
経営発達支援計画の概要 

実施者名  春日井商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

 「春日井市産業振興アクションプラン」を基に、春日井市内の小規模

事業者が経営計画を策定・実行し経営基盤を強化し「小規模事業者が持

続的に成長し、春日井市を元気にする！」を目標に以下の経営発達支援

計画を実施します。 

事業内容 

・実施時期 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

・テーマ「日本経済を支える小規模事業者の持続的発展を支援する」 

・春日井商工会議所経営発達支援計画の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、「地域活性化に資する取り組み」「支援力向上のための取り組

み」「事業の評価等の取り組み」を実施し、経営発達支援計画を推進する。

連絡先 

 春日井商工会議所 経営発達支援相談窓口 （経営指導課 白木・仲野）

  〒486-8511  愛知県春日井市鳥居松町五丁目４５番地 

  ＴＥＬ 0568-81-4141 ・ ＦＡＸ 0568-81-3123 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kcci.or.jp ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ master@kcci.or.jp 

 

① 小規模事業者の経営資源など経営状況の分析 

 「ＬＯＢＯ調査」「景況アンケート」「利用者経営分析」により、

春日井市内の小規模事業者の経営状況を分析

②‐１ 経営計画策定支援 

 「事業計画策定セミナー、専門家派遣等」による経営策定支援 

 ②－２ 経営計画実行支援 

 「担当指導員による伴走型支援」「専門家による個別支援」「マ

ル経・経営発達支援融資を中心とした金融支援」による経営計画

実行支援 

④ 需要開拓支援 

 「各種情報発信」「商談会・ビジネスマッチング事業の実施」等

により小規模事業者の需要の開拓を支援。 

③ 小規模事業者の商品等の需要動向、情報収集、分析等 

 ①で収集した市内小規模事業者のデータの分析、関係省庁等の情

報の収集と活用
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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 

【春日井市の概要】 

春日井市は、昭和 18 年 6 月 1 日に市施行

され、軍需産業都市として誕生しました。し

かし、終戦により、工場誘致に努力し昭和

25 年王子製紙春日井工場の誘致を機に内陸

工業都市として歩み始めました。 

昭和 30 年代後半に入り、多摩・千里と並

ぶ日本三大ニュータウンの一つである高蔵

寺ニュータウンの建設を機に、名古屋市に隣

接する利点もあり住宅都市として発展し、現

在では人口 31 万人、13 万世帯を有する住宅

都市として発展しました。 

 

【春日井市の産業】 

春日井市には、特に目立った地場産業も無いが、愛知県の工業統計の結果をみると、

事業所数・製造品出荷額等もパルプ・紙が突出している。また、業務用機械、電気機械、

金属製品、はん用機械なども比較的多く、多様な産業構造となっている。 
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 事業所数は、平成 21 年 11,439 件に対し、平成 23 年は 11,187 件と 2.2％減少してい

る。また、開業率は平成 18 年に 16.8％と高かったが、平成 21 年には 7.7％にまで低下

した。 
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製造業の事業所数の推移は、平成 12 年の 1,069 件から平成 22 年には 766 件と 71.6％

となっている。 

 

 

 （資料）愛知県工業統計 

 

 

商業の事業所数の推移は、平成 11 年の 2,310 件から平成 19 年には 1,856 件と 80.3％

となっている。 

 

 （資料） 愛知県商業統計 
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観光では、観光資源数、観光客入込数ともに周辺都市と比べても非常に少ないのが現

状である。 

以上のように、春日井市の人口は増加傾向にあるものの製造業、商業とも事業所数は

減少し、また開業率も落ち込んでいるのが現状である。 

このような中、春日井商工会議所では事業所が発展的に継続経営するための経営支援

と新たな事業者を創出する創業支援を行うことが必要であり、事業所数の減少を食い止

めることが春日井市の産業の発展につながると考えています。 

 

 その中で、小規模事業者数は次表のとおり、平成 24 年には平成 18 年と比べ、全国的

にも減少しており、春日井市も同様に減少傾向にある。 

 春日井市内の小規模事業者の抱える課題は、当所モニター委員（小規模事業者 24 名

で構成）の意見では、「情報提供」「各種施策利用についての支援」を希望する声が多く、

ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、省エネ補助金などの支援策を小規模事

業者が活用する場合に、商工会議所の支援に対する期待が大きい事がうかがえる。 

小規模事業者の推移 

年度 春日井市  愛知県  全国  

Ｈ18 7,719  229,630  3,663,069  

Ｈ24 7,509 97.2％ 216,533 94.3％ 3,342,814 91.3％ 

（資料：平成 18 年総務省「事業所・企業統計調査」平成 24 年経済センサス活動調査）

 

【春日井市の産業振興の方針】 

春日井市は、より一層の経済成長を促し、産業振興を図るため「魅力ある事業環境で、

市内外から選ばれるまちへ」の推進エンジンとして、平成 26 年に改定『春日井市産業

振興アクションプラン』が策定されました。 

＜春日井市産業振興アクションプランの概要＞ 

３つの柱「企業誘致」、「事業者支援」、「地域活性」 

① 「企業誘致」…『恵まれた立地環境のもと、優良企業が集まる春日井』を将来像（ビ
ジョン）に、市内外からの優良企業の立地により、活発なビジネスが展開される街

づくりを推進していく。 

ａ．企業立地の推進に向けた事業基盤の整備 

ｂ．企業立地を誘引する支援制度の充実 

ｃ．企業誘致に向けた春日井の魅力発信力の強化 

ｄ．企業立地のための支援体制の整備 

② 「事業者支援」…『やる気があふれ、持続的に事業者が成長する春日井』を将来像
（ビジョン）に、市内企業が持つ経営資源を活かし発達できるよう春日井市と春日

井商工会議所が連携によるワンストップ支援を推進していく。 

ａ．創業や事業承継等による事業発展の促進 

ｂ．研究開発や設備投資を促進し新事業への展開を支援 

ｃ．対外的な信用力向上や積極的な販路開拓を支援 

ｄ．雇用の確保や創出ととともに人材の育成を支援 

③ 「地域活性」では、『個性あふれる地域に人が集まり、市民が誇ることのできる春日
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井』を将来像（ビジョン）に、商店街の活性化や地域ブランド推進による活力ある

春日井づくりを推進していく。 

ａ．団体間で連携を高めコミュニティの形成を促進 

ｂ．商店街等の活性化によるにぎわいの創出 

ｃ．地域資源活用による地域ブランド化支援 

 

 

 

【春日井商工会議所の概要】 

春日井商工会議所は、昭和 42 年 12 月 1 日に設立され、会員数 4,495 件（10 月末現在）、

役員議員 155 名（会頭 1名、副会頭 4名、常議員 45 名、議員 100 名、監事 3名、専務 1

名、理事 1名）、職員 30 名で組織しています。 

小規模事業者支援については、中小企業相談所（経営指導課・振興課）を中心に経営

改善普及事業を推進している。 
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平成 25 年 3 月の金融円滑化法終了時には「経営力強化支援窓口」を設置し、専門家

による支援体制を確立した。 

また、平成 25 年 6 月 5 日に経営革新等支援機関に認定され、中小企業の個別課題解

消や地域資源の発掘・活用による地域活性化、産業の地産地消の推進による域内中小企

業のビジネスマッチング機会の創出・拡大、社会変化への対応による個別企業の課題解

消に向け各種事業に取り組んでいます。 

春日井商工会議所は、近隣商工会議所に比べ、小規模事業者持続化補助金の申請件数

や記帳指導件数、小規模事業者経営改善資金（マル経融資）の利用件数も多く、会員企

業の中の小規模事業者の利用割合が高いのが特徴である。 

 

尾張地区商工会議所との比較 

商工会議所 持続化補助金申請数 記帳指導件数 マル経件数 

Ａ ３７ ２７９ ３５ 

Ｂ １９ ７５ １ 

Ｃ ６ １１４ １８ 

Ｄ １４ ８８ ３２ 

Ｅ １０ ４６ ２１ 

Ｆ ７８ １２７ ２０ 

春日井 ８８ ２１１ ５８ 

（資料）春日井商工会議所独自調査 

 

関係機関との連携も強く、春日井市とはワンストップサービス事業を推進し、毎月１

回の定例会議、同行企業訪問、各種事業・施策の情報交換などを行い、手厚いスピーデ

ィーな企業支援を行っている。 

東春信用金庫、小牧商工会議所、春日井市、小牧市と連携し４年前から「とうしゅん

創業塾」を開催し、次世代を担う起業家の発掘・育成を図っている。 

中小企業基盤整備機構中部本部と春日井市が平成 26 年 4 月 14 日に業務提携協定を締

結したことに伴い、前述の春日井市とのワンストップサービスの一環として春日井商工

会議所としても連携し、連携調整会議の開催、合同セミナーの開催、共同施策説明会・

相談会などを開催し、中小企業を支援している。 

 

【経営発達支援計画の策定】 

このような状況において、春日井商工会議所では日本経済の根幹を支える中小企業、

その中でも小規模事業者の経営基盤の強化につながり、地域経済・日本経済の安定化を

図るために「小規模事業者が持続的に成長し、春日井市を元気にする！」を目標に本経

営発達支援事業を実施します。 

具体的には、春日井市産業振興アクションプランの中で小規模事業者が対象となる 

①「事業者支援」 

ａ．創業や事業承継等による事業発展の促進 

ｃ．対外的な信用力向上や積極的な販路開拓を支援 

②「地域活性」 
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ｂ．商店街等の活性化によるにぎわいの創出 

ｃ．地域資源活用による地域ブランド化支援 

について関係機関と連携し推進します。 

 また、小規模事業者が発展的継続経営をしていく上で、経営方針・ビジョンを明確に

し、計画的な経営をしていく事が必要であり、経営計画策定及び実行を伴走型の親密な

支援を行っていきます。 

 

〔春日井商工会議所経営発達支援計画の内容〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、「地域活性化に資する取り組み」「支援力向上のための取り組み」「事業の評

価等の取り組み」を実施し、経営発達支援計画を推進する。 

 

① 小規模事業者の経営資源など経営状況の分析 

 「ＬＯＢＯ調査」「景況アンケート」「利用者経営分析」により、春日井市内の

小規模事業者の経営状況を分析 

②‐１ 経営計画策定支援 

 「事業計画策定セミナー、専門家派遣等」による経営計画支援 

 

 ②－２ 経営計画実行支援 

 「担当指導員による伴走型支援」「専門家による個別支援」「マル経・経営発

達支援融資を中心とした金融支援」による経営計画実行支援 

④ 需要開拓支援 

 「各種情報発信」「商談会・ビジネスマッチング事業の実施」等により小規模

事業者の需要の開拓を支援する。 

③ 小規模事業者の商品等の需要動向、情報収集、分析等 

 ①で収集した市内小規模事業者のデータの分析、関係省庁等の情報の収集と活

用 
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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 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

テーマ「小規模事業者が持続的に成長し、春日井市を元気にする！」 

 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回・窓口相談対応時に企業の経

営状況や業界等の景況状況、抱える経営課題を収集し、経営分析を行い、小規模事業者

の経営改善や課題解決に向け、関係機関や専門家、金融機関等を連携しサポートする。

 

（事業内容） 

(1) アンケート等調査の実施 

① ＬＯＢＯ調査 
日本商工会議所が実施しているＬＯＢＯ調査（商工会議所早期景気観測システム）

調査を、市内で業種別に抽出した５社に対し景気動向に関する８項目を毎月調査・分

析する。 

調査対象 市内企業 5社（製造業、建設業、小売業、サービス業、卸売業 各 1社）

調査時期 毎月 17 日 

調査方法 調査票によりＦＡＸにて 

調査項目 

①売上、②採算、③仕入単価、④従業員、⑤業況、⑥資金繰りの前年比

及び 3 ヶ月の先行き、⑦附帯調査（月によって変わる）、⑧経営上の問

題点等 

調査分 日本商工会議所にて、全国の査結果を分析・公表 

調査報告 
年 3回（9月、1月、5月）会報に掲載し全会員へ報告 

毎月末に調査対象企業へメールにて報告 

目標 

（企業数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

② 景況アンケート調査 
経営指導員等の巡回や窓口対応時、全職員による会員訪問時にアンケートを実施、

役員・議員及び中小企業相談所事業モニターを対象に景気動向調査を実施し、春日

井市内の小規模事業者の経営状況や需要動向などを調査する。 

調査対象 巡回・窓口相談企業、中小企業相談所事業モニター24 社 

調査時期 年 3回 5 月（12～3 月）、9月（4～7月）、1月（8～11 月） 

調査方法 訪問時又は来所時に調査票にて回答 

調査項目 
企業の経営状況、業界の景気動向、需要動向、取引状況、課題、今後の

予測など 
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調査分析 調査結果を集計し、民間調査会社に分析を依頼 

調査報告 年 3回（7月、11 月、3月）会報に掲載し全会員へ報告 

目標 

（企業数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 件 100 件 100 件 120 件 120 件 150 件 

 

 

（２）地域の経済動向資料等の収集・整備【指針③】 

 地区内の経済動向資料を収集・整備することにより、小規模事業者の新商品・新サー

ビスの販売予測、販路拡大のための市場分析・市場予測、商品・企業の優位性などを提

案することにより、経営計画策定や経営改善支援をする場合に活用でき、現状に沿った、

高度な支援・指導をすることができる。また、経営指導員等職員の支援・指導スキルの

向上につながる。 

 収集したデータを中部大学や金融機関、民間調査会社等の協力を得て分析を行う。 

 

（事業内容） 

①関係省庁、関係機関の情報の収集 

春日井市・愛知県・中部経済産業局の各種調査結果や中部大学及び民間調査分析

会社が有する春日井市の各種データを活用し、市場分析、マーケティング戦略など

計画策定及び実行に役立てる。他に、春日井商工会議所が実施する景気動向調査結

果により春日井市内の中小企業の景気動向等を把握する。 

②総務省データの収集 

 また、総務省が公表している国勢調査、経済センサス、事業所・企業統計調査等

を総括した統計ＧＩＳ機能を活用し、特定エリア内での商圏設定や販売マーケティ

ング戦略に役立てる。 

③金融機関が活用するデータの収集 

 （一財）金融財政事情研究会が発行する「業種別審査事典」を活用し、市場動向調

査や顧客動向調査、市場予測等に役立てる。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）．地域の経済動向資料等の収集・整備【指針③】 

 地区内の経済動向資料を収集・整備することにより、小規模事業者の新商品・新サー

ビスの販売予測、販路拡大のための市場分析・市場予測、商品・企業の優位性などを提

案することにより、経営計画策定や経営改善支援をする場合に活用でき、現状に沿った、

高度な支援・指導をすることができる。また、経営指導員等職員の支援・指導スキルの

向上につながる。 

 収集したデータを中部大学や金融機関、民間調査会社等の協力を得て分析を行う。 
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（事業内容） 

 

①商工会議所利用者経営分析 

記帳指導やマル経融資利用者の財務資料を基に経営分析を行い、春日井市内の小

規模事業者の財務状態や景気動向などを把握する。 

調査対象 記帳指導利用者、マル経融資利用者 

調査時期 年 2回 （8月、2月） 

調査方法 貸借対照表、損益計算書、試算表を基に聴き取り 

調査項目 売上高営業利益率、自己資本比率、流動比率、売上高対支払利息比率等

調査分析 民間調査会社に分析を依頼 

調査報告 年 2回（4月、10 月）会報に掲載し全会員へ報告 

目標 

（企業数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 件 5 件 8 件 10 件 12 件 15 件 

 

②関係省庁、関係機関の情報の収集 

春日井市・愛知県・中部経済産業局の各種調査結果や中部大学及び民間調査分析

会社が有する春日井市の各種データを活用し、市場分析、マーケティング戦略など

計画策定及び実行に役立てる。他に、春日井商工会議所が実施する景気動向調査結

果により春日井市内の中小企業の景気動向等を把握する。 

③総務省データの収集 

 また、総務省が公表している国勢調査、経済センサス、事業所・企業統計調査等

を総括した統計ＧＩＳ機能を活用し、特定エリア内での商圏設定や販売マーケティ

ング戦略に役立てる。 

④金融機関が活用するデータの収集 

 （一財）金融財政事情研究会が発行する「業種別審査事典」を活用し、市場動向

調査や顧客動向調査、市場予測等に役立てる。 

 

（目標） 
支援内容 現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

春日井市のデータ なし 収集・活用 活用 活用 活用 活用 

愛知県データ なし 収集・活用 活用 活用 活用 活用 

経産局のデータ なし 収集・活用 活用 活用 活用 活用 

統計ＧＩＳ なし 検討 活用 活用 活用 活用 

審査事典 なし 検討 活用 活用 活用 活用 

民間データ なし 随検討し活用 

 

（実施時期） 
実施事業 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

春日井市のﾃﾞｰﾀ           収集・活用 

愛知県のﾃﾞｰﾀ           収集・活用 

経産局のﾃﾞｰﾀ           収集・活用 

統計ＧＩＳ           導入・活用 

審査事典           購入・活用 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 春日井市内の小規模事業者が経営課題を解決するため、上記のⅠ．Ⅱの結果を踏まえ、

専門家や関係機関、金融機関と連携し、伴走型支援により事業計画策定を支援する。 

 小規模事業者の現況・課題・強みを把握し、経営者が今後の方針を見つけ出しそれを

実現するために、ミラサポやあいち産業振興機構の専門家派遣を活用し、より具体的な

実現性の高い目標設定・計画策定について助言・指導をする。 

 また、商品開発・販路開拓について、地元中部大学産業経済研究所や産業技術センタ

ー、あいち産業振興機構などと連携し、市場分析などを行い、ターゲットの設定などを

行う。 

 

（事業内容） 

(1) 事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会 

中小企業診断士や税理士を講師に事業計画策定セミナーや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とともに、事業計画の策定

を支援する。 

支援対象 事業計画を策定し、経営改善・業務拡大を目指す小規模事業者 

実施時 ＜セミナー＞5月 ＜個別相談会＞5月、6月、随時 

実施内容 
専門家（中小企業診断士）によるセミナー 

専門家及び職員による個別相談会 

具的内容 

＜セミナー＞ 

「事業計画策定の意義」 

「事業計画策定のポイント」 

「事業計画推進方法及び注意事項」等 

＜個別相談会＞ 

「事業計画策定及び推進にあたっての個別相談」 

目標 
（参加者数） 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

18 名 20 名 20 名 22 名 22 名 25 名 

 

(2) 窓口相談、巡回指導 

経営指導員等の担当する地区内の小規模事業者を巡回・窓口相談などで、事業計

画策定の重要性を説明し、計画策定事業者の理解度を高めるとともに、計画策定事

業者の掘り起こしを行う。 

全職員による「会員訪問」にて年 1,440 件を訪問する予定であり、約 3年で 4,492

件の全会員に対し、経営発達支援計画事業と計画策定の必要性を周知し、意識の高

い小規模事業者を中心に「経営発達支援相談窓口」担当職員が策定支援及び実行に

おける伴走型支援を行う。 

支援対象 市内小規模事業者 

実施時 

 
随時 

支援方法 事業計画策定の重要性について説明し、計画策定を勧める 

具体的内容 「事業計画策定の意義」「事業計画策定のポイント」「事業計画策定の
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効果」「事業計画策定及び実行に対する支援体制」等を説明。 

目標 
（周知件数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 件 1,440 件 1,440 件 1,440 件 1,440 件 1,440 件 

 

(3) 専門家の活用 

小規模事業者が、効果的で実現性の高い計画を策定するために、中小企業庁が運

営する企業支援サイト「ミラサポ」やあいち産業振興機構等の専門家を活用し、相

談会・企業派遣にて計画策定支援を行う。 

支援対象 個別の課題を解決したい小規模事業者 

実施時期 随時 

支援方法 個別の課題解決のために専門家を派遣 

具体的内容 
専門家と職員で企業を訪問し、個別課題をヒアリングし解決策をアドバ

イスする。 

支援者 中小企業診断士・税理士等の専門家、経営指導員等 

目標 
（活用件数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

10 件 12 件 12 件 15 件 15 件 17 件 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 上記Ⅲにて策定した事業計画を実行するために、経営指導員等商工会議所職員が伴走

型の支援・助言を行い、小規模事業者の計画実現と経営改善により、事業の持続的発展

を図る。 

 事業推進にあたっては、経営指導員による担当事業所制をとり、明確な伴走型支援を

実施するとともに、専門的な課題に対しては、地区内の認定支援機関、金融機関、各種

支援機関（中小機構中部・あいち産業振興機構など）と連携し、手厚い支援を行う。 

 

（事業内容） 

(1） 経営指導員による担当事業所制 
計画策定事業所毎に経営指導員による担当制をとり、計画実行のために月１回巡

回訪問し、ＰＤＣＡサイクルにて遂行状況を管理し、計画的な実行支援を行う。 

支援対象 事業計画を策定した小規模事業者 

実施時期 毎月 1回 

支援方法 担当する事業所に訪問し、計画実行のために伴走型支援を行う。 

具的内容 遂行状況チェック、金融支援、新商品開発支援、マーケティング支援等

支援者 経営指導員等 

目標 
（支援企業数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 件 9 件 15 件 18 件 20 件 20 件 

 

(2） 専門家による実行支援 
専門的な課題解決や効果的な計画実行のために、中小企業庁が運営する企業支援

サイト「ミラサポ」やあいち産業振興機構等の専門家派遣を活用し、より手厚い支

援・指導を行う。 
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支援対象 事業計画を策定し、専門的な課題を解決したい小規模事業者 

実施時期 随時 

支援方法 専門的な課題を解決するために専門家を派遣 

具体的内容 
専門家と職員で企業を訪問し、個別課題をヒアリングし決策をアドバイ

スする。 

支援者 中小企業診断士・税理士等の専門家及び経営指導員等 

目標 
（援企業数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

10 件 12 件 12 件 15 件 15 件 17 件 

 

(3） 金融機関と連携した金融支援 
小規模事業者の計画を実行する上での資金需要に対し、商工会議所会頭の推薦に

より保証人・担保が不要で低利な融資が受けられる「小規模事業者経営改善資金（通

称：マル経融資）」及び平成 27 年度より創設される「小規模事業者経営発達支援融

資制度」を中心に日本政策金融公庫・愛知県信用保証協会・民間金融機関等と連携

し、金融支援を行う。 

大垣共立銀行、十六銀行、瀬戸信用金庫、東濃信用金庫、東春信用金庫とは、連

携協定を締結予定であり、より強い連携関係を構築できる。 

支援対象 事業計画実行にあたり融資を必要とする小規模事業者 

実施時期 随時 

支援方法 公的融資の推薦、民間金融機関の融資のあっせん 

具体的内容 資金繰り緩和のために融資により資金的支援を行う 

目標 
（連携協定） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 件 2 件 4 件 5 件 5 件 5 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         小規模事業者経営改善資金「マル経」の概要 
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春日井商工会議所の「マル経」の推移 
年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年 

件数 49 51 67 58 62 

推薦金（千円） 201300 220,800 264400 332,400 339,300 

     ※26 年度の数字は 12 月末現在（75～80 件、430,000～450,000 千円の見込み） 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 地域内の小規模事業者が売上や利益を確保するためには、需要を見据えた計画的な経

営が重要である。そのために、日々変動する需要動向を把握する必要がある。 

しかし、現状において当所では、需要動向を把握するために必要な十分なデータを保

有しておらず、関係省庁や団体・金融機関・民間機関等から公表される調査結果を収集

し、小規模事業者の販売計画・仕入計画・商品開発・販売戦略策定等に活用できるデー

タを抽出・分析・情報提供を行う。 

 また、小規模事業者が売りたい製品・商品・サービスについての需要動向を把握する

ために消費者の意向を反映させた調査・分析・情報提供を行う。 

 

（事業内容） 

（1）需要動向に関するデータの収集について 

①関係省庁、関係団体等の公表するデータの収集 

春日井市・愛知県・中部経済産業局・経済産業省・総務省等の公表するデータを

収集し、小規模事業者の販売計画・仕入計画・商品開発・販売戦略の指針となりう

るデータを選定し、会報への記事掲載及び巡回訪問にて地域内小規模事業者へ情報

提供する。 

以上のデータの活用と当所の伴走型支援により、小規模事業者の有効的・効果的

な事業計画策定につなげる。 

 

収集調査・提供項目・活用方法 

収集する調査結果 調査元 提供項目 活用方法 

小売業販売額 経済産業省 
前年比の月指標と比率

月推移と比率 
小売業の販売計画 

新車販売台数 

日本自動車販売

協会連合会 

全国軽自動車 

協会連合会 

前年比の月指標と比率

月推移と比率 

自動車関連の 

販売計画 

製品出荷額 経済産業省 
前年比の月指標と比率

月推移と比率 
製造業者の販売計画

建設工事受額 国土交通省 
前年比の月指標と比率

月推移と比率 
建設業者の販売計画

公共工事請負額 保証事業会社 
前年比の月指標と比率

月推移と比率 

建設・土木業者の 

販売計画 
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②連携金融機関からのデータの収集 

連携する金融機関及びシンクタンクが公表しているデータを収集し、小規模事業

者の販売計画・仕入計画・商品開発・販売戦略の指針となりうるデータを選定し、

会報への記事掲載及び巡回訪問にて地域内小規模事業者へ情報提供する。 

以上のデータの活用と当所の伴走型支援により、小規模事業者の有効的・効果的

な事業計画策定につなげる。 

 

○大垣共立銀行・ＯＫＢ総研 「主婦の消費行動に関するアンケート」 

 需要動向に大きな影響を及ぼす主婦の消費動向のうち、家計の収入の推移、支出が増

えた費目・減った費目、高額商品の購入状況などが把握でき、小規模事業者の販売計画・

仕入計画・商品開発・販売戦略の参考にすることができる。 

 

○十六銀行・十六総合研究所 「消費動向に関するアンケート調査」 

 生活満足度ＤＩや費用項目別ＤＩにより、家計の余力及び項目別支出動向が把握でき

る。 

 

③消費者アンケート等による需要動向データの収集 

 小規模事業者が売りたい商品やサービスの需要動向を調査するために、まちづく

りサポーターや市内女性団体などの協力を得て、消費者アンケートを実施し、個々

の商品の需要動向や改善点などを把握するためのデータを収集・分析・提供する。 

以上のデータの活用と当所の伴走型支援により、小規模事業者が策定した事業計

画の効果的な事業推進の支援を行い、経営基盤の強化・持続的な発展につなげる。 

 

○消費者アンケート 

 小売業者やサービス業者が売りたい商品について、まちづくりサポーターや市内女性

団体等の協力を得て、消費者アンケートを実施し商品価値（味・使い心地など）、価格、

購入動機、改善点など、消費者の需要動向を把握し、商品企画・商品開発・販売戦略に

役立てる。 

 

○消費者による覆面調査 

 飲食店や小売店をまちづくりサポーターや主婦等が実際に利用し、商品価値（味・サ

ービス内容）、価格、接客、店づくりなどについてアンケートを実施し、消費者の需要

動向を把握し、商品開発、販売戦略、店づくりなどに役立てる。 

 

（目標） 

 現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

収集項目数 0 項目 5 項目 5 項目 6 項目 6 項目 8 項目 

提項目数 0 項目 5 項目 5 項目 6 項目 6 項目 8 項目 

巡回での情報提供 0 件 450 件 450 件 720 件 720 件 900 件

消費者アンケート 0 回 1 回 1 回 2 回 2 回 3 回 

消費者覆面調査 0 回 1 回 1 回 2 回 2 回 3 回 
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(2) 小規模事業者の販売する商品やサービスについての需要動向データの提供 

  

春日井市・愛知県・中部経済産業局などの関係機関や総務省、金融機関が活用する各

種データを活用し、小規模事業者の経営計画実行に際し、市場分析、マーケティング

戦略、商圏分析を行う上で提供・活用する。 

 〔データ活用方法〕 

   ・小規模事業者が新たに販売する商品の商圏分析 

   ・年齢別人口等を活用したターゲット戦略 

   ・競合他社等状況分析 

 

（目標） 
支援内容 現 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

春日井市のータ なし 収集・活用 活用 活用 活用 活用 

愛知県データ なし 収集・活用 活用 活用 活用 活用 

経産局のデータ なし 収集・活用 活用 活用 活用 活 

統計ＧＩＳ なし 検討 活用 活用 活用 活 

審査事典 な 検討 活 活 活用 活用 

民間データ なし 随検討し活用 

 

（実施時期） 
実施事業 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

春日井市のﾃﾞｰﾀ           収集・活用 

愛知県ﾃﾞｰﾀ           収・用 

経産局のﾃﾞｰﾀ           収集・活用 

統計ＧＩＳ         導入・活用 

審査事典           購入・活用 
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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】 

〔春日井市アクションプラン②－ｃ〕 

 小規模事業者が策定した経営計画を実行するために、新たな市場の販路開拓や既存市

場への効果的なマーケティング戦略を支援するために以下の事業を実施する。 

 

（事業内容） 

①．広報活動 

(1) 地元新聞への記事掲載 

小規模事業者の新商品や企業の取り組みなどを尾張地域に周知するために、春日

井市記者クラブを通じ、地元中日新聞や中部経済新聞、日刊工業新聞、朝日新聞、

毎日新聞、読売新聞などに記事掲載を依頼する。 

 

支対象 尾張地域に新商品や自社のサービスを周知したい小規模事業者 

実施時期 毎月 1回 

支援方法 
春日井市内の規模事業者の新商品情報や企業情報を聞社等に情報提供

記事掲載を依頼る。 

目標 
（情報提供） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 件 12 件 12 件 15 件 15 件 20 件 

 

(2) 春日井商工会議所会報・メルマガでの情報発信 

小規模事業者の新商品や企業の取り組みなどを春日井市内の事業所に周知するた

めに、春日井商工会議所が毎月１日に会員事業所に向けて発行している春日井商工

会議所会報の会員紹介ページ「会員のひろば」や毎月１５日に発信している春日井

商工会議所メルマガの「会員事業所紹介」コーナーにて情報発信することにより、

春日井市内の企業とのビジネスマッチング機会を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    春日井商工会議所会報            会員のひろば紙面 
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支援対象 春日井市内に新商品や自社のサースを周知したい小規模事業者 

実施時期 毎各 1回（会報 1日、メルマガ 15 日） 

支支援方法 
春井市内の小規模事業者の新商品情報や企業情報を会報・メルマガで発

信する。 

目標 
（情報提供） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

52 件 55 件 57 件 60 件 60 件 60 件 

 

 

(3) 会員事業所ＰＲコーナーの設置 

春日井商工会議所１階ロビーに設置してある 

「会員ＰＲコーナー」にてチラシ及びパンフ 

レットを掲載し企業の取り組みや新商品など 

を紹介することにより、春日井市内の企業に 

周知しビジネスマッチング機会を提供する。 

 

 
                １階ロビーに設置してある 
                   会員事業所ＰＲコーナー 

 

 

支援対象 
春日井商工会館を利用する事業者等新商品や自社のサービスを周知し

たい小模事業者 

実施時期 随時 

支援方法 

春日井市内の小規模事業者の新商品情報や企業情報を掲載しパンフレ

ットやチラシを春日井商工会館の 1階ロビの会員事業所ＰＲコーナーに

設置する。 

目標 
（設置件数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

12 件 15 件 15 件 18 件 18 件 20 件 

 

(4) インターネットでの情報提供 

春日井商工会議所ＨＰ内の「オンリーワン☆かすがい」コーナーにて、企業情報や

先進的な取り組み、新商品などを紹介することにより広く情報発信する。 

 

支対象 新商品や自社のサービス、技術等を広く周したい小規模事業者 

実施時期 随時 

支援方法 
春日井商工会議所ホームージ内の「オンリーワン☆かすがい」コーナー

に小規模業者の新商品情報や企業情報を掲載する。 

目標 
（設置件数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 件 10 件 15 件 20 件 25 件 30 件 
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②．商談会・ビジネスマッチング 

(1) かすがいビジネスフォーラムの開催 

春日井市及び近郊の製造業を中心に“知恵と技”を紹介する尾張地区最大級の企業

展示会「かすがいビジネスフォーラム」を開催。 

百社超の企業展示により、商品・サービスや取り組みを紹介するとともに、ビジネ

ス交流会にてビジネスマッチング機会を創出する。 

また、他地区では例のない『行政マッチング』により春日井市とのビジネスマッチン

グ機会を創出し、小規模事業者の販路拡大・ビジネスマッチングを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ビジネスフォーラム 2014         春日井市との商談会「行政マッチング」 

 

支援対 新商品やサービス、技術等を尾張地区の企業に周知したい小規模事業者

実施時期 11 月 

実施方法 ブースによる企業展示、ビジネス交流会、企業プレゼン等 

目標 
（来場者数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

12,000 人 12,000 人 12,000 人 13,000 人 13,000 人 13,000 人

 

(2) メッセナゴヤへの共同出展 

国内最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ」に春日井商工会議所ブースに製

造業部会を中心に共同出展し、春日井市の企業の取り組みや新商品等を広く紹介し、

広域での新たな市場への販路開拓・広域企業とのビジネスマッチング機会を提供す

る。 

 

支援対象 新商品やサービス、技術等を東海地区の企業に周知したい小規模事業者

実施時期 11 月 

実施方法 ブースによる企業展示 

目標 
（出展企業） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

6 件 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 
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(3) ビジネス交流会の開催 

全業種を対象に、春日井商工会議所会員同士（全業種）のビジネスチャンスを創

出することを目的に開催している「ビジネス交流会」にて新規取引先獲得の機会を

提供する。 

また、東尾張地区（瀬戸、小牧、春日井）での広域ビジネス交流会を開催するこ

とにより、より多くのビジネスマッチング機会が創出でき、商取引の拡大につなが

る。 

 

支援対象 市内での販売先、連携先を見つけたい小規模事業者 

実施時期 6 月、9月 

実施方法 グループ制での自社ＰＲ、全体での名刺交換、企業プレゼン等 

目標 
（参加企業） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

49 件 60 件 60 件 70 件 70 件 70 件 

 

(4) 広域商談会 

あいち産業振興機構と尾張８商工会議所で共催する広域商談会「尾張広域商談会」

を開催し、製造業のビジネスマッチング機会を創出する。 

 

支援対象 尾張地域での販売先を見つけたい小規模事業者 

実施時期 6 月 

実施方法 予約制の面談会、中小企業間交流会 

目標 
（参加企業） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

13 件 15 件 15 件 18 件 18 件 20 件 

 

(5) 金融機関等の主催する商談会・ビジネス交流会 

大垣共立銀行や十六銀行、瀬戸信用金庫、東濃信用金庫、東春信用金庫等金融機

関が主催する商談会やビジネス交流会に参加し、春日井市の企業（全業種）の取り

組みや新商品等を広く紹介し、ビジネスマッチング機会を創出する。 

 

支援対象 広域に販売先、連携先を見つけたい小規模事業者 

実施時期 随時 

実施方法 予約制の面談会、名刺交換会、企業プレゼン等 

目標 
（参加企業） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 件 0 件 2 件 2 件 5 件 5 件 

 

７．創業支援事業の推進【指針②】〔春日井市アクションプラン②－ａ〕 

 将来の日本を担う“ヤル気のある企業経営者”の創業を支援し、春日井市及びその周

辺都市の活性化を図るとともに、事業所数の減少に歯止めをかける。 

 具体的には、経営のノウハウ、創業時の手続き・注意点、ビジネスプランの策定など

を指導する創業セミナー・創業塾の開催。セミナー・創業塾受講者に対し、創業までの

準備期間から創業時にかけて伴走型支援を行い、起業及び経営のサポートを行う。 
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 また、創業セミナーの開催にあたっては愛知県信用保証協会、日本政策金融公庫と連

携し、創業塾の開催にあたっては東春信用金庫、小牧商工会議所、春日井市、小牧市と

連携し開催する。 

 

（事業内容） 

(1） とうしゅん創業塾の開催 
春日井市・小牧市の創業予定者を対象に、 

東春信用金庫、春日井市、小牧市、小牧商 

工会議所、春日井商工会議所の５者共催で 

創業塾を開催し、中小企業診断士等が創業 

時の各種手続き、創業時の注意点、ビジネ 

スプラン策定などを指導・支援するととも 

に、受講後も商工会議所、東春信用金庫、 

講師（中小企業診断士等）と連携し伴走型 

支援を行う。                 とうしゅん創業塾Ⅳ（平成 26 年度） 

 

支援対象 創業予定者 

実施時期 11 月～12 月 

具体的内容 
開業に必要な知識・手続き、ビジネスプランの立て方、創業支援メニュ

ーの紹介などをコンサルから説明・指導する。 

目標 
（参加者） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

26 人 28 人 28 人 30 人 30 人 30 人 

(2） 創業セミナーの開催 
春日井市の創業に興味のある市民を対象に、愛知県信用保証協会、日本政策金融

公庫等と連携し、税理士等が創業に向けての心構え、ノウハウ、注意点等を指導・

支援する創業セミナーを開催する。 

セミナー終了後、創業を目指す者は上記（１）「とうしゅん創業塾」の受講を勧め

る。 

 

支援対象 創業予定者 

実施時期 9 月 

具体的内容 
開業に必要な知識・手続き、ビジネスプランの立て方、創業支援メニュ

ーの紹介などを説明・指導する。 

目標 
（参加者） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

18 人 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 

 

(3） キャリア教育推進事業の実施 
中学生や高校生を対象に、創業意識の醸成と創業者育成を目的に、春日井商工会議

所青年部のメンバーが講師となり仕事や企業の講話をする“おしごと講話会”を開催

する。 
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対象者 市内中学生、高校生 

実施時期 6 月、2月 

具体的内容 
市内の小規模事業者が、会社経営や企業概要等について、中学生・高校

生に講話をする。 

目標 
（講話者） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

13 人 13 人 15 人 15 人 18 人 18 人 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．ブランドによる地域活性化の推進 〔春日井市アクションプラン③－ｃ〕 

春日井市の知名度向上により都市間競争に打ち克ち流入人口を増加させ、春日井市を

活性化させるために、地域ブランドを活用した『魅力ある春日井』づくりを推進し、地

域力を向上させる。 

 

（事業内容） 

(1） サボテンのブランド化の推進 
日本一の生産を誇る“実生サボテン”を春日井のブランドとして位置付け、サボ

テンブランド事業を、春日井サボテン生産組合、春日井サボテン事業協同組合、春

日井市観光コンベンション協会、春日井商工会議所飲食業部会、春日井市などで組

織する春日井サボテンプロジェクトで推進している。特に「食用サボテン」による

サボテンの産業化を図り広く多くの事業者と連携しサボテン商品の開発・周知ＰＲ

事業を実施する。 

（具体的な内容） 

参画団体 

サボテン生産組合、サボテン事業協同組合、春日井市観光コン

ベンション協会、春日井商工会議所、春日井市、春日井サボテ

ンプロジェクト 

推進ビジョン 春日井市産業振興アクションプラン「地域活性」 

実施内容 

実生栽培日本一を誇る「サボテン」を地域ブランドにとして、

春日井市の知名度アップと産業振興につなげるため、“食のサ

ボテン”を活用した事業を実施する。 

目標 

（新商品開発） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

検討前 検討 検討 試作 商品化 販売 
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   春日井市は、「実生（みしょう）サボテン」の栽培が日本一です！ 

 

 
 

２．魅力あるまちづくりの推進 〔春日井市アクションプラン③－ｂ〕 

 名古屋のベッドタウンとして栄えた春日井市も今や 31 万人を有する中核都市に成長

した。春日井市長が掲げるスローガン「ベッドタウンからライフタウンへ」を推進する

ために、春日井市や春日井市商店街連合会と連携し、市内商業・商店街の活性化策を推

進し魅力あるまちづくりを図る。 

 

（事業内容） 

(1） かすがいまちゼミの開催 
全国的にも商店街の衰退化が問題視されている中、中小小売店が新規顧客の獲得に

成果を挙げている店主が講師となり得する情報を伝授する「まちゼミ」を春日井市商

店街連合会と共同で開催し、商店街及び個店の賑わいを取り戻す。 

 

（具体的な内容） 

参画団体 春日井市商店街、春日井市、春日井商工会議所商業関係部会 

推進ビジョン 春日井市産業振興アクションプラン「地域活性」 

実施内容 

商店主が講師となり、「その道のプロ」ならではの、ちょっと暮

らしに役立つ情報などを伝授し、店やスタッフのファンづくり

につなげ、固定客を増やす取り組み。 

目標 

（講座数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

24 回 30 回 33 回 35 回 38 回 40 回 
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(2） まちの担い手養成塾の開催 
市内商店街等の若手経営者や後継者を対象に、店舗経営のノウハウや商店街活性

化策について学び『次世代のリーダー』を養成する研修を春日井市と春日井市商店

街連合会と共同で開催し、商店街及び中小小売店の賑わいを取り戻し春日井市の活

性化につなげる。 

 

（具体的な内容） 

参画団体 春日井市商店街、春日井市、春日井商工会議所商業関係部会 

推進ビジョン 春日井市産業振興アクションプラン「地域活性」 

実施内容 
市内商店街等の若手経営者や後継者を対象に「次世代のリーダ

ー」を養成する研修を実施する。 

目標 

（参加者数） 

現在 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

未実施 10 名 12 名 12 名 15 名 15 名 

 

 

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 

春日井市、県下商工会議所、金融機関、士業などの支援機関と連携することにより、

支援ノウハウや成功支援事例などの情報収集を図り、春日井商工会議所の支援力の向上

を図る。 

 

（事業内容） 

(1) 連絡・連携会議の開催 

愛知県下の商工会議所の中小企業相談所長会議、春日井市との調整会議など連携し

ている支援機関や金融機関との連絡・連携会議を開催し、支援ノウハウや支援の成功

事例などの情報を共有し、支援機関の支援力の向上を図る。 

 

（具体的な内容） 

・国の施策の活用事例などの情報交換 

・他の支援機関や金融機関等との連携事例などの情報交換 

・小規模事業者支援の具体的支援や成功事例等の情報交換 

・合同研修会等の開催 

 

  ・愛知県商工会議所連合会中小企業相談所長会議  年 4 回 

  ・尾張地区商工会議所中小企業相談所長会議    年 4 回 

  ・春日井市との調整会議             年 11 回 

  ・中小企業基盤整備機構との連絡会議       年 3 回 

 

（目標） 
支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

連絡会議の回数 22 回 24 回 25 回 25 回 25 回 25 回 
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（実施時期） 
実施事業 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

県下所長会議 開催        開催          開催        開催 

尾張所長会議 開催       開催          開催        開催 

市との調整会議  年間 11 回開催（8月のみ休会） 

 

(2) 金融機関との連携協定の締結 

大垣共立銀行、十六銀行、瀬戸信用金庫、東濃信用金庫、東春信用金庫と連携協定

を締結し、小規模企業の経営計画策定のための専門家派遣・伴走型支援、公的支援施

策の周知セミナー・申請支援、支援事例を共有するための連絡会議を開催し、支援ノ

ウハウや支援の成功事例などの情報を共有し、支援機関の支援力の向上を図る。 

 

  ・経営計画策定支援 

  ・各種セミナーの開催 

  ・補助金等申請支援 

  ・連絡会議の開催 

  ・協調融資による金融支援 

 

（目標） 
支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

協定締結先機関 0 件 2 件 4 件 5 件 5 件 5 件 

 

（実施時期） 
実施事業 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

協定締結        随時締結 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 経営指導員等職員の支援能力が向上することにより、小規模事業者の適切な計画策定

及び計画実現を支援する。これにより、中小企業の経営基盤強化と持続的発展に寄与す

る。 

 

（事業内容） 

(1） 研修会への参加 
日本商工会議所や中小企業大学校、ポリテクセンターなどが主催するセミナーに経

営指導員などの職員が参加し支援力の向上を図る。 

「経営計画策定支援セミナー」「企業支援力アップセミナー」「経営分析・財務分析

セミナー」など 

今まで以上に、小規模事業者への伴走型支援に有効な研修会へ参加し、経営指導員

等職員の支援力向上を図る。 
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(2） 支援事例報告会の開催 （新規） 
経営指導員等が支援した成功事例等を共有するために、支援事例報告会を開催し、

担当事業所の計画策定・計画実行の遂行状況や支援内容を共有し、支援能力の平準化

を図りレベルの高い支援を行う。 

 

(3) 専門家への同行 

ミラサポ（前述）やあいち産業振興機構などの専門家を企業へ派遣する際に、経

営指導員等職員が必ず同行し、専門家の指導方法やノウハウを現場で学ぶことによ

り経営指導員等職員の資質と企業支援力の向上を目指す。 

現在、3人の経営指導員等が専門家への同行をしているが、より多くの経営指導員

等が専門家に同行し、小規模事業者の支援現場を体験することにより、意識高揚と

支援力アップにつなげる。 

 

（目標） 
支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ミラサポ同行職員 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人 8 人 

支援事例報告会 未実施 1 回 1 回 2 回 2 回 3 回 

 

（実施時期） 
実施事業 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

ミラサポ同行 随時  

支援事例報告会                 経営指導員同士        役員議員向け 

 

 

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、本計画の記載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。 

 

（事業内容） 

(1） 事業評価委員会の設置 
学識経験者、行政、専門家、当所役員議員等で構成する「事業評価委員会」を設置

し、本事業の実施状況、成果に対する評価・見直しを行う。 

 〔委員構成〕 

 中部大学産業経済研究所、春日井市産業部、春日井商工会議所副会頭、春日井商工

会議所総務委員長、専務理事、専門家（中小企業診断士）など 

＜評価項目＞ 

・経営発達支援計画の遂行状況（数値目標に対する達成度等） 

・支援内容、支援日数、支援件数 

・経営発達支援事業の成果 

・利用者アンケートによる満足度評価 

 

 



２７ 
 

(2） 検討会議の開催 
「事業評価委員会」の評価結果を基に、計画内容、支援事業内容などを検証・見直

すために役員議員、経営指導員等による検討会議を開催する。 

(3） 単年度計画の策定 
５ヶ年に亘る「経営発達支援計画」をより計画的に推進するために、単年度計画

を策定する。これにより、年度毎にＰＤＣＡサイクルを回し、評価・見直しするこ

とが可能になり、効果的な企業支援を行うことができる。 

(4） 事業実施結果データの公表 
経営発達支援計画及びその実施状況・結果・評価などを当所ホームページ、商工

会館掲示板、春日井商工会議所会報等にて公表し、事業実施内容を周知と春日井商

工会議所の利用拡大につなげる。 

 

 

 

 

       ↑                 ↑ 

       ↑                 ↑ 
       評価                計画・実施方法等見直し 

 

 

（目標） 
支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

事業評価委員会 未設置 設置 設置 設置 設置 設置 

事業評価委員会回数 未実施 1 回 1 回 1 回 2 回 2 回 

結果データの公表 未実施 公表 公表 公表 公表 公表 
 

 

（実施時期） 
実施事業 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

事業評価委員会                 設置             開催 見直し 

評価データ公表                                    公表 
 

経営発達支援計画実行 

事業評価委員会 検討会議

新経営発達支援計画実行 
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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 26 年 12 月現在）

（１） 組織体制 

 

① 商工会議所の組織体制 
 

          議員総会 

            ｜ 

          常議員会     専務理事 

            ｜        ｜ 

          部  会     理事・事務局長 

            ｜        ｜ 

          会  員     事 務 局 

 

【事務局体制】 

役員 2名職員 30 名 

 専務理事     1 名 

理事・事務局長  1 名 

職員 30 名 

一般職員     10 名（男 6名、女 4名） 

経営指導員    9 名（男 6名、女 3名） 

補助員      2 名（女 2名） 

記帳指導職員   1 名（女 1名） 

記帳指導員    8 名（女 8名） 

 

課別体制 

【経営指導課】（中小企業相談所） 

 経営指導員    5 名（男 4名、女 1名） 

 補助員      1 名（女 1名） 

 記帳指導職員   1 名（女 1名） 

 記帳指導員    8 名（女 8名） 

〔業務内容〕 

 経営指導課は、経営改善普及事業全般を担当し、主にマル経融資を中心とした金融に

関する相談対応及び諸手続、新規開業・創業等に関する相談対応及び創業塾・セミナー

の開催、記帳指導による税務申告・経理についての指導、講習会・商工専門相談など小

規模事業者の課題に対する個別対応、まちの賑わい創出のための商店街活性化事業、サ

ボテン・剣道・ネピアなどのブランド推進による地域活性化事業、小規模企業共済やセ

ーフティ共済などの推進、女性経営者等の資質向上のための女性会活動などを担当し、

小規模支援の根幹を支える課である。 
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【振興課】（中小企業相談所） 

 経営指導員    4 名（男 2名、女 2名） 

 補助員      1 名（女１名） 

 一般職員     3 名（男 2名、女 1名） 

〔業務内容〕 

 振興課は、ビジネスフォーラム・商談会・ビジネス交流会などのビジネスマッチング

事業、就職フェア・ジョブカード・インターンシップなどの雇用促進事業、春日井経営

塾・管理職養成塾などの人材育成事業、地元中部大学と企業との連携事業・ＫＡＳＵＧ

ＡＩ産学交流プラザ、若手経営者の自己研鑽を目的にした青年部活動などを担当し、中

小企業の経営課題のための事業を推進する課である。 

 

【運営課】 

 一般職員     5 名（男 2名、女 3名） 

〔業務内容〕 

 運営課は、議員総会・常議員会・正副会頭会などの役員会の運営、行政庁等への意見

要望活動、中小企業の福利厚生に関する共済制度、会報・メルマガ・インターネットホ

ームページなどの広報活動、経理・財務に関する事務、商工会館の管理などを担当し、

商工会議所運営を総務する課である。 

 

【会員課】 

 一般職員     2 名（男 2名） 

〔業務内容〕 

 会員課は、会員の加入促進、異動・脱退等に関する事務、会費等の収納に関する事務、

会員訪問などを担当する課である。 

 

②経営発達支援事業を実施するための体制 

 経営発達支援事業を実施するに当たっては、中小企業相談所である経営指導課と振興

課の経営指導員 9 名・補助員 2 名・記帳指導職員 1 名・一般職員 3 名が中心となり実施

していく。 

 また、会員訪問時や役員議員対象のアンケートの実施、販路開拓支援のための広報活

動においては、運営課・会員課の一般職員 7 名も協力し、記帳指導対象企業のデータの

抽出には記帳指導員 8名も協力する。 

 

「経営発達支援相談窓口」を設置し、経営指導員 3 名、補助員 1 名、専門家 5 名（中

小企業診断士、税理士、民間コンサル等）により日常的に対応する。 

 また、各種事業の推進にあたり、経営指導員 9 名が担当制により小規模事業者を個別

に伴走型支援を行う。 

 

（２）連絡先 

 春日井商工会議所 経営発達支援相談窓口 （経営指導課 担当：白木、仲野） 

  〒486-8511  愛知県春日井市鳥居松町五丁目４５番地 

          ＴＥＬ 0568-81-4141 ・ ＦＡＸ 0568-81-3123 
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          ホームページ   http://www.kcci.or.jp 

          メールアドレス  master@kcci.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 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

必要な資金の額 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

 

中小企業相談所 

商工業対策費 

84,000

41,000

84,000

41,000

84,000

41,000

84,000 

41,000 

84,000

41,000

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業収入、委託費など 

 

 

（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 

Ⅲ．事業計画の策定支援 

（１）セミナー・個別相談会 

（３）補助金申請書作成支援 

連携者及びその役割 

・ミラサポ（中小企業庁） 

  ミラサポ事務局 （株式会社 パソナ） 代表取締役会長ＣＥＯ 南部 靖之 

           中部事務局   〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目ビル10階

                          ＴＥＬ 052-212-8156 

 事業計画及び補助金申請書作成にかかる個別指導 

 ミラサポの地域力活用市場獲得等支援事業（経営計画策定支援）専門家の指導を受け

て計画策定することにより、実効性・効果の高い計画を策定することができる。 

 

・公益財団法人 あいち産業振興機構（よろず支援窓口） 

  理事長 志治 孝利  〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目 4番 38 号 

                    ＴＥＬ 052-715-3061 

 事業計画策定にかかる個別相談 

 あいち産業振興機構のよろず支援窓口にて、企業の強みや販路開拓先の選定などにつ

いてアドバイスを受けることにより、客観的な視点で事業を見ることができ新しい気付

きが生まれる。 

 

・学校法人 中部大学 産業経済研究所 

  理事長 飯吉 厚夫  〒487-8501 愛知県春日井市松本町 1200 番地 

                    ＴＥＬ 0568-51-1111 

 各種データを活用し、市場分析・ターゲット設定などを行う。 

連携体制図等 

          小規模事業者 

   現状分析                セミナー・相談会 

課題抽出                ＜中小企業診断士と連携＞ 

市場分析・競合分析              計画策定個別支援 

方針・ビジョン決定              ＜あいち産業振興機構と連携＞ 

   具体的取組               補助金申請書作成支援 

                       ＜ミラサポと連携＞ 

         経営計画策定 
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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 

Ⅳ．事業計画の実行支援 

（２） 専門家による実行支援 

（３） 金融機関と連携した金融支援 

連携者及びその役割 

・ミラサポ（中小企業庁） ※詳細は前掲 

・あいち産業振興機構（よろず支援窓口） ※詳細は前掲 

 専門家派遣による実行支援 

 計画の実行する上で発生した課題を解決するために、専門家の指導・提案を受ける事

で効果的な実施方法や解決策が見つけられる。 

 

・金融機関と連携した金融支援及び伴走型経営支援 

 株式会社 大垣共立銀行 頭取 土屋  嶢  

〒503-0887 岐阜県大垣市郭町 3-98   ＴＥＬ 0584-74-2111 

株式会社 十六銀行   取締役頭取 村瀬 幸雄 

〒500-8516 岐阜県岐阜市神田町 8-26  ＴＥＬ 058-265-2111 

瀬戸信用金庫 理事長 水野 和郎 

〒489-8650 愛知県瀬戸市横山町 119-1   ＴＥＬ 0561-82-5188 

東濃信用金庫   理事長 市原 好二 

〒507-8702 岐阜県多治見市本町 2-5-1   ＴＥＬ 0572-22-1151 

東春信用金庫   理事長 頭取 鈴木 義久 

〒485-8656 愛知県小牧市中央 1-231-1   ＴＥＬ 0568-72-2181 

金融機関と連携協定を締結し、金融支援、伴走型経営支援を行う。 

 また、企業支援についての連絡会議を開催し、情報の共有をする。 

連携体制図等 

          小規模事業者 

 

  

 

 

 

 

 

 

         経営計画実行 

 

伴走型経営支援 

ミラサポ・よろず支

援窓口（専門家） 

金融機関 

春日井商工会議所 

連携 

連携 
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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 

Ⅴ．販路開拓・マーケティング支援 

①広報活動 

（１）地元新聞への記事掲載 

②商談会・ビジネスマッチング 

（４）広域商談会 

（５）商談会・ビジネス交流会 

連携者及びその役割 

① （１） 
・春日井市記者クラブ（中日・、中部経済・日刊工業・朝日・毎日・読売新聞） 

 〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町 5-44 春日井市役所内 ＴＥＬ 0568-81-5111 

 公共性の高い新聞での記事掲載により、広く周知できるとともに信用性も高く販路拡

大につながる可能性も高くなる。 

② （４） 
・あいち産業振興機構、尾張地区商工会議所  ※詳細は前掲 

 あいち産業振興機構や尾張地区商工会議所と連携することにより地区以外の発注企業

も出展し、新たなビジネスマッチング機会が創出される。また、あいち産業振興機構が

商談会のノウハウを有するためスムーズな運営ができる。 

 

③ （５） 
・大垣共立銀行、十六銀行、瀬戸信用金庫、東濃信用金庫、東春信用金庫 ※詳細は前掲

 金融機関が主催するビジネス交流会に参加することで新たな企業とのマッチングが期

待でき商談成立の可能性が高くなる。 

 

連携体制図等 

 
計画策定企業 

新商品・既

存 商 品 販

路拡大 

新聞社等と連携 
周知 

ＰＲ 

商談会 

ビジネス交流会 
あいち産業振興機構 

金融機関と連携 
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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 

Ⅵ．創業支援事業の推進 

（１）とうしゅん創業塾の開催 

連携者及びその役割 

２．－Ⅲ－（１） 

・東春信用金庫 ※詳細は前掲 

・小牧商工会議所 会頭 成瀬 哲夫  

   〒485-8552 愛知県小牧市小牧 5-253   ＴＥＬ 0568-72-1111 

・春日井市 市長 伊藤 太 

   〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町 5-44   ＴＥＬ 0568-81-5111 

・小牧市 市長 山下 史守朗 

   〒485-8650 愛知県小牧市堀の内 3-1   ＴＥＬ 0568-72-2101 

 東春信用金庫と連携することにより、創業時の資金面でのフォローができる。 

 また、小牧と広域で開催する事による 20～30 名の参加があり、春日井単独で開催する

よりも費用対効果も高い。市役所と連携することにより、各種施策の周知及び利用促進

につながる。市の広報紙への募集案内記事の掲載により一般市民への周知ができる。 

 

連携体制図等 

 

 

春日井商工会議所             東春信用金庫  

小牧商工会議所 

春日井市、小牧市 

 

 

 

連携 

創業塾 

企画 

実施 



３５ 
 

（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 

Ⅵ．創業支援事業の推進 

（２）創業セミナーの開催 

連携者及びその役割 

２．－Ⅲ－（２） 

・愛知県信用保証協会  理事長 西村 眞 

   〒453-8558 愛知県名古屋市中村区椿町 7-9   ＴＥＬ 052-454-0520 

 創業セミナーの企画、受講者への金融支援・計画策定支援 

・日本政策金融公庫名古屋中支店 支店長 戸田 治 

   〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-11-20   ＴＥＬ 052-221-7241 

 受講者への金融支援・計画策定支援 

 愛知県信用保証協会、日本政策金融公庫と連携することにより、創業時の資金面での

フォローができる。 

 また、愛知県信用保証協会は、他地区での創業塾の開催実績もありノウハウがあり、

運営面で効率化が図られる。 

連携体制図等 

 

 

春日井商工会議所             愛知県信用保証協会  

日本政策金融公庫 

 

 

 

 

連携 

創業セミナー 

企画 

実施 
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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 

２．地域の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．ブランドによる地域活性化の推進 

（１）サボテンのブランド化の推進 

連携者及びその役割 

２．－Ⅰ－（１） 

・春日井サボテン生産組合  組合長 後藤 奈保子 

   〒486-0802 愛知県春日井市桃山町 1-123-3   ＴＥＬ 0568-81-7467 

 サボテン生産者で構成する春日井サボテン生産組合と連携することにより、観賞用サ

ボテン及び食用サボテンの供給がスムーズになる。 

 

・春日井サボテン事業協同組合  理事長 水野 隆 

   〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町 5-45   ＴＥＬ 0568-81-4141 

 サボテン関連商品を扱う事業者で構成する春日井サボテン事業協同組合と連携するこ

とにより、新商品の開発にあたり消費者ニーズの把握がしやすく、また、サボテン及び

関連商品を広く市民に普及することができる。 

 

・春日井市観光コンベンション協会  会長 松尾 隆徳 

   〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町 5-45   ＴＥＬ 0568-81-4141 

 サボテンを観光資源として広く「サボテンのまち春日井」を周知することができ、春

日井のまちおこしを推進できる。 

 

・春日井市  ※詳細は前掲 

 春日井市が関わることにより、サボテンのブランド化の機運が高まる。 

連携体制図等 

 

春日井商工会議所            春日井市 

 

 

 

 

サボテンブランド 

事業の推進 
春日井サボテン 

事業協同組合 

春日井市観光 

コンベンション協会

春日井サボテン 

生産組合 
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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 

２．地域の活性化に資する取り組み 

Ⅱ．魅力あるまちづくりの推進 

（１）かすがいまちゼミの開催 

（２）まちの担い手養成塾の開催 

連携者及びその役割 

２．－Ⅱ－（１）、（２）、（３） 

・春日井市商店街連合会  会長 加藤 敬 

   〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町 5-45 5 階 ＴＥＬ 0568-84-8848 

 

 春日井商工会議所商業関係部会での開催よりも、市内 14 の商店街等で組織する春日井

市商店街連合会と連携することにより、商店街ごとでの周知が徹底される。また、企画

運営に商店主が参加することにより、事業者のニーズに合った事業展開ができる。 

連携体制図等 

 

 

春日井 

商工会議所 

春日井市 

商店街連合会 連携 

 

企画 

実施 

まちゼミ まちの担い

手養成塾 
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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 

３．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り組み 

Ⅰ．他の支援機関との連携による支援力向上 

（１）連絡・連携会議の開催 

連携者及びその役割 

・春日井市 ※詳細は前掲 

 ワンストップ相談窓口事業の推進により、企業支援施策や支援事例の情報交換をする

ことにより、より高度な企業支援を行うことができる。 

また、春日井市産業アクションプランを推進することにより春日井市の進める産業振

興策に沿った取り組みが実行できる。 

 

・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 

   〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 4 階   ＴＥＬ 052-202-0435 

中小企業基盤整備機構と連携することにより、農商工連携、地域資源活用、新連携、

海外進出等への相談内容や支援内容などの情報を共有することが出来る。 

また、事前につながりを持つことにより相談時に迅速に対応できる。 

連携体制図等 

 

 

春日井商工会議所 

中小企業 

基盤整備機構 
春日井市 

連携協定 

連絡会議 

ワンストップ 

サービス 
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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 

３．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り組み 

Ⅰ．他の支援機関との連携による支援力向上 

（２）金融機関との連携協定の締結 

連携者及びその役割 

・大垣共立銀行、十六銀行、瀬戸信用金庫、東濃信用金庫、東春信用金庫と連携協定

を締結します。  ※詳細は前掲 

 協定を締結することで、小規模企業に対しより手厚い、より親身な支援をすることが

できる。 

 ＜連携の内容＞ 

 計画策定・実行のための伴走型支援・専門家派遣 

 公的施策などの周知セミナー・申請支援 

 支援事例や企業情報、支援ノウハウなどを共有するための連絡会議の開催 

 計画実行のための周知ＰＲ、販路開拓支援 など 

連携体制図等 

 

 

 

春日井商工会議所 

金融機関 

大垣共立銀行、十六銀行 

瀬戸信用金庫、東濃信用金庫、

東春信用金庫 

小規模事業者 

連携協定締結 

手厚い支援 
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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 

３．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り組み 

Ⅱ．経営指導員等職員の資質向上の取り組み 

連携者及びその役割 

・中小企業大学校 瀬戸校 （研修）   

   〒489-0001 愛知県瀬戸市川平町 79   ＴＥＬ 0561-48-3400 

 

・ポリテクセンター 中部 （研修） 

  独立法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構   理事長 小林 利治 

   〒485-0825 愛知県小牧市下末 1636-2   ＴＥＬ 0568-79-0511 

 

・ミラサポ     （企業訪問同行） ※詳細は前掲 

・あいち産業振興機構（企業訪問同行） ※詳細は前掲 

 小規模企業を支援する経営指導員等職員が、研修の受講や専門家の企業支援への同行

を通じ、資質向上とスキルアップを図り、企業支援力を向上させる。 

連携体制図等 

 

 

経営指導員

等職員 

中小企業大学校、 

ポリテクセンター 

などの研修受講 

ミラサポ、あいち

産業振興機構など

の専門家の企業

訪問同行 

資質向上・スキルアップ 

支援力向上！ 
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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 

３．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り組み 

Ⅲ．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 

連携者及びその役割 

・中部大学    （評価委員） ※詳細は前掲 

・春日井市    （評価委員） ※詳細は前掲 

・中小企業診断士 （評価委員） 等 

 

 経営発達支援計画の実行にあたり、実施状況・成果などについて評価・検証を行う。

連携体制図等 

 

 

経営発達支援計画実行 

事業評価委員会 

中部大学産業経済研究所 

春日井市産業部 

中小企業診断士（専門家） 等 

評価 

検証 


