遣・専門家相談の中にＩＴに関連する専門家を後方支援部隊として１名

増員し、ＨＰを使って販売促進を展開し 新たな需要開拓をしようとする事業者

などを支援する。 

 

③“売り込み！商談マーケット”に加え、“月例バイヤーズ商談会”を新設し月１  

回開催して販路開拓支援頻度を高める。抜群の知名度と支持率を誇る注目企業に

焦点を絞り、その企業を名古屋に招聘する商談会で、小規模事業者の自慢商品の

新たな販路開拓を支援する。 

    

【目標】 

 取 組 内 容 ３０年度目標 ３１年度目標 ３２年度目標 

参加事業者数 ２００ ２００ ２００ 

   

④この地域の強みであるものづくりの生産現場における創造性に着目したセミナ

ー、中心産業である自動車産業における今後の動向変化予測、先端技術集約型

である航空宇宙産業の成長性などを題材にしたトレンド動向セミナー等を企画

し支援していく。 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

 

当所では、産業政策と労働政策の中期ビジョンである愛知県の「あいち産業労働ビ

ジョン」（2016-2020）や、リニア開業を見据えた名古屋市の「名古屋駅周辺まちづく

り構想」の策定に参画し、地元大学や経済団体とともに、今後の地域活性化のあり方

を協議してきた。 

また、名古屋市商店街振興組合連合会や地域の中小・小規模事業者と連携した商業

イベントの開催等を通じ、地域経済の活性化に貢献してきた。 

 

当地域では、地域発展の大きなチャンスとなる 2027年のリニア中央新幹線の名古屋

－東京間先行開業を控え、名古屋都心部から周辺に広がる地域の魅力づくりが大きな

課題となっている。 
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５支部において、地域の中小・小規模事業者と一緒になって取り組んでいる地域活

性化事業については安定軌道には乗っているので当計画でも前計画の取り組みを引き

続き踏襲するが、更に地域を巻き込んで効果を出していくことが課題である。 

 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 

リニア中央新幹線の開業を見据えた広域的な魅力づくりについては、当所が中心と

なって、地域中小・小規模事業者の声を代弁しつつ、行政、大手関係企業、学識経験

者とともに具体的な方策を協議していく。 

５支部における地域活性化事業については、これまで構築してきた地域事業者や行

政との関係は維持しつつ、広報活動や経営指導員による巡回を通じて、新しい参加者

を募り、地域経済活性化の効果を高めていく。 

 

（事業内容） 

 

(1)躍動し愛されるナゴヤ研究会 【新規】 

2027年のリニア中央新幹線の名古屋－東京間先行開業とその後の将来を見据え

て、ナゴヤ（市域外や近県を含めた広域ナゴヤ圏）が躍動・発展していくための

「都市のあり方」と、内外から愛される魅力を作り上げていくための「具体的な

方策・アイデア」を議論するために、平成２９年８月に発足した。地元企業と学

識経験者が中心となり、行政（中部運輸局・中部地方整備局、愛知県、名古屋市）

からもオブザーバーを迎えて、協議を重ねている。 

検討結果は報告書にまとめ、その内容を当所の地域経済活性化のための事業推

進に役立てていく（報告書作成時期は未定）。 

 

(2)な・ご・や商業フェスタ 【継続】 

当所と名古屋市商店街振興組合連合会、市内三商工会（守山商工会、鳴海商工会、

有松商工会）、市内小売店等で構成する実行委員会が主催者となり、消費者への日

頃の謝恩、商店街等地域小売業の発展のために開催する「な･ご･や商業フェスタ」

は６０年以上の歴史を有した一大イベントである。海外旅行や歌謡ショー招待を

景品としたプレミアムセールや、「商店街の賑わいや町並み」をテーマにした写真

コンテストを開催するなど、市内全域で関係者が協力して商店街の振興を図って

いく。 

 

(3)５支部における地域活性化事業 【継続】 

各支部が、各地域の商店街振興組合、小規模事業者等と、企画・運営面で協力し、

事業者・住民を巻き込んだ地域活性化イベントを実施する。 

実施状況及び事業の成果に対しては、小規模事業者等で構成される５支部の支部

アドバイザーから評価を受け、事業の見直しに活かしていく。 
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①中央支部「まちづくり塾」、「名駅西ＴＳＵＢＡＫＩフェスタ」 【継続】 

当所と中村区椿地区の事業所、町内会、地権者等で構成される「名古屋駅太閤通

口まちづくり協議会」とが協力して、空家・空室の増加や街のイメージ悪化等の

課題解決に向けた街づくりの方向性を学ぶ「まちづくり塾」（年４回）を開き、商

店主、企業経営者、従業員の人材育成を図っている。 

毎年１０月には、協議会との共催で「名駅西ＴＳＵＢＡＫＩフェスタ」を開催し、

歩行者天国や音楽・コスプレイベント等による地域の賑わい作り、商店の売上増

に取り組んでいく（協力：中村区役所、中村警察署）。 

 

②大曽根支部「北区区民まつり“きた・きたフェスタ”」 【継続】 

支部として「創業・経営ミニミニ相談会」をブース出展し、創業予定者や経営者

の支援を行い、主催者である北区役所とも連携しながら、小規模事業者と区民の

参加するイベントを盛り上げ、地域の活性化を図っていく。 

 

③星ヶ丘支部「覚王山祭」、「ビジネスプランコンテスト」 【継続】 

覚王山商店街が主催し、屋台やフリーマーケットで盛り上がる「春祭」（４月）、

「夏祭」（７月）「秋祭」（１１月）に、当所も企画・運営面で協力している。祭当

日は相談ブースを設け、小規模事業者に対し、相談支援を行い、商店主と一緒に

なって賑わいの創出に取り組んでいく。 

大学・高校生の起業精神の醸成を目的に、椙山女学園大学が主催する「ビジネス

プランコンテスト」では、運営・審査に参画し、地域の創業者増に貢献していく。 

 

④新瑞支部「あらたまグランパスタウン」 【継続】 

Ｊリーグチーム「名古屋グランパス」の認定するサポートタウン「あらたまグラ

ンパスタウン」（新瑞橋地区の事業所で構成）と一体となり、サッカー観戦者向け

に特別サービスを提供する飲食店を記載したリーフレットを作成、「瑞穂区民ま

つり」や交通安全運動へ参加して、地域住民に配布するなど、地域の商店街を元

気にする活動に取り組む。 

 

⑤金山南支部「ものづくり研究会」、「中川区ブランド野菜」、「熱田区をもりあげる

会 あった会」 【継続】 

市南西部（港区・中川区）の機械・自動車部品加工等の優れた技術力を有する中

小企業・小規模事業者で結成した「ものづくり研究会」では、勉強会や視察会を

通じメンバー相互の研鑽を図り、ものづくりを通じた地域活性化を目指す。 

中川区発祥の農産物を活用した製品や料理を開発し、「中川ブランド」の確立を 

目指し、地元事業者や農家が取り組んでいる「中川区ブランド野菜製品開発研究

会」（事務局：中川区役所）では、当所も企画・運営に参画し、区主催の「中川区

地産地消フェア」では、来場者へのアンケート調査により活動を支援するなど、

地産地消を通じた地域活性化に取り組む。 
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熱田区内の中小企業・小規模事業所経営者で構成する「あった会」では、熱田区

にゆかりのある歴史的企業・施設から講師を招いた隔月の勉強会を開催し、地域

防災や事業承継等、企業の持続的発展について学び、地域の活性化に取り組んで

いる。当所も支部会議室を勉強会会場として提供し、経営指導員も参加するなど

協調して取り組んでいる。 

 

【目標】 

内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

な・ご・や 

商業フェスタ 

年１回 

（４月） 

年１回 

（４月） 

年１回 

（４月） 

年１回 

（４月） 

５支部における 

地域活性化事業 
９事業 ９事業 ９事業 ９事業 

 

 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期では以下の取組みを実施したが、当所計画の目的を達していると判断し、引

き続き、当計画でも同様の取り組み方針で臨む。 

ただし、マル経制度については、前計画では市内６金融機関に対して会議の場での

制度紹介までであったので、自主改善として、効果が少ないと判断した場合は金融機

関毎に改めてマル経活用の申し入れを行なう。 

 

(1)名古屋市内に本店を有する６金融機関（三菱東京ＵＦＪ銀行、愛知銀行、名古屋  

銀行、中京銀行、愛知信用金庫、中日信用金庫）と連携し、経営の悩みを抱える中

小企業・小規模事業者の紹介、各種セミナーＰＲおよび開催協力・情報交換に努め

た。しかしながら、小規模事業者支援に役立つ手段の水平展開までには至っておら

ず、６金融機関の窓口に訪れた小規模事業者に対して、当所の支援手段をＰＲでき

ておらず、課題として残った。 

 

(2)無担保・無保証人で借りられる「小規模事業者経営改善資金（マル経）」を中心と

した資金調達面での連携を図る日本政策金融公庫との情報交換を年２回行ない、小

規模事業者の事業計画の実効性を高めるために不可欠な財務内容の改善に向けたノ

ウハウを蓄積した。その他「１日公庫」と称した日本政策金融公庫との融資個別相

談も市内５支部にて開催した。 

  また日本政策金融公庫から利用者へ発送するダイレクトメールにも年２回マル経

に関するチラシを入れてもらって利用者拡大を図っている。 
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(3) 愛知県下２２の商工会議所中小企業相談所長で構成される「小規模事業運営研究

会」において、経営発達支援計画の適切な運営を協議するほか、支援の現状や各所

の支援ノウハウを共有化するために意見・情報交換を行った。経営改善普及事業の

直面する課題について、年４回開催して情報交換を行った。 

 

 (4)年１回、中小企業基盤整備機構職員による｢小規模企業共済｣｢中小企業倒産防止共

済｣制度の勉強会を開催し、制度・手続きについて再確認した。 

 

(5) 資金調達を検討している小規模事業者に対しては、日本政策金融公庫・愛知県・

愛知県信用保証協会・あいち産業振興機構・名古屋市信用保証協会・名古屋市小規

模金融公社・名古屋市中小企業振興センターと連携して、市内小規模事業者が活用

できる融資制度をケース別に取り纏めた冊子｢金融の手引き｣を作成、各種融資制度

を横並びで比較できるように配慮した形式で取り纏めて、配布した。 

 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 

目標、分析を行なう項目、手法・手段及び成果方法については、目標通りの結果が

出ていると判断し、第２期も同様の取組を行なう。 

更なる自主的改善として市内６金融機関・日本政策金融公庫に対しては、自らが持

っていないサービスに対して、商工会議所のサービス（事業）を具体的にＰＲ･利用し

てもらい、当所としては支援利用者の拡大、金融機関にとっては保有していないサー

ビスの拡充という形で補完関係（支援・サービスの相互乗り入れ）の実現を目指す。 

また当地区でも大きな課題となっている廃業・事業承継の問題についても自主的改

善から、中部経済産業局から委託されて実施されている愛知県事業引継ぎ支援センタ 

ーや再生支援協議会と定型的に連携して県内の状況や成功事例を入手するために、定

例会議体を設け、小規模事業者数の減少抑制に努める。 

 

（事業内容） 

 

（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対する取組【継続】 

 

これまでと同様、現状の小規模事業者の動向・支援状況の確認、ノウハウの吸収

を目的に名古屋市内に本店を有する６金融機関、日本政策金融公庫、県下２２商工

会議所と連携取組を続ける。 

具体的には 

・市内６金融機関へのマル経制度の紹介（年１回）。 

・日本政策金融公庫の当所所轄３支店に共催によるマル経協議会、マル経勉強

会の実施（年７回）。 

・これまで同様、愛知県下２２の商工会議所中小企業相談所長で構成される「小

規模事業運営研究会」における情報交換（年４回）。 
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・年末の確定申告に間に合うタイミングで中小企業基盤整備機構による｢小規模

企業共済｣｢中小企業倒産防止共済｣制度の勉強会を開催。小規模事業者が節税

手段として利用しようとした場合の、処理手続き期限・留意すべき点等をポ

イントに説明してもらう（年１回）。 

などに取組む。 

また、名古屋税理士会との連携による、個人事業者に対する年末の確定申告相談

会及び年末調整相談会（あわせて年８０回）も引き続き実施する。 

 

（２）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対する取組 【新規】 

①６金融機関、日本政策金融公庫に対して、拡充取組として当所が持っているサー

ビス（Ex.マル経・小規模事業者持続化補助金申請支援）を積極的にＰＲし、相手

の持っていないサービスの１つとして当所事業を利用してもらうよう勧奨する。 

 例えば市内６金融機関毎にマル経チラシを持ち込み、先方のサービスラインナッ

プに合わないよう小規模事業者の融資案件についてマル経を紹介してもらう。特

に金融機関の本部部門だけでは末端の支店まで行き渡らないと判断された場合は

当所５支部近隣の支店に持ち込む等の対策を取る。 

②事業承継については、愛知県事業引継ぎ支援センター・愛知県中小企業再生支援

協議会・愛知県経営改善支援センターの４者で連携して支援に努める。 

     

【目標】 

開催頻度 年１回連絡協議会の実施 

目的 事業承継・事業再生・経営改善支援力の向上 

内容 県内事業者の情報共有・支援 

   

③士業団体（愛知県弁護士会・愛知県司法書士会・名古屋税理士会等）と年１回共

催セミナーを開催するなど、各団体が得意でない分野で当所が事業サービスしてい

る分野については、今後さらに積極的に各団体と連携・協力していく。 

 

④今後さらに少子高齢化に伴い、支援すべき件数が増えていくことが想定されるた

め、愛知県において、平成２９年度（公財）あいち産業振興機構が地域事務局に採

択された｢事業承継ネットワーク構築事業｣の中で、当所も構成メンバーとして円滑

な事業承継に向けた取組みを推進する。（構成機関は、中部経済産業局、東海財務

局、愛知県、県内各商工会議所・商工会、愛知県、名古屋市信用保証協会、市内各

金融機関。非定例ではあるが平成２９年５月以降、月１回のペースで打ち合わせを

実施している。） 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

当計画遂行の担い手である経営指導員は、各種研修への参加や、補助金申請や事業計

画策定支援事例の共有化を通じて、小規模事業者の売上や利益の確保に資するための

「個社支援能力向上」に努めている。支援事例については、組織で共有できるよう所内

連絡会議やグループウェアで情報共有し、小規模事業者支援のための事業計画策定にも

活用するなど、第１期の取組を通じ、当所としての「個社支援能力」は着実に向上して

いると評価している。 

ただし、小規模事業者は「生産性向上のためのＩＴ化」や「事業承継・事業再生」と

いった新たな経営課題に直面しており、時流の流れに合わせてそれらの課題を支援でき

るよう、経営指導員の個社対応能力を高めることが課題と判断し、自主的改善を施す。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 

成果を踏まえ、第１期の取組を継続する方向で支援能力の向上を図ることとするが、

ＩＴ化支援や事業承継等の新たな経営課題を、研修や勉強会のテーマとし、ケーススタ

ディを交えた、実践的な内容としていくことで、個社支援能力向上を図っていきたい。 

 

（資質向上の具体策） 

 

(1)経営指導員研修 【継続】 

  愛知県の補助金により実施する義務研修については、当所が商工会と共同で、県下

の商工会・商工会議所の経営指導員の資質向上を行っている。国や県の施策の最新動

向を学ぶとともに、補助金申請のための事業計画作成などをテーマとした実践的な研

修を企画し、小規模事業者の個社支援能力向上を図る。 

  特に、生産性向上のためのクラウド会計導入やＳＮＳ利用による販路拡大といった

「ＩＴ化支援」と、円滑な世代交代や余裕を持った計画作成といった「事業承継支援」

については、小規模事業者の支援に対するニーズも高く、重点的に資質向上を図る。 

  また、中小企業大学校や日本商工会議所の経営指導員向け研修にも積極的に参加

し、個社支援能力向上を図る。 

 

(2)ＯＪＴ・勉強会 【継続】 

  経験の浅い経営指導員に向けては、ベテラン経営指導員から指導・助言を徹底させ

るなど、ＯＪＴによる支援能力の向上を図る。その効果を検証するため、経験の浅い

経営指導員自らが講師となった勉強会を開催し、自身の個社支援事例を用いたケース

スタディを行なうなど小規模事業者の個社支援能力向上を図る。 

 

(3)マル経融資（小規模事業者経営改善資金）研修会 【継続】 

  株式会社日本政策金融公庫名古屋支店、名古屋中支店、熱田支店の担当課長を講師

に迎え、融資推薦書の作成や審査のポイントなどをテーマとした研修会を開催し、経

営指導員のスキルアップを図る。 
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(4)自己啓発補助金・公的資格取得奨励制度 【継続拡充】 

  全職員を対象に、業務に密着した外部の有料研修への補助を行う「自己啓発補助金」

制度を設けているほか、平成２９年度から中小企業診断士やビジネス実務法務検定等

の公的資格の受験料補助を行なう「公的資格取得奨励制度」を新設し、経営指導員に

対し、個社支援に必要なスキルの向上を図っている。 

 

 

 

(5)支援レベル向上委員会・伴走型支援ベストワンレポート発表会 【継続】 

  経営指導員の個社支援レベルの向上を目的に、一年を通して各指導員が一社の伴走

型支援企業を選び、指導員仲間のアドバイスを受けながら支援に当たるとともに、支

援内容を報告書にまとめている。 

  所内に設置した支援レベル向上委員会では、支援企業の選定にアドバイスを送るほ

か、報告書を取り纏める。さらに、中でも優良な支援事例を選定し、全職員を対象と

した「伴走型支援ベストワンレポート発表会」で企画する。報告書はグループウェア

で共有し、全職員の個社支援能力の向上に役立てている。 

 

(6)事業所優良支援事例レポートの作成 【継続】 

  経営指導員による経営指導により、業績改善が実現できた事業者例や、新事業の立

ち上げに至った個社支援事例を毎月「事業所優良支援事例レポート」にまとめている。

所内の連絡会議やグループウェアで共有している。 

  レポートを「経営課題の把握→支援内容→支援の成果」と順序立てて取りまとめる

ことで、経営指導の参考とすることができ、組織の財産として蓄積し共有化すること

で組織全体の個社支援能力向上に繋げている。 

 

(7)情報システムの改善・強化による支援情報の一元化 【継続拡充】 

  経営指導員の日々の経営指導内容を記録するカルテ・データベースの管理項目に、

現在は別に管理している融資・補助金の利用状況（時期や金額）や、事業計画策定状

況（時期や種類）を付加し、支援情報の一元化を進める。これにより、個社の経営状

況をより俯瞰した経営支援に当たることができるとともに、一経営指導員による経営

支援に加え、当所の組織的な経営支援の質を向上させることができる。 
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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 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

毎年度、第１期計画における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、評価を行ない、当初計画の目的を達していると判断した。 

 効果的に事業評価並びに見直しがなされたと判断しているが、第２期においては、

タイミングを逸することなく見直しを実行していくために、年に一度自主的に見直す

機会を増やす。 

 

(1)従来より小規模事業者等で構成される５支部の支部アドバイザーにより、支部事業

および経営改善普及事業の評価を行っていたが、これに加え、経営発達支援計画に

ついても、実施状況および事業の成果を支部アドバイザーに報告し、事業評価を行

なった。 

 

 

○支部アドバイザー会議 

小規模事業者等により構成、平成２９年度は４３名委嘱。市内５支部の諸事   

業や商工会議所の経営改善普及事業について助言・意見、事業評価を行うこと

により、より良い商工会議所の事業運営を目指す。 

 

(2)支部アドバイザーによる意見を踏まえて、外部有識者（大学教授・中小企業診断士

など）によって構成される経営発達支援事業検討会にて事業評価を行ない、さらに

当所議員および学識経験者で構成される中小企業委員会において報告し、承認を得

た。また、同委員会において、事業評価の結果を踏まえ、経営発達支援計画の取り

組み内容を検討・見直しを行い、不具合があれば次年度事業に反映させることとし

た。 

○経営発達支援事業検討会 

  当所が実施する「経営発達支援計画」の事業評価を行うことを目的として設

置。その目的を達成するために、外部有識者（大学教授・中小企業診断士な

ど）により構成する。 

○中小企業委員会 

当所の委員会の一つ。中小企業問題を所管しており、毎年、政府予算案の概算

要求を前に、中小企業施策に関する要望を実施。委員長は、当所常議員の富田

英之・東朋テクノロジー株式会社社長。委員会は、当所議員、山田基成・名古

屋大学教授はじめ、地元中小企業や商店街代表からなる学識経験者等、４５名

で構成。 

 

(3)経営発達支援計画の事業の成果・評価・見直しの結果については、計画期間中、  

当所のホームページ（http://www.nagoya-cci.or.jp）で公表。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 

目標、分析を行なう項目、手法・手段及び成果確認方法については、第２期も同様

の取組を行なう。 

また自主的改善として見直しの機会を新設（年一度半期経過した時点）し、中小企

業委員会からのトップダウンによる見直しだけではなく、ボトムアップからの見直し

によりＰＤＣＡを回す機会を増やして、タイミングを失することなく計画実行精度を

向上させる。 

 

（事業内容） 

 

（１）事業の評価及び見直しをするための仕組みに対する取組  【継続】 

これまでと同様、外部有識者で構成される経営発達支援事業評価会議を年に１度

開催し、当計画に対する実行状況としての課題抽出や改善策を検討する。 

 

（２）事業の評価及び見直しをするための仕組みに対する取組  【新規】 

年に１度当計画に対して、名古屋商工会議所内部にて年間計画として予定してい

た事業・取組ができていたか？できていない場合はその理由を掘り下げ、予算面も

含めて必要であれば可能な範囲で実行施策を追加・変更を検討するといった自主的

な振り返り機能を新設する。 

 

 （３）事業の評価及び見直し結果の公表 【継続】 

事業の成果・評価・見直しについては、計画期間中当所のホームページ

（http://www.nagoya-cci.or.jp）にて公表する。 
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ＰＤＣＡサイクル概念図 
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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２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

【実施体制図】 
 

専務理事 
       

        

          

 
常務理事・事務局長 

       

        

      

総務部  
  

        

      

管理部 
   

        

      

企画振興部  
  

        

      

産業振興部  
  

        

     
 

（本部）    

   
中小企業・会員支援部 

 
 

 会員サービスグループ    

    
 

 共済グループ    

     
 

 人材支援グループ    

     
 

 経営革新支援グループ    

     
 

 専門指導センター    

     
 

 管理運営グループ    

     
 

（支部）名古屋市内 5カ所    

     
 

   中央 （中区､中村区､昭和区､西区）   

     
 

   大曽根（東区､北区）   

     
 

   星ヶ丘（千種区､名東区）   

     

    新瑞 （瑞穂区､南区､天白区､緑区大高町・

大高台・森の里・緑花台） 
  

     
 

   金山南（熱田区､中川区､港区）   

                            ※ 実施体制は、網掛けされた部署が主体で実施。 
 

 人数 計 経営指導員 補助員 事務局員等 

 実施員 99名 73名 14名 12名 

 組織全体 155名 73名 14名 68名 

  ※ 経営指導員には、専門経営指導員を含む。うち中小企業診断士７名、税理士 3名、社会保険労務士４名。 
 

 

（２）連絡先 

 本・支部名 住   所 電 話 

 本 部 中区栄 2-10-19   名古屋商工会議所ビル 1階 052-223-5756 

 中 央 中区栄 2-10-19   名古屋商工会議所ビル 1階 052-223-5985 

 大曽根 北区大曽根 3-15-58 大曽根フロントビル 7階 052-915-3848 

 星ヶ丘 千種区井上町 49-1  名古屋星ヶ丘ビル 3階 052-781-5633 

地域活性化事業の一部を担当 
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 新 瑞 瑞穂区洲山町 2-21  啓徳名古屋南ビル 4階 052-853-4543 

 金山南 熱田区金山町 1-7-8 電波学園金山第 2ビル 5階 052-265-6441 

ホームページアドレス http://www.nagoya-cci.or.jp 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

 

必要な資金の額 

 

 

１８，９００ 

 

２３，９００ 

 

２３，９００ 

 

 

セミナー開催関連費 

 

経営分析事業費 

 

事業計画策定事業費 

 

事業計画策定後支援事業費 

 

需要動向調査事業費 

 

新需要開拓事業費 

 

創業者育成事業費 

 

地域活性化事業費 

 

３，５００ 

 

３，５００ 

 

３，０００ 

 

５，０００ 

 

１，０００ 

 

１，５００ 

 

９００ 

 

５００ 

  

 

３，５００ 

 

３，５００ 

 

３，０００ 

 

１０，０００ 

 

１，０００ 

 

１，５００ 

 

９００ 

 

５００ 

 

３，５００ 

 

３，５００ 

 

３，０００ 

 

１０，０００ 

 

１，０００ 

 

１，５００ 

 

９００ 

 

５００ 

（備考）資金の額については、見込み額にて記載。 

 

調達方法 

会費、各事業収入、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託金など 

（備考）調達方法については、想定される調達方法にて記載。 
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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 

・小規模事業者のための経営改善普及事業（愛知県、名古屋市） 

・名古屋市に本店を有する金融機関６行との連携による事業展開 

・産業競争力強化法に基づく名古屋市創業支援事業計画の連携 

・あいち産業振興機構および中小機構中部本部と連携した専門支援 

連携者及びその役割 

 

・愛知県、名古屋市：補助金による財政的支援 

・金融機関６行：顧客である小規模事業者の掘り起こし、利用者紹介 

・あいち産業振興機構：よろず支援拠点を活用した総合的・先進的な経営相談・指導の

フォローアップ 

・中小機構中部本部：高度専門的な経営相談・指導のフォローアップ 

・名古屋市、市内３商工会、日本政策金融公庫：名古屋市創業支援計画の事業展開 

 
機関名 代表者 住所 電話番号 

愛知県 大村 秀章 名古屋市中区三の丸 3-1-2 052-954-6335 

名古屋市 河村 たかし 名古屋市中区三の丸 3-1-1 052-961-1111 

あいち産業振興機構 森 鋭一 名古屋市中村区名駅 4-4-38 

愛知県産業労働センター14 階 

052-715-3061 

中小機構中部本部 花沢 文雄 名古屋市中区錦 2-2-13 052-201-3003 

日本政策金融公庫 鶴巻 昭 名古屋市中村区名駅 3-25-9 

堀内ビル 6階 

052-561-6301 

愛知県信用保証協会 小川 悦雄 名古屋市中村区椿町 7-9 0120-454-754 

名古屋市信用保証協会 肆矢 秀夫 名古屋市中区栄 2-12-31 052-201-3041 

名古屋市小規模事業金融公社 中根 卓郎 名古屋市千種区吹上 2-6-3 

名古屋市中小企業振興会館 5階 

052-735-2123 

三菱東京ＵＦＪ銀行 平野 信行 東京都千代田区丸の内 2-7-1 03-3240-1111 

名古屋銀行 藤原 一朗 名古屋市中区錦 3-19-17 052-962-5740 

愛知銀行 矢澤 勝幸 名古屋市中区栄 3-14-12 052-251-3211 

中京銀行 永井 涼 名古屋市中区栄 3-33-13 052-262-6111 

中日信用金庫 山田 功 名古屋市北区清水 2-9-5 052-913-9111 

愛知信用金庫 浦田 卓 名古屋市中区錦 3-15-25 052-951-9441 

守山商工会 森 藤左エ門 名古屋市守山区守山 2-8-54 052-791-2500 

鳴海商工会 成田 正次 名古屋市緑区鳴海町字乙子山 1-3 052-896-3331 

有松商工会 梶野 泉 名古屋市緑区有松 3012 052-621-0178 
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連携体制図等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	【名古屋商工会議所】　計画概要.pdf
	【名古屋商工会議所】　別表１～４

