
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 江南商工会議所 （法人番号 7180005011258 ） 

実施期間 平成３０年４月１日 ～ 平成３５年３月３１日 

目  標 

１．地域企業の減少に歯止めをかける 

・「経営をしっかり行える持続的な企業」の育成支援 

 ・高齢化が進む経営者に対する事業承継、後継者の育成支援 

 ・既存事業者の実態やニーズ（資金調達、経営改善等）にあった支援 

 ・起業・創業支援 

２．経営の抜本的な見直しを支援 

 ・経営革新を進め、新商品等の開発や新規分野への参入等に繋げる 

 ・地産他消を推進し、商談会等による販路開拓、自立的発展と販路拡大に取り組む 

【目標達成に向けて】 

  自らの組織力向上とノウハウの蓄積を行っていくとともに、各支援機関と連携しなが

ら、小規模事業者の経営力向上、販売促進等を継続的に支援する。 

  また、自ら経営改善に取り組む意欲のある小規模事業者や創業を目指す方の創業支援、

経営革新の支援、事業承継支援、新たな産業の育成などの支援を図り、地域の存立基盤

の維持に向けて取り組んでいく。 

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)愛知県、江南市の統計調査 

 (2)江南市内の小規模事業者に対する当所独自景況調査 

 (3)商工会議所早期景気観測調査（LOBO 調査） 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  (1)巡回訪問等による状況把握と支援ニーズの掘り起し 

(2)事業内容に係る経営分析 

  (3)資金・財務内容に係る経営分析 

  (4)外部専門家等による専門分析 

 ３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

  (1)事業計画策定支援の小規模事業者の掘り起し 

  (2)事業計画の作成支援 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  (1)事業計画策定小規模事業者への支援 

  (2)事業計画策定小規模事業者への情報提供 

  (3)創業計画策定小規模事業者への支援 

  (4)事業承継計画策定小規模事業者への支援 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  (1)小規模事業者の販売する新商品・役務を対象とした調査の実施 

  (2)小規模事業者（個社）を対象とした需要動向調査の実施  

  (3)地域における商圏の把握 

 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)販路開拓セミナーの開催 

  (2)マスコミ等への広報支援 

  (3)地域内への販路開拓のための会報チラシ折り込み事業の推進 

  (4)展示会・商談会出展企業への売上向上支援 

  (5)ホームページ等のＩＴ活用支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 １．地域イベントの企画・支援 

 ２．食での賑わいづくり事業の企画・支援 

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 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 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 

連絡先 

江南商工会議所  483-8205 愛知県江南市古知野町小金１１２ 

 電話番号：0587-55-6245 ＦＡＸ：0587-54-9141 

 E－ mail : soudan@konan-cci.or.jp ホームページ :  http://www.konan-cci.or.jp/ 
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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 

 

１．江南市の概要 

 

（１）江南市の地理 

江南市は濃尾平野の北部、清流木曽川の南岸に位置し、東西 6.1 ㎞、南北 8.8 ㎞、面積 30.17
㎢愛知県内で 26 番目の面積規模の都市である。 

「江南」とは木曽川を中国長江（揚子江）に見立てて名づけたもので、地域と木曽川の関

係は深く、地域のシンボルとなっている。地形は全般に平坦で、木曽川の恵みを受けた肥沃

な扇状地が広がり、温暖な気候・風土とあいまって、暮らしやすい自然環境となっている。 
名古屋市から 20km 圏内に位置し、名鉄犬山線により名鉄名古屋駅から江南駅まで約 20 分

で結ばれるなど利便性が高く、ベッドタウンとしての都市化が進み、愛知県尾張北部の主要

都市となっている。また、東名・名神高速道路、中央自動車道、東海北陸自動車道へのアク

セスや、県営名古屋空港の利用にも便利な位置にあり、木曽川をはさみ岐阜県側の地域との

交通結節点ともなっている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（江南市戦略計画より引用） 

～優良な交通アクセス～ 

・電車／名鉄犬山線 

「名鉄名古屋駅」(急行)→「江南駅」 （約 20分）、「名鉄名古屋駅」(急行)→「布袋駅」（約

17分） 

 

・車 

東名高速道路「小牧 I.C」より 約 20分、名神高速道路「一宮 I.C」より 約 20分 

東名阪自動車道「清洲東 I.C」より約 30分、中央自動車道「小牧東 I.C」より 約 25 分 

東海北陸自動車道「一宮木曽川 I.C」より約 20 分 
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（２）江南市の歴史・文化・産業 
戦国時代には織田信長や豊臣秀吉が若き日を過ごし、江戸時代にはこの地に 36 か村が存在

したことも分かっている。 
17 世紀初めに築かれたお囲い堤により洪水の危険がなくなると、肥沃な土地を活かした農

業が発達し、明治時代には養蚕などが盛んになり、絹織物産業が発達した。 
その後、化学繊維（人絹）による織物も生産されるようになり、大正元年には現在の名鉄

犬山線が開通し、周辺都市との結び付きが強くなった。 
昭和 29 年 6 月 1 日に 4 か町村の合併により江南市が発足し、名古屋市近郊のベッドタウン

として都市化が進んできた。 
江南市は、戦国武将ゆかりの地であり、織田信長や豊臣秀吉の活躍をいきいきと描いた「武

功夜話」が伝えられている。また、市内には曼陀羅寺、音楽寺、円空仏などの文化資源が存

在し、戦国武将ゆかりの観光ポイントなどをネットワーク化した歴史散策道もある。藤まつ

り、市民サマーフェスタ、市民まつりなど多くのまつりやイベントがあり、特に藤まつりに

は毎年、各地から多くの観光客が訪れている。 

 

 

 

 

 

 
                          織田信長が若き日を過ごした 

    曼陀羅寺         音楽寺        生駒屋敷跡（生駒城跡） 

 

２．江南市の現状と課題 

（現状） 

（１）人口 

江南市の現在の人口は、平成 22 年と比べると、平成 24 年の住民基本台帳法の改正により

微増しているが、平成 26・27 年の平均値の減少数は、平成 23・24 年の平均値と比較する

と 6.9倍と大幅な減少傾向にある。 

表１：人口世帯数の推移 
各年４月１日現在 

年 世帯数 
人 口 

増減数 
総 数 男 女 

平成２２年    37,205 100,064 49,421 50,643 171 

平成２３年    37,581 100,029 49,342 50,687 △ 35 

平成２４年    37,979 99,996 49,347 50,649 △ 33 

平成２５年    39,017 101,557 50,004 51,553 1,561 

平成２６年    39,266 101,235 49,803 51,432 △ 322 

平成２７年    39,586 101,087 49,632 51,455 △ 148 

平成２８年 40,014 101,070 49,650 51,420 △ 17 

資料：市民サービス課 
※平成２４年７月の住民基本台帳法の改正により、平成２５年から外国人住民も基本台帳登録に含む。 
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（２）産業の構成 

江南市の事業所ベースの産業構成は、表２のとおりで、業種構成の比率は、建設業 10.1％、

製造業 15.3％、卸売・小売業 22.1％、サービス業 30.3％である。 

  総生産ベースの産業構成は、表３のとおりで、その比率は、建設業 7.6％、製造業 16.7％、

卸売・小売業 15.7％、サービス業 29.8％となっており、バランスよく構成され、多様な産業

集積が図られている。 

表２：事業所ベースの産業構成          表３：総生産ベースの産業構成 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
資 料：「平成 24 年度あいちの市町村民所得」の統計 

 

 

 
    資料：平成２４年経済センサス活動調査 

① 工 業 
江南市の工業は、事業所数はほぼ横ばいで推移しているが、製造品出荷額等は減少してい

る。主な製造品出荷額内訳は、食料品製造が 32％、生産用機械製造が 10％、プラスチック製

造が約 9％である。 
 
表４：事業所数・従業員数・年間製造品出荷額の推移 

 

資料：平成１９年から平成２２年工業統計調査、平成２４年経済センサス－活動調査 
 

 

区分 
事業 

所数 
割合（％） 

農林漁業 5  0.14 

建設業 372  10.18 

製造業 561  15.35 

情報通信業 28  0.77 

運輸業，郵便業 56  1.53 

卸売業，小売業 809  22.14 

金融業，保険業 54  1.48 

不動産業，物品賃貸業 128  3.50 

学術研究，専門・技術サー

ビス業 
109 2.98 

宿泊業，飲食サービス業 501 13.71 

生活関連サービス業，娯楽

業 
355 9.72 

教育，学習支援業 185 5.06 

医療，福祉 275 7.53 

複合サービス事業 13 0.36 

サービス業（他に分類され

ないもの） 
203 5.56 

総数 3,654  
 

区分 

平成 24年所

得（単位：

百万円） 

割合

（％） 

農業 681 0.32 

水産業 2 0.001 

鉱業 6 0.003 

製造業 35,489 16.78 

建設業 16,094 7.61 

電気・ガス・水道業 3,508 1.66 

卸売・小売業 33,337 15.76 

金融・保険業 6,978 3.3 

不動産業 38,096 18.01 

運輸・通信業 14,250 6.74 

サービス業 63,051 29.81 

総所得額 211,493 
 

年 事業所数 増減 従業員数 増減 
年間製造品出

荷額（万円） 
増減 

平成１９年 244   6,472    18,207,923    

平成２０年 249  5 5,772  △ 700 17,797,382  △ 410,541 

平成２１年 220  △ 29 4,862  △ 910 11,801,853  △ 5,995,529 

平成２２年 212  △ 8 4,798  △ 64 11,490,762  △ 311,091 

平成２３年 219  7 4,866  68 11,485,594  △ 5,168 

平成２４年 209 △ 10 5,107 241 12,434,722  △ 4,550,882 
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表５：主な業種別製造品出荷額内訳（平成２４年度） 
 製造品出荷額（万円） 割合 

総数 12,432,722   
食料品 4,035,920  32％ 

生産用機械 1,276,159  10％ 
プラスチック 1,167,351   9％ 

資料：江南市の統計 
 
  表６：小規模事業者の割合（平成２４年度） 

 事業所数 割合 
総数  ２０９   

４～９人   １０９   52％ 
１０～１９人    ４４   21％ 
２０～   ５６   26％ 

                    資料：江南市の統計 
 

 
② 商 業 

  江南市の商業は、平成１９年と平成２４年を比較してみると、商店数は 30％、年間商品販

売額は、31％の減少をしている。 

 

  表７：商店数・従業員数・年間商品販売額の推移 

年 商店数 増減 従業員数 増減 
年間商品販

売額（万円） 
増減 

平成 ９年 1,001    5,771    14,378,221    

平成１４年 936  △ 65 6,549  778 14,288,742  △ 89,479 

平成１９年 838 △ 98 6061 △ 488 14,517,782 229,040 

平成２４年 584 △ 254 4669 △ 1,392 9,966,900 △ 4,550,882 
資料：平成９年、１４年、１９年 商業統計調査、平成２４年経済センサス－活動調査 

 
表８：主な小売業年間商品販売額内訳（平成１９年度） 

 年間商品販売額（万円） 割合 
総数 8,752,544  

飲食料品小売 1,604,839 18％ 
各種商品小売 1,462,770 16％ 

自動車・自転車小売 1,266,163 14％ 
資料：江南市の統計 

 
  表９：小規模事業者の割合（平成１９年度） 

 卸売業事業所数 割合 小売業事業所数 割合 
総数  １３７   ７０１  

１～２人   ４２   52％ ２７８ 40％ 
３～４人    ３７   21％ １４３ 20％ 
５～   ５８   26％ ２８０ 40％ 

                       資料：江南市の統計 
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（課題） 

  江南市においても、中心市街地の商店街は活気を取り戻せず、地場産業のインテリア織物

産業も停滞しているなか、新たな産業としてのコミュニティビジネスやベンチャー起業への

支援施策が求められ、また、若年者、中高年齢者の就業ニーズも高まりをみせ、雇用の場の

確保が課題となっています。観光の振興については、観光資源のネットワーク化を図るとと

もに、観光土産品や特産品などを活かした情報発信も必要となっています。市民の生活が地

域で支えられ、雇用の場も確保されて、地域全体が活気あるまちとなるよう、地域の産業を

支援するとともに、企業立地への取組も求められています。また、様々な観光資源を活かし

た賑わいある観光まちづくりが求められています。     

                ※資料：江南市戦略計画第２次改訂基本計画より抜粋 

  江南商工会議所としても、上記を踏まえ、地域の雇用の場を確保するため、既存の小規模

事業者が持続的発展を遂げ、事業承継・技術承継を円滑に進め、後継者不足による廃業を最

小限にすることや地域内での創業が増え、長きにわたって継続している地域企業の減少に歯

止めをかけることが求められている。また、経営の抜本的見直しにより地域の産業支援や、

観光振興により、交流人口の増加を狙い、小規模事業者への波及効果をもたらす賑わいある

観光まちづくりが課題となっている。 

 

（３）江南市の小規模事業者の現状と課題 

 

①小規模事業者の現状 

   小規模事業者は、我が国の企業数の約 87％、従業者数の約 26％を占め、江南市において

も約 79％を占め、我が国の経済にとって重要な存在であるが、その数は大きく減少してい

る。小規模事業者の数は、長期にわたり減少傾向で推移しており、平成 18 年から平成 24

年の 6年間での推移は、表１０のとおりで、全国では 32万者 8.74％、愛知県では 1.3万者

5.7％、江南市では、248 者 8.5％の減少となっている。江南市は、全国・愛知県と比較す

ると減少率は高くなっている。 

 

 

表１０：江南市における小規模事業者数の推移及び割合 

 江南市（ア） 増減数 増減率 
商工業者数

（イ） 
増減数 

割合 

ア÷イ 
平成 18年 2,912   3,659  79.6％ 

平成 24年 2,664 △248 △8.5％ 3,373 △286 79.0％ 

 

 
参考（愛知県・全国における小規模事業者数） 

 愛知県 増減数 増減率 全国 増減数 増減率 

平成 18年 229,630   3,663,069   

平成 24年 216,533 △13,097 △5.7％ 3,342,814 △320,255 △8.74％ 

資料：愛知県中小企業金融課、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 
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②小規模事業者の課題 

  江南市における小規模事業者の課題は以下のとおりである。 

  ・当地域は、戦後、地場産業として、カーテン生地などのインテリア織物の産地として繊

維製造業が栄えていたが、中国など東南アジア諸国の台頭により、これらの出荷額は総

じて減少傾向にある。それに伴い雇用の減少や経営者の高齢化・後継者問題などの課題

を抱えている。 

  ・1990 年頃までは、地域密着型の小規模小売・サービス業が商店街や個店により、消費者

ニーズを支えていたが、その後は大型店・量販店の進出により、集客力を失い、店舗数

は平成１９年の商業統計調査から減少が続いている。特に、市内商店街においては、空

き店舗が目立つ状態となっている。「個店経営者の高齢化と後継者問題」「消費者ニーズ

が的確に掴めていない」などの問題を抱え、景気動向にも左右されやすく、小規模事業

者を取り巻く経営環境は一層厳しさが増してきている。顧客ニーズに合った商品・サー

ビスを提供できるよう個店の魅力をアップさせ、集客力の強化を図っていく必要がある。 

 

３．江南商工会議所の現状と今後の課題 

  当所は、昭和５０年４月の創立以来、現在に至るまで、愛知県や江南市をはじめとした連

携団体等と協力し、地域の産業振興に取り組み、商工業者に役立ち、必要とされる会議所を

目指して「企業を育て 地域を伸ばす商工会議所」をスローガンに、地区内の商工業者をサポ

ートしてきた。地域開発や観光振興、環境整備等の会員の意見を集約し、国・行政・関係機

関等へ陳情・要望し、地域振興の発展に寄与するという、地域の総合経済団体としての役割

を担ってきた。  

  また、当所の中小企業相談所職員８名で、経営改善普及事業（小規模事業者への各種情報

提供、記帳指導、金融（資金調達）指導や各種講習会、交流会）や地域活性化のためのイベ

ントを実施してきたが、これまでの取り組みには以下に挙げる課題がある。 

 

・小規模事業者の状況と地域経済の実態が把握できていない。 

・各種経営相談に対し、偏った支援（税務：記帳・金融：マル経融資等資金調達）になりが

ちになっている。 

 ・専門的技術に関する課題に対して、専門家に頼りがちで、高度化、専門化する小規模事業

者のニーズへの支援体制が整っていない。 

・事業計画策定の重要性を小規模事業者へ理解させる機会が少なく、経営状況の把握、需要

動向を踏まえた事業計画の策定から計画策定後の支援へと続く、伴走型支援の取り組みが

不十分である。 

 ・小規模事業者への販路開拓支援においては、商談会等の情報提供はしているが、個社に対

する総合的な支援（商談会前後のフォローアップ等）ができていない。 

 ・事業所ごとに支援カルテは作成しているが、小規模事業者への持続的発展のための支援に

は活かされていない。 

 ・中小企業相談所職員全体での情報共有ができておらず、担当職員に頼りがちになっている。 

 

上記の課題を踏まえ、今後の当所の役割は、支援機関としての経営指導員をはじめとする

職員の経営支援力の向上を図り、小規模事業者が人口減少と高齢化が進む地域で、小規模事

業者を取り巻く環境が急激に変化していくなか、成り行き経営から脱却し、経営計画の促進

により、小規模事業者が持続的発展を遂げられるように伴走型支援を実施し、個社の支援の

強化を図る。同時に、地域の総合経済団体として、他機関と連携を図りながら、小規模事業

者の事業基盤である地域活性化を図る。 
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４．地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

前述の「２．当地域の現状と課題」で示したとおり、将来的な人口の減少、および現状に

おいて、全業種の景気の先行きが厳しいという実態を踏まえると、当所が行っている経営支

援をさらに多くの事業者に展開していかなければ、地域の存立基盤はさらに衰退していく。

１０年後以降も地域の経済基盤を確立していくために、以下のとおり「地域における小規模

事業者の中長期的な振興のあり方」を策定する。 

＜小規模事業者の中長期的な振興のあり方（＝10年後の企業や地域のあるべき姿）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５．当所における経営発達支援事業の目標 

  2014年中小企業白書にも記述があるとおり小規模事業者の最大の経営課題は、「営業・販路

開拓」であり、人口減少・過疎化に伴う需要の縮小や、高齢化等に伴う消費者のニーズの変

化にどう対応していくかが課題である。 

  前述の「地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を受けて、平成 30年度か 

ら 34 年度までの目標を制定し、後述の経営発達支援事業を通じて実現していく。 

 

（１）地域企業の減少に歯止めをかけるために 

 ①既存小規模事業者の経営状況を詳細に把握し、需要動向の調査、事業計画の策定・実施支

援、販路開拓などを支援しながら、「計画経営を着実に行う持続的小規模事業者」を数多く

育てる。 

 ②高齢化が進んでいる経営者に対する事業承継、後継者の育成の支援を行う。 

 ③資金調達、事業承継、経営改善など既存事業者の実態やニーズにあった支援を行う。 

 ④起業・創業支援により小規模事業者を増やす。 

 

（２）経営の抜本的な見直しを支援するために 

①人口減少等により需要が右肩下がりの経営環境の中で、思いつき、場当たり的、成り行き、

経験と勘に頼った経営には限界があり、当所では成り行き経営からの脱却、計画経営の支

援を行う。 

 ②経営革新を進め、新商品・新サービス等の開発や新規分野への参入等につながる支援を行

う。 

③地産他消（地域外に販路を求め）を推進し、商談会等による販路開拓や販路拡大に取組む。 

※小規模企業振興基本計画の目標のとおり、需要を見据えた計画的な経営を促進する。 

（１）地域企業の減少に歯止めをかける。 

   ①既存の小規模事業者が持続的発展を遂げている。 

   ②小規模事業者が技術承継・事業承継を円滑に進め、後継者不足による廃業を最小限

にする。 

   ③地域内で創業する小規模事業者が増え、長きにわたって継続している。 

（２）経営の抜本的見直しを行う。 

   ①成り行き経営から脱却し、経営計画の促進により、売上が増加する小規模事業者が

増えている。 

   ②製品の高付加価値化等の経営革新を行う企業が増えている。 

（３）観光振興により、交流人口の増加を狙い、小規模事業者への波及効果をもた 

らす。 
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（３）観光振興のために 

他機関と連携しながら、地域を活性化するイベントを行い、来江者数（※）を増加させ、

江南という地域のブランド化に取り組む。 

      （※）来江者数とは、江南市へ訪れる人数。 

 

  以上の（１）～（３）の事業を行うため、従来から実施している巡回・窓口相談からの拡

充による小規模事業者の事業計画策定ニーズの掘り起しに努め、経営指導員、補助員、記帳

職員だけでなく一般職員を含めた職員の資質向上（経営分析力や事業計画策定能力などのス

キルアップ）を図ることにより、小規模事業者が事業計画の策定や実施により成長できるよ

うに全力で支援していくことで、自らの組織力向上とノウハウの蓄積を行っていくとともに、

愛知県、江南市との協力体制、（独法）中小企業基盤整備機構、（公財）あいち産業振興機構、

愛知県事業引き継ぎセンター、愛知県よろず支援拠点、(株)日本政策金融公庫一宮支店、愛

知県信用保証協会、地元金融機関などの支援機関と連携しながら、小規模事業者の経営力向

上、販売促進等を継続的に支援する方針で進めていく。 

  また、江南商工会議所では、小規模事業者が段階的に成長できるように、小規模事業者を

５つの類型(※下図参照)に分け、小規模事業者の経営分析や事業計画作成などにおいて類型

別に支援を行う。 

 

・小規模事業者の類型別支援モデル（事業者の階層にあった支援の展開） 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※Ⅰ．直接支援（個社支援） ・・・ 個社ごとの具体的な課題と解決策を明確にする。 

 Ⅱ．集団講習会（セミナー）・・・ 事業者の意識改革、気づきを与え、中長期的な 

ビジョンを持たせる。 

 

自ら経営改善に取り組む意欲がある小規模事業者（類型②・③）（Ｐ８図参照）や創業を目

指す方の創業支援、経営革新の支援、事業承継の支援、新たな産業の育成などの支援を図り、

地域の存立基盤の維持に取り組む。 

  また、経営発達支援事業を市内小規模事業者に広く周知するために、会員限定の商工会議

所の機関誌による広報だけでなく、当所ホームページ・メルマガや地元新聞をはじめとする

メディアへのパブリシティや巡回・窓口相談を通じた非会員小規模事業者への事業周知を徹

底し、事業計画策定ニーズの掘り起こしに努める。 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

施策紹介  

小規模事業者を、 
 

①自ら考え行動する 

②課題があるが解決アクションがない 

③危機感があるが明確な課題に至っていない 

④ぼんやりした危機感 

⑤危機感なし・あきらめ  
 

と分類し、ステップアップするのに、 

その階層にあった支援をしていく。 

※左図の番号と上記の番号は一致する。 

 

※Ⅰ．直接支援 

（個社支援） 

※Ⅱ．集団講習会 

（セミナー） 

ス
テ
ッ
プ 

ア
ッ
プ 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 
（１）経営発達支援事業の実施期間 

（平成３０年４月１日 ～ 平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

   地域内の中小企業景気動向について、様々な情報を集めるものの、集約、指示系統が明

確ではなかったため、これまで定期的な発信は行っていなかった。 

 

（目  的） 

今後は、発信時期を明確にするとともに、四半期ごとに地域の実情を考慮して、ピック

アップした市内小規模事業者の売上等の項目別・産業別ＤＩ値、設備投資、経営上の問題

点など調査・分析する。また、支援機関の地域金融機関や(株)日本政策金融公庫の景気レ

ポート等を基に分析を行い、各業態の小規模事業者へ情報を提供し、経営分析および事業

計画策定等の参考資料とする。起業者や地域内への新規出店者に対しても、情報提供を積

極的に行い支援する。 

 
（事業内容） 

（1）愛知県、江南市の統計調査 （年１回）≪新規事業≫  

当所の経営指導員等が、愛知県、江南市の人口、所得、消費者物価指数、景況認識等を

調査・分析し小規模事業者に情報提供することにより、小規模事業者が経営計画の策定を

する際の参考にすることを目的とする。 

 

①調 査 項 目：   

ア．愛知県ＨＰ・・・愛知県内の景気動向（先行指数、一致指数、遅行指数） 

            県内小規模事業者の景気認識、売上の伸び等 

イ．江南市ＨＰ・・・市内人口・世帯数・事業所の推移等 

 

   ②整理・分析を行う手段： 

愛知県や江南市の統計のうち、地域の小規模事業者の事業活動に参考になる統計を、

年に 1 回ピックアップして、指数の解説や当所の視点でコメントを加えながら整

理・分析を行う。 

 

   ③成果の活用方法：  

ア．当所会報及びホームページ、メルマガに掲載し、小規模事業者における事業     

活動の参考材料とする。  

イ．当所内で各種統計調査をデータで共有化し、巡回訪問や窓口相談時に情報提供する

ことで、小規模事業者とのコミュニケーションを図り、経営状況の把握や事業計画

の作成を促すきっかけとする。 
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  （目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 
愛知県、江南市 

の統計調査回数 
未実施 年１回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

会報での 

周知件数 
－ 1,750 1,800 1,800 1,800 1,800 

巡回、窓口での

周知件数 
－ 400 420 440 460 480 

     
（2）江南市内の小規模事業者に対する当所独自景況調査（四半期ごと）≪新規事業≫ 

  当所にて、江南市内の小規模事業者の実態を調査・分析・情報提供することにより、経営 

指導や各小規模事業者における経営計画策定等の参考にすることを目的とする。  

 

①調 査 項 目： 

景況に対する認識、売上の増減、今後の売上の見込み、雇用の見込み、消費税増税等

の影響、同業他社との比較、資金繰り等  

 

   ②整理・分析を行う手段： 

市内の小規模事業者の１００社（建設業、製造業、商業、サービス業等）を、地域の

実情を考慮してピックアップし、調査票を郵送または手渡しをする。回収した結果に

ついては、中小企業相談所の補助員がとりまとめ、地域の小規模事業者が見やすいよ

うに、業種別・企業規模別・課題別等の視点で整理・分析を行う。 

  

   ③成果の活用方法：  

ア．当所会報及びホームページ、メルマガに掲載し、小規模事業者が独自の事業活動の

参考材料とする。  

イ. 当所内でデータを共有化し、巡回訪問や窓口相談時に情報提供することで、経営状

況の把握や事業計画の作成を促すきっかけとする。  

   （目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 
当所独自の地域景気 

動向調査回数 

及び調査事業所数 

未実施 年４回 

100社 

年 4回 

100社 

年 4回 

100社 

年 4回 

100社 

年 4回 

100社 

会報での周知件数 － 1,750 1,800 1,800 1,800 1,800 
巡回、窓口での周知

件数 
－ 400 420 440 460 480 

調査対象事業者への

周知回数（年 4回） 
－ 400 400 400 400 400 

※景況調査は、中小企業相談所全職員で行う。 

 

（3）商工会議所早期景気観測調査（LOBO調査）（毎月実施）≪既存事業改善≫ 

  商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気観」を全国ベー

スで調査し、その集計結果を提供して事業計画策定の参考とすることを目的とする。 

 

①調 査 項 目：  

売上（受注・出荷）・採算・仕入単価・従業員・業況・資金繰りの前年同月比（前年

同月と比較した今月の水準）と向こう３カ月の先行き見通し（今月水準と比較した向
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こう３カ月（当月を除く）の先行き見通し）、付帯調査（その月によって内容が変わ

ります）及び自社が直面している経営上の問題等 

 

②整理・分析を行う手段： 

市内の小規模事業者の１０社（現在は５社）（建設・製造・卸売・小売・サービス業

の５業種）から予め当所が選定し、ヒアリング対象（小規模事業者）に対し、経営指

導員が毎月定期的にヒアリングを行い、日本商工会議所へヒアリング結果を送り、日

本商工会議所でまとめられたものを、地域の小規模事業者が見やすいように業種別・

企業規模別・課題別等の視点で整理・分析を行う。 

 

③成果の活用方法：  

ア．当所会報及びホームページ、メルマガに提供し、小規模事業者が独自の事業活動の

参考材料とする。  

イ．当所内でデータを共有化し、巡回訪問や窓口相談時に情報提供することで、経営状

況の把握や事業計画の作成を促すきっかけとする。 

  （目標）  

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 
LOBO調査回数及び 

調査事業所数 
年 12 回 

5 社 

年 12 回 

10社 

年 12 回 

10社 

年 12 回 

10社 

年 12 回 

10社 

年 12 回 

10社 
会報での周知件数 － 1,750 1,800 1,800 1,800 1,800 
巡回、窓口での周

知件数 
－ 400 420 440 460 480 

  ※状況等の精度を高めるため対象事業所を 10 社とする。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

当所では、これまで会報や施策普及パンフレット等で情報提供を行う定期的な巡回訪問、 

会計ソフトによる記帳指導・代行や自計化の推進支援、資金調達、労務に係る相談対応を中

心に小規模事業者の経営課題等財務内容の把握に努めてきた。  

    しかしながら、現状の計画に基づいた定期巡回のみでは一方的な情報提供にとどまり、相

談へと発展して初めて個別のヒアリングを行うこととなるほか、従来の定期巡回では、事業

内容や経営資源、個別課題（地域課題等）の詳細把握と蓄積が難しく、また、税務申告のみ

を目的とした記帳指導では管理会計に至らず、小規模事業者が自発的な経営計画の策定には

至らない等、問題点が山積している。  

 

（目  的） 

    本事業では、現在実施している定期的な巡回を「情報提供型」から「経営管理体制型」へ

と転換を図り、地域の小規模事業者を広く対象とした経営状況や経営課題の把握を行うとと

もに、経営体質の強化を目的とした経営分析を積極的に展開する。  

    また、資金調達を必要としている事業者については、財務分析を図るほか、事業分析につ

いても課題について掘り起しをし、各種専門家派遣事業（ミラサポ事業、あいち産業振興機

構、県エキスパート派遣事業、よろず支援拠点事業）を活用し、効果的・効率的に支援を行

う。なお、経営分析の結果は個別の事業計画策定などにも活用していく。 

また、今後同様の相談を受けた際に的確なアドバイスができるように、当所内部において

分析結果を共有する。 
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（事業内容） 

（1）巡回訪問等による状況把握と支援ニーズの掘り起し ≪既存事業改善≫ 

   小規模事業者の状況やニーズを把握するために、巡回訪問や窓口相談によるヒアリング調

査、各種セミナー等の開催を通じて、経営指導員等が多くの小規模事業者の現状やニーズを

把握し、今後の対策に反映していく。 

①手   段：巡回訪問や窓口相談時に、経営指導員や補助員、記帳指導職員が、経営者へ

ヒアリングを行う。ヒアリング結果は、シート（当所作成）にまとめ、経営

指導員等打合せ会（月２回以上）で担当職員が報告し、共有化する。また、

ヒアリング内容については、共有し蓄積するため、ヒアリングの都度、カル

テを作成するとともに、ＴＯＡＳ（商工会議所トータルＯＡシステム）を使

って共有化を図ることにより、ヒアリングで得た小規模事業者の事業概要等

について、全職員が閲覧できる。 

 

②分 析 項 目：ア．小規模事業者情報 

（会社名、業歴、従業員数、売上規模、取扱商品等） 

        イ．強み・弱み分析（経営者・従業員の略歴・知識、ノウハウ等） 

        ウ．景況感（売上・粗利の増減、経営者の現状認識等、資金調達の要望等、

短時間のヒアリングで把握できる内容） 

 

 ③成果の活用：ヒアリングから把握した内容をもとに、小規模事業者が下記の（２）～（４）

の分析を希望した場合や当所が小規模事業者の業績向上や業績悪化の可能性

があり、経営分析の必要性があると判断した場合、事業計画の策定等を促し、

計画立案へと導き、今後の事業活動の参考とする。 

 
（2）事業内容に係る経営分析 ≪既存事業改善≫ 

  上記の結果、複数年度の決算書の分析や、経営者と時間を設けてヒアリングすることで、

企業の現状をより詳細に把握し、財務的要因や成長的要因の分析を行う。 

 

  ①手   段：事業者ごとに担当経営指導員を決め、税務申告書（控）や借入明細書を入手 

し、またヒアリングを通じて現状分析を行う。その分析方法については、経 

済産業省が提供している診断ツール「企業の健康診断ツール ローカルベン 

チマーク」を使う。その分析結果を、データで作成し、経営指導員等打合せ 

会で担当経営指導員が報告し共有化する。 

また、支援内容を、共有し蓄積するため、カルテを作成するとともに、ＴＯ

ＡＳを使って共有化を図ることにより、小規模事業者の支援内容等につい

て、全職員が閲覧できるようにする。 

 

  ②分 析 項 目：複数年度の決算書に基づく財務分析（収益性、安全性、生産性、効率性、成

長性）、３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析、経営課題、借入状況の推移 

 

③成果の活用：業績が厳しい小規模事業者には窮境要因（弱み）を、成長志向の強い小規模

事業者には成長要因（強み）を明確にし、その詳細分析の結果を、巡回訪問

や窓口相談時に小規模事業者へ情報提供することで、今後の事業活動の参考

とする。 
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（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業内容経営分析 23社  30社  32社  34社  36社  38社  

※継続相談分析の内訳：小規模事業者持続化補助金申請 24社（平成 28年度実績） 

 
（3）資金・財務内容に係る経営分析 ≪既存事業改善≫【指針①】 

   巡回訪問時等で資金調達の要望を把握し、経営指導員が資金調達を必要と判断した場合

には、マル経資金等を斡旋し併せて経営分析を行う。 

 

 ①手   段：融資担当者が、融資書類を作成する段階で過去２期分（２年分）と直近の試

算表を分析するとともに、経営者とのヒアリングを行う。分析が難しい場合

は、専門家派遣（ミラサポ等）を利用し支援を依頼する。その結果について

は、経営指導員等打合せ会で担当経営指導員が報告し共有化する。また、支

援内容を共有し蓄積するため、カルテを作成するとともに、ＴＯＡＳを使っ

て共有化を図ることにより、小規模事業者の支援内容等について、全職員が

閲覧できるようにする。 

 

 ②分 析 項 目：財務分析（収益性、安全性、生産性、成長性）現状の定性的な状況、借入状

況の推移、３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析、経営課題 

 

③成果の活用：経営状況の分析結果は、巡回訪問や窓口相談等により小規模事業者へ情報提

供することで、今後の事業計画策定の参考材料とする。 

 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

資金・財務経営分析 37社  38社  38社  40社  40社  40社  

※金融相談における分析の内訳：マル経 36社（平成 28年度実績） 

 
（4）外部専門家等による専門分析 ≪既存事業改善≫【指針①】 

   (2)(3)の分析結果を基に、経営、税務、金融、労務、取引、情報化等の専門的な課題や

業種に特化した課題については、専門知識を有する税理士、中小企業診断士、社会保険労

務士、ミラサポの専門家等と協力して財務、決算等の項目を基に経営分析を行う。また、

愛知県、地域金融機関、あいち産業振興機構、愛知県よろず支援拠点のコーディネーター

等とも企業の状況を相談しながら経営分析を行う。 

 

 ①手   段：事業者ごとに担当経営指導員を決め、担当経営指導員が専門的な分析が必要

と判断した場合、各種専門家の派遣を行う。専門家と小規模事業者のマッチ

ングの際には、担当経営指導員も同席し、分析内容を把握する。その支援内

容を、共有し蓄積するため、カルテを作成するとともに、ＴＯＡＳとカルテ

を打ち出したものを全職員が回覧して共有化を図ることにより、小規模事業

者の支援内容等について、全職員が閲覧できるようにする。また、経営指導

員等打合せ会・情報交換会で担当経営指導員が報告し共有化する。 

 ②分 析 項 目：相談内容により分析項目は変更する。 

        労務であれば、就業規則、労務コンプライアンスなどを分析する。 
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 ③成果の活用：専門的な内容を分析し、小規模事業者を支援することで、経営者の打つべき

戦略の成功度合を高めていく。また、経営指導員等のスキル向上にも寄与す

る。さらに、その専門分析をまとめ、その結果を巡回訪問や窓口相談時に、

小規模事業者へ情報提供することで、今後の事業活動の参考材料とする。 

 
（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

[(2)（3）の合計 

分析件数]の内 

専門家による分析 

60社 

3 社 
 

68社 

3 社 
 

70社 

4 社 
 

74社 

5 社 
 

76社 

6 社 
 

78社 

7 社 
 

   

 
３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

小規模事業者の持続的発展において、経営者自らが事業計画作成のスキルを有していない、

作成する時間がない等、事業者自身が事業計画を策定しＰＤＣＡサイクルを回しながら経営

を行うことは、非常に困難なことである。  

   まずは、小規模事業者に対し、事業計画の重要性を説いていくことが課題となっている。 

 

（目  的） 

巡回・窓口相談を中心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い、その小

規模事業者の事業の持続的発展を図るため、項目１「地域の経済動向の調査」、項目２「経営

分析」、項目５「需要動向調査」等の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び地域金融機関、愛

知県よろず支援拠点のコーディネーター等と連携し、事業計画策定支援を行い小規模事業者

の持続的発展を図る。最終的には事業者自身が事業計画の作成が出来るよう支援を行う。 

   

（事業内容） 

（1)事業計画策定支援の小規模事業者の掘り起こし ≪既存事業改善≫ 

当所会報・ホームページ・メルマガ・経営指導員等が巡回・窓口相談等で、事業計画のノ

ウハウ・作成等に関するセミナー、個別相談会の開催の周知を行い、事業策定計画を目指す

小規模事業者を掘り起こし、経営の向上等を目指す。また、経営分析の結果、受講者が資金

調達や経営革新等を希望した場合、または事業承継や業績悪化につき、事業計画の作成が必

要と判断した小規模事業者には当所から該当事業者に提案を行う。 

 

（2)事業計画の作成支援  

  ①既存事業者向けの事業計画の作成支援（一部持続化補助金申請も含む）≪既存事業改善≫ 

    巡回訪問やセミナーにおいて、事業計画の必要性や作成手法を伝えるとともに、実際に事

業計画を作成していただく。巡回訪問やセミナーで全て作成できるとは限らないので、記載

できないところについては担当経営指導員が丁寧に完成まで支援する。過去の経験から、作

成までに平均１事業者当たり４回程度の支援が必要である。  

    上記の取り組みは、年間を通じて行う。また、小規模事業者持続化補助金については、過

去に多くの事業者が取り組んでおり、事業計画を作成するための良いきっかけとなったため、

公募があった時には速やかに市内小規模事業者に周知し、補助金申請をきっかけに事業計画

の作成に取り組んでもらう。また、人材育成、コスト管理、設備投資等、事業者の経営力を

向上させるための取り組み内容など経営力向上計画のための事業計画策定の支援を行う。 
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（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経営計画作成セミナー回数 1 回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

経営計画作成セミナー受講者数 10人 20人 20人 20人 20人 20人 

既存事業者向け事業計画作成社数 23社 25社 27社 29社 30社 32社 

 
②創業希望者向けの事業計画の策定支援 ≪既存事業改善≫ 

  当所では、江南市と愛知県信用保証協会等と共催で創業入門セミナーを年１回開催してい

る。また、地域の２金融機関と共催で創業塾を年２回（1 回 5 日間実施）開催している。 

その場で、担当経営指導員が会議所事業の周知を行い、受講者から窓口相談があれば、受

講者への継続フォローを行い、丁寧に創業計画書の完成まで支援する。創業計画書作成まで、

１事業者当たり５回程度の支援が必要と考える。 

 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

創業入門セミナー回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

創業入門セミナー受講者数 6 人 12人 20人 20人 20人 20人 

創業塾回数 

（日数） 

２回

（ 10 日 間 ） 

２回 

（ 10 日間） 

２回 

（ 10 日間） 

２回 

（ 10 日間） 

２回 

（ 10 日間） 

２回 

（ 10 日間） 

創業塾受講者数 30人 60人 60人 60人 60人 60人 

創業希望者向け事業計画作成社数 2 社 8 社 8 社 8 社 8 社 8 社 

※創業塾について、いちい信用金庫と共催。平成２８年度から東春信用金庫と共催 

 

 

【創業支援イメージ図】 

 

 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業希望者、創業まもない方 

江南商工会議所（窓口） 

金融機関 

日本政策金融公庫 あいち産業振興機構 

専門家（税理士・診断士等） 愛知県信用保証協会 

連携 

江南市 
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③経営革新実施者向けの事業計画策定支援 ≪既存事業改善≫ 

厳しい経済市場の変化に対し、現状からの変革を図るため、経営革新セミナーを開催し、

知識を向上させるとともに、専門家による相談会の開催による経営計画策定などの支援を実

施する。さらに、経営計画策定が困難であるので事業者に対しては、経営指導員が丁寧に完

成まで支援する。また、より詳細に検討していくために、経営革新計画の承認支援経験があ

る専門家を招聘し支援する。過去の経験から、作成までに１事業者当たり５回程度の支援が

必要と考える。 

 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

セミナー回数  1回  2回  2回  2回  2回  2回 

受 講 者 数   7人 10人 12人 12人 14人 14人 

事業計画作成社数 2 社 4 社 4 社 4 社 4 社 4 社 

 

④経営力向上計画策定支援≪新規事業≫ 

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、

事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(＝経営力向上計画)作

成に向けたセミナーを開催し、知識を向上させるとともに専門家による相談会の開催による

経営力向上計画策定などの支援を実施する。このセミナーだけで、経営力向上計画を策定す

るのは困難であるので、担当経営指導員が丁寧に完成まで支援する。また、より詳細に検討

していくために、経営力向上計画の承認支援経験がある専門家を招聘し、国への申請・承認

まで支援する。計画の作成までに１事業者当たり５回程度の支援が必要と考える。 

 

 （目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

セミナー回数 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

受 講 者 数  －  10 人 10人 10人 10人 10人 

事業計画作成社数 2 社 4 社 4 社 4 社 4 社 4 社 

 

⑤資金・財務内容に係る事業計画策定支援  ≪既存事業改善≫ 

マル経（小規模事業者経営改善資金貸付制度）の貸出実績件数については、36件（平成 28

年度実績）あり、デフォルト事業所も少ないのが特徴である。今後も事業者に対して、マル

経をさらに斡旋するとともに、事業者が作成した事業計画書に対し、担当経営指導員が不足

点や改善点の抽出を行い、完成に向けて策定支援を行うことで円滑な資金調達に繋げる。  

さらに、持続的発展に取り組むために必要な設備資金等については、事業計画策定の支援

を行い「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用しながら、進捗状況の確認と必要な支

援・助言を行う。事業計画の作成までに１事業者当たり３回程度の支援が必要と考える。 

 

 （目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業計画作成社数 20社 20社 20社 20社 20社 20社 

 
⑥事業承継のための事業計画策定支援 ≪新規事業≫ 

事業存続に関する事業承継は、早めの取り組みが重要であるため、４０～５０代に向けた

事業承継に特化したセミナー・相談会を開催し、該当事業者の参加を促す。 
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中小企業基盤整備機構中部本部、愛知県事業引継支援センターのコーディネーター、地域

金融機関等と連携しながら、事業者が作成した事業承継計画に対して、担当経営指導員が不

足点や改善点の抽出を行い、完成に向けて策定支援する。また、必要に応じて地域金融機関

等の協力を得て、他地域の事業者等とマッチング等の情報提供を行い、小規模事業者の事業

引継ぎによる持続的発展を促す。計画の作成までに１事業者当たり５回程度の支援が必要と

考える。 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

セミナー回数  1回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

受 講 者 数  －  10 人 10人 10人 10人 10人 

事業計画作成社数 １社 ４社 ６社 ８社 ８社 ８社 

（共有方法） 

支援内容を、共有し蓄積するため、カルテを作成するとともに、ＴＯＡＳを使って共有化

を図ることにより、全職員が閲覧できるようにする。また、支援内容については、経営指導

員打合せ会で担当経営指導員が報告し、共有化をする。 

 

【事業承継支援イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  項目３．「事業計画の策定支援」でつくった事業計画を確実に実施するため、事業計画策定

事業者へ担当経営指導員が３か月ごとに巡回・窓口相談等による事業進捗状況の確認と課題

解決に向けて支援を行う。 

 

(事業内容)  

（1）事業計画策定小規模事業者への支援（項目３．「事業計画の策定支援」における既存事業

者による①既存事業者事業計画、④経営力向上計画、⑤資金調達に対応） 

 ≪既存事業改善≫ 

事業計画策定後、担当経営指導員が３か月ごとに巡回訪問を行い、進捗状況を確認する

とともに、必要な支援や助言を行う。問題点が発覚した場合や更なる取り組みを行いたい

場合は、経営指導員自身による支援を継続するとともに、登録専門家の招聘を行い、課題

解決に向けて支援する。  

小規模事業者 

江南商工会議所（窓口） 

連携 

金融機関 

あいち産業振興機構 

江南市 

専門家（税理士・診断士等） 愛知県事業引継ぎ支援センター 

中小企業基盤整備機構中部支部 
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（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

創業以外の事業計画

済み事業者フォロー 

（社数・訪問回数） 

48社 

192回 

57社 

228回 

61社 

244回 

65社 

260回 

66社 

264回 

68社 

272回 

事業計画済み創業希

望者へのフォロー 

（社数・訪問回数） 

2 社 

12回 

8 社 

48回 

8 社 

48回 

8 社 

48回 

8 社 

48回 

8 社 

48回 

 
（2）事業計画策定小規模事業者への情報提供 ≪既存事業改善≫ 

事業計画策定後に、国、県、市、支援機関等が行う支援策等を掲載したパンフレットの活

用、広報、案内により、支援等の内容が理解できるよう周知を徹底する。  

 

（3) 創業計画策定小規模事業者への支援（項目３．「事業計画の策定支援」②創業計画に対応） 

 ≪既存事業改善≫ 

創業者については、開業後の心理的・資金面での不安もあることから、創業当初 3 カ月は

月 1 回訪問し、頻度を高め手厚くサポートをする。（年間 6 回以上の巡回訪問）また、創業

後は記帳指導、所得税の確定申告指導、労務相談等の必要な支援を行い、創業関係セミナー

等の更なる充実を図り、新規小規模事業者の育成を積極的に支援する。また、必要に応じて

ミラサポ専門家派遣の活用により、創業者の課題解決に努めていく。 

 

（4) 事業承継計画策定小規模事業者への支援（項目３．「事業計画の策定支援」⑥事業承継の

ための事業策定計画に対応） ≪既存事業改善≫ 

事業承継計画策定事業者については、担当経営指導員が３か月ごとに巡回訪問を行い、進

捗状況を確認するとともに、必要な支援や助言を行う。問題点が発覚した場合や更なる取り

組みを行いたい場合は、経営指導員による支援を継続するとともに登録専門家の招聘や愛知

県事業引継ぎ支援センターを活用し、課題解決に向けて支援する。 

  

（共有方法） 

支援内容を、共有し蓄積するため、カルテを作成するとともに、ＴＯＡＳを使って共有化

を図ることにより、全職員が閲覧できるようにする。また、支援内容については、経営指導

員打合せ会で担当経営指導員が報告し、共有化する。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

大多数の小規模事業者は、自らが販売する商品や提供する役務の需要動向調査は行ってお

らず、経験に基づく勘や、取引業者からの情報、マスコミ等の情報を基に商品の品揃えや役

務の提供を行ってきた。当所でも体系的な需要動向調査は行っていないのが現状である。消

費者の要求が益々厳しくなっている今、小規模事業者の持続的発展を支援するためには、需

要動向を迅速に把握し、その情報を小規模事業者に提供することが課題となっている。  

 

（目  的） 

小規模事業者（個社）を対象とした需要動向、業種別の需要動向、地域消費者の需要動向、

新規出店情報について調査を行い、調査結果を小規模事業者に提供し今後の商品開発、品揃

え、役務の提供、及び事業計画策定に役立てる。 
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(事業内容) 

（1)小規模事業者の販売する新商品・役務を対象とした調査の実施≪新規事業≫ 

  小規模事業者の販売する商品や提供する役務が、地域消費者の需要を満たしているかどう

かを調査し、地域消費者の需要を満たすために必要な商品・役務等は何かを小規模事業者に

対し明確に示すために実施する。  

 

①分析手段（調査対象・調査方法）： 

項目２．「経営状況の分析に関すること」の中で、詳細分析を実施した小規模事業者（主

にサービス・小売業）を中心に商品・サービスの販売を拡大したい意欲ある事業者を対象

に、事業者と経営指導員がアンケート項目を協議して、当所がアンケートを実施する。 

対象として想定される顧客ターゲットにより、当所女性会・青年部、市内高校生、短大

生等を選定して、モニタリング調査を実施し、評価や要望等によりニーズ分析をする。 

たとえば、女性向けのモノについては女性会に、若者向けについては高校生に調査を依

頼する。（1商品・サービスに付き 20件のサンプリングをする。） 

また、和洋菓子店については、毎年、秋に開催される「江南スイーツフェスティバル」

の来場者に対し、会場で、新商品を主に事業者がアンケートを 20件取り、当所が、評価や

要望等ニーズを集計・分析をし結果をまとめ、小規模事業者へフィードバックする。 

 

②分析項目： 

性別、年齢構成 、商品（役務）満足度、値段、味、デザイン等 

 

③成果の活用： 

調査結果は経営指導員が小規模事業者へ提供し個社支援を行う。小規模事業者の商品構

成、役務内容に対するアドバイス資料、更には経営計画を立てる際の基礎資料とし、商品

や提供する役務の見直し、ブラッシュアップに役立てる。 

 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 
小規模事業者の販売する

新商品・役務を対象とした

調査（事業者数・調査数） 

未実施 

－ 
 

 

3 社 

60件 

 

 

4 社 

80件 

 

 

4 社 

80件 

 

 

5 社 

100件 

 

 

5 社 

100件 

 

 

 

 

（2)小規模事業者（個社）を対象とした需要動向調査の実施 ≪新規事業≫ 

  個社支援を行う小規模事業者の販売する商品や提供する役務、及び開発予定の新商品や新

たに提供を始めようとする役務が、消費者の需要を満たしているかどうかを調査し、消費者

の需要を満たすために必要な商品・役務等は何かを小規模事業者に対し明確に示すために実

施する。  

 

 ① 分析手段：小規模事業者（個社）の経営分析を行う際、同時に実施する。 

ア．日本経済新聞社の有料ＷＥＢサービス「日経テレコン」を活用し、今後の商品開発、

品揃え、役務の提供、及び事業計画策定に役立てる。 

（主に小売業、卸売業が対象） 

イ．経営情報出版社が発行する書籍「業種別業界情報」を活用し、今後の商品開発、品揃

え、役務の提供、及び事業計画策定に役立てる。（全業種対象） 
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ウ．日経ＢＰ社が発行する「日経トレンディ」を活用し、今後の商品開発、品揃え、役務

の提供、及び事業計画策定に役立てる。（全業種対象）  

エ．開発予定の新商品や新たに提供を始めようとする役務の需要については、上記調査方

法では対応できないため、各種専門家派遣事業（県エキスパート派遣事業、ミラサポ

事業、よろず支援拠点事業等）を活用し適切な専門家と連携しながら調査・分析を行

う。（全業種対象） 

 

② 分析項目： 

ア．「日経テレコン POS EYES」(※１)による調査項目  

・商品詳細診断：指定した商品のカバー率の推移や、価格の変動に伴う売れ行きへの影

響、購入者の性別、年齢層別比率を調査・分析 

・伸びる市場・縮む市場の把握：日経 POS に収録している 2,000 分類から、前年と比べ

て売れ行きの伸びの大きい分類、減少幅の大きい分類を調査・分析  

・新商品の把握：指定した期間に出された新商品の数を調査・分析 

イ．「業種別業界情報」による調査項目  

    ・最近の業界動向 

    ・業界の特性  

    ・業界のトレンド及びノウハウ  

    ・市場規模  

    ・今後の課題、将来性  

ウ．「日経トレンディ」による調査項目  

    ・ヒット商品のトレンド  

    ・ヒット商品の予測  

    ・消費者の視点  

エ．各種専門家派遣事業による調査項目  

・開発予定の新商品や新たに提供を始めようとする役務の需要  

 

(※１)「日経テレコン POS EYES」とは、商品カテゴリー2,000 分類（加工食品と家庭用品

など）、265 万商品の売上情報を収録しており、自社とは異なる分野のトレンドを

捉えることが可能となり、新商品開発のためのアイデアやヒントとなる情報を提

供してくれる日経メディアマーケティング(株)のサービス。 

 

③ 成果の活用：  

調査結果は、支援対象事業先へ提供し経営計画を立てる際の基礎資料とする。 

   調査・分析したデータはデータベースに整理し、同業種が調査対象となった場合、迅速に 

対応できるように所内で情報の共有化を図る。 

 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 
小規模事業者（個社）を対

象とした需要動向調査実

施事業者数 
0 社 30社 32社 34社 36社 38社 

 

 

（3)地域における商圏の把握 ≪新規事業≫ 

事業者が自社の商品や提供する役務の新たな販路開拓を効果的に行うためには、今後ター
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ゲットとする商圏の状況の把握が必要である。当所では、調査の有効性を高めるために以下

の支援を行っていく。なお、商圏調査の範囲は、様々な情報を入手しやすい江南市内を原則

とする。他市を希望する事業者においては、該当する市町村の商工団体と連携して、商圏状

況の把握に努める。  

 

  ①分 析 手 段： 

事業者と経営指導員とで協議の上、今後、ターゲットとする商圏を想定し、商圏内の人口

を江南市の統計を基に調査する。続いて、タウンページや実地調査にて競合他店や通行量を

調査する。調査結果は、経営指導員等が商圏の地図として完成させ、事業者にフィードバッ

クする。  

 

 ②収 集 項 目： 

江南市内の商圏内人口（町別、男女別、年度ごとの増減等）、競合他店等  

 

③成果の活用： 

調査結果について、当所においては、小規模事業者へのアドバイス材料とし、小規模事業

者においては、販路開拓や事業戦略等の見直しの参考材料として当所の経営指導員から情報

提供し、需要を捉えた経営計画策定の個社支援を行う。 

 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

商圏把握（回数） 0 回  1 回  2 回  2 回  2 回  2 回  

 

 

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) 

小規模事業者自らが販路開拓を行う際に、小規模ゆえに単独で広報戦略を取りづらく、Ｉ

Ｔに関するスキルが乏しい等の制約から、小規模事業者単独では思うような効果が得られな

いケースが多い。このため、当所では、広報、展示会等、ＩＴ支援の３つの活動を中心に支

援を行うことで、小規模事業者の販路開拓を促進する。 

特に、商談会等については、物産振興のため地域内外に販路を求めている製造業、小売業

を支援の中心とする。広報やＩＴ支援については特に業種を問わず、経営改善に取り組む意

欲がある小規模事業者（類型別支援モデル②・③）（Ｐ８図参照）を多く支援していく。 

 

（目  的） 

  販路開拓の苦手な小規模事業者が、効率良く商品・サービス紹介ができる環境や場所の提

供を行い新規顧客及び売上増加に結びつける。 

 

(事業内容)  

(1)販路開拓セミナーの開催 ≪新規事業≫ 

  小規模事業者が、「お金をかけずに自社や商品をＰＲする方法」として、広報やパブリシテ

ィの活用は重要である。マスコミが取り上げたくなるプレスリリース文の書き方や自社商品

をマスコミに向けわかりやすく提案する技法を学ぶセミナーを開催する。セミナー受講者の

うち継続支援を希望する受講者については、該当分野に精通したミラサポなどから専門家を

招聘し、課題解決の支援をする。 
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（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

セミナー回数 未実施 １回  １回  １回  １回  １回  
小規模事業者の受講者数 - 20人  20人  20人  20人  20人  

専門家派遣数 - 2 人  2 人  2 人  2 人  2 人  

 

(2)マスコミ等への広報支援  ≪新規事業≫ 

   江南市内で、やる気のある小規模事業者（経営革新認定企業・経営力向上計画認定企業等）

や新事業を始めた企業を当所がピックアップして、マスコミへの紹介を積極的に行う。多く

の市民が購読する中日新聞などの新聞媒体に記事として取り上げてもらうよう働きかける。 

  平成３０年度からは、これまで参加頂いた小規模事業者の商品を一堂に集め、当所で商品

発表会をプレスリリースし、市内小規模事業者の広報支援を実施し、販路拡大に繋げる。 

 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

掲載事業者数 未実施 2 社 2 社  ２社  ２社  2 社  

商品発表会回数 未実施 1 回 1 回  1 回  1 回  1 回  

商品発表事業者数 0 社 2 社 5 社  6 社  8 社  10社  

売上上昇率目標 100％ 102％ 104％  104％  105％  105％  

 

（3)地域内への販路開拓のための会報チラシ折込み事業の推進 ≪既存事業改善≫ 

    江南商工会議所で毎月１回発行している会報を活用し、小売商業者や地域内での取引先の

拡大等、地域エリアへ重点的にＰＲを図りたい小規模事業者を対象に、会報に小規模事業者

等のＰＲチラシを折込むことにより、地域内の事業所向け販路開拓を支援する。会報は管内

事業者等約２，０００部配布されており、新聞折込みチラシであれば１回のチラシ配布で２

０万円ほどかかるが、会報折込みサービスでは１万円程度で折込み出来るため、費用的にも

負担が少なく、経営者やその従業員にもＰＲ出来ることから積極的に利用を促す。効果的な

チラシの作成や掲載については事業者の必要に応じ、ミラサポ等を活用し専門家を交えて支

援する。 

 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

会報発行回数 12回  12回  12回  12回  12回  12回  

チラシ折込み社数 0 社  2 社  2 社  2 社  2 社  2 社  

売上上昇率目標 100％  102％  102％  102％  102％  102％  

 

 

（4)展示会・商談会出展企業への売上向上支援 ≪既存事業改善及び新規事業≫ 

 

① 展示会参加事業 （対面型）≪新規事業≫ 

本事業は、工業の小規模事業者を対象に、企業情報、技術情報、取扱い製品等を提供、展

示し、新しい取引先を開拓するとともに、展示会を自社の経営に役立つ情報を出展他社から

収集する機会として活用し、参加事業者の需要拡大に繫げる。  
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（実施方法） 

ア．「メッセナゴヤ」への出展（11月）：年１回  ４日間  

メッセナゴヤ実行委員会（愛知県・名古屋市・名古屋商工会議所）が主催する日本最大

級の異業種交流会である「メッセナゴヤ」の展示会場に江南商工会議所のブースを設け、

参加事業者の製品等を展示するとともに、江南地域のＰＲを実施し、当該事業者の販路拡

大・売上向上に繫げる。  

 

イ．「ビジネスフェア」への出展（9 月） ：年 1 回  1 日間 

東海地区の 39 信用金庫が主催し開催する「しんきんビジネスフェア」の会場に江南商

工会議所ブースを設け、参加事業者の製品等を展示するとともに、江南地域のＰＲを実施

し、当該事業者の販路拡大・売上向上に繫げる。  

 

ウ．「き業展」への出展（1 月） ：年 1 回  2 日間 

岐阜県多治見市が主催する「き業展」に江南商工会議所のブースを設け、出展参加する

事業者の製品等を展示するとともに、江南地域のＰＲを実施し、当該事業者の販路拡大・

売上向上に繫げる。  

  ※開催時期が異なるので、出展可能な時期の展示会に出て頂き機会を増やす。 

 

(効果)  

ア．参加小規模事業者は、ブース来訪者の反応や出展他者の展示方法等を観察することによ

り、自社の商品・製品の展示、ＰＲ方法についての知見・気づきを得られ、自らの販売

方法、ＰＲ方法に活用できる。  

イ．ブース来訪者との対話、意見交換を通じて自社製品の強み、弱みを発見ないし再認識し、

以後の製品販売、製品開発に役立てることができる。  

ウ．大規模展示会に出展する機会や経験の無い小規模事業者にとって、自社製品についての

客観的な位置、評価等を認識する機会となり、今後の売り込み等販売戦略の立案ができ

る。 

 

（目標） 

展示会名 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 
メッセナゴヤ 
（出展社数・商談件数） 未実施 

5 社 

5 件 

 

 

5 社 

5 件 

 

 

6 社 

10件 

 

 

７社 

15件 

 

 

7 社 

15件 

 

 
しんきんビジネスフェア

（出展社数・商談件数） 未実施 
1 社 

5 件 

 

 

2 社 

5 件 

 

 

3 社 

7 件 

 

 

3 社 

9 件 

 

 

3 社 

12件 

 

 
き業展 
（出展社数・商談件数） 未実施 

1 社 

5 件 

 

 

1 社 

5 件 

 

 

2 社 

7 件 

 

 

3 社 

9 件 

 

 

3 社 

12件 

 

 

 

（フォローアップ） 

ア．参加小規模事業者の新規取引先の獲得に有効な製品の展示、情報提供等の手法について

経営指導員がアドバイスを行う。 

イ．当所で販路拡大への取り組みを考えている小規模事業者を選定し、また、展示会事業に

参加した意欲ある小規模事業者に出展を促し、出展参加事業者の層を広げる。  

ウ．参加小規模事業者との「出展事前打合せ会」を開催し、展示効果を高める観点から、各

事業者ブースのレイアウトの統一や飾り付け、製品の展示方法等についての改善・見直

しを実施する。 
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② ビジネスマッチング（対面型） ≪既存事業改善≫ 

  本事業は、主に江南市内の小規模製造業者を対象に、近隣の製造業者との出合いの場を提

供することにより、新たな取引や事業展開のための商談に繋げ、新規需要開拓に資するとと

もに、参加を機に新しい情報交換等のルートを開設し、当該事業者の事業活動の範囲を拡げ

ることを目的とする。  

 

（実施方法）  

ア．「地域商談会（尾張会場）」への参加支援（6 月）： 年 1 回  1 日間 

取引の拡大を目指す尾張エリアの小規模製造業者を対象に、尾張地区（一宮・瀬戸・津

島・春日井・稲沢・小牧・犬山・江南）商工会議所とあいち産業振興機構で共催する「地

域商談会（尾張会場）」（製造業対応）への参加を促して、商談の機会づくりを支援する。  

 

イ．「アライアンス・パートナー発掘市」への参加支援（６月）：年 1 回  5 日間 

取引拡充・新規事業展開・新たなパートナー募集を希望する小規模事業者を対象に、愛

知県内 22の商工会議所が共催する業種を超えた商談会「アライアンス・パートナー発掘市」

（全業種対応）への参加を促して、商談の機会づくりを支援する。  

 

ウ．「多治見ビジネスマッチング  企業お見合い」への参加支援（10 月）：年 1 回  1 日 

取引拡充・新規事業展開・新たなパートナー募集を希望する小規模事業者を対象に、岐

阜県多治見市が主催する「多治見ビジネスマッチング  企業お見合い」への参加を促して、

商談の機会づくりを支援する。  

 

（効果）  

参加小規模事業者は、本事業への参加により、自社の製品・サービスや技術のＰＲが幅広

く展開できる。また、他社が求めるニーズを把握することができ、取引拡充のチャンスを得

るとともに、他社が求めるニーズに合った商品改良・開発やサービスの充実の手掛かりを掴

むことができる。 

 

（目標） 

展示会名 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 
地域商談会 

（参加者数・商談件数） 
4 件 

4 件 
 

4 件 

4 件 
 

4 件 

4 件 
 

5 件 

5 件 
 

5 件 

5 件 
 

5 件 

5 件 
 

アライアンスパートナー

（参加者数・商談件数） 
6 件 

6 件 
 

7 件 

7 件 
 

10件 

10件 
 

10件 

10件 
 

10件 

15件 
 

15件 

15件 
 

多治見ビジネスマッチング

（参加者数・商談件数） 
0 件 

0 件 
 

1 件 

1 件 
 

２件 

2 件 
 

2 件 

2 件 
 

2 件 

2 件 
 

3 件 

3 件 
 

 

（フォローアップ）  

ア．巡回時のヒアリングで、小規模事業者が「どのような取引を望んでいるか」「どのような

加工・サービスが得意か」の情報を得て、その目的に合った商談会を案内する。  

 

イ．当所会報への折込みやホームページへの掲載等による周知に加え、巡回時のチラシ配布

を行うとともに、販路拡大に取り組んでいる小規模事業者に対し、ピンポイントで呼び

掛けを行う。 
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（展示会・商談会スケジュール） 

開催月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

メッセナゴヤ        ●     

しんきんビジ

ネスフェア 
     ●       

き業展          ●   

地域商談会   ●          

アライアンスパ

ートナー発掘市 
   ●         

多治見ビジネス

マッチング 
      ●      

 

 

③ ビジネスマッチング（ネット型） ≪既存事業改善及び新規事業≫ 

  本事業は、主に江南市内の小規模事業者を対象に、近隣の事業者との出合いの場を提案す

ることにより、新たな取引や事業展開のための商談に繋げ、新規需要開拓に資するとともに、

参加を機に新しい情報交換等のルートを開設し、当該事業者の事業活動の範囲を拡げること

を目的とする。 

 

（実施方法）  

ア．「愛知ビジネスパークいざ検索！」への参加支援≪既存事業改善≫ 

取引の拡大を目指す尾張エリアの小規模事業者を対象に、金融機関（８信用金庫）と商

工会議所（蒲郡・豊田・安城・一宮・瀬戸・津島・稲沢・犬山・江南）で組織する委員会

で運営する「愛知ビジネスパークいざ検索！」（全業種対応）への参加を促して、売上向上

や販路開拓の場としての機会づくりを支援する。  

 

イ．「ザ・ビジネスモール」への参加支援 ≪新規事業≫ 

取引拡充・新規事業展開・新たなパートナー募集を希望する小規模事業者を対象に、日

本全国３７０超の商工会議所・商工会が会員事業所の経営支援を目的に共同で運営してい

る「ザ・ビジネスモール」（全業種対応）への参加を促して、売上向上や販路開拓の場とし

ての機会づくりを支援する。 

 

(効果)  

参加事業者は、本事業への参加により、自社の製品・サービスや技術のＰＲが幅広く展

開できる。また、他社が求めるニーズを把握することができ、取引拡充のチャンスを得る

とともに、他社が求めるニーズに合った商品改良・開発やサービスの充実の手掛かりを掴

むことができる。 

  

（目標） 

展示会名 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 
愛知ビジネスパークい

ざ検索！ 

（登録数、売上上昇率） 

7 件 

100％ 

7 件 

102％ 

8 件 

102％ 

8 件 

102％ 

10件 

103％ 

10件 

103％ 

ザ・ビジネスモール 

（登録数、売上上昇率） 
未実施 

－ 

2 件 

100％ 

4 件 

102％ 

6 件 

103％ 

8 件 

104％ 

10件 

105％ 
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（フォローアップ） 

当所会報への折込みやホームページへの掲載等による周知に加え、巡回時にチラシ配布

を行うとともに、販路拡大に取り組んでいる事業者に対し、ピンポイントで呼び掛けを行

う。 

 

(5)ホームページ等のＩＴ活用支援 ≪新規事業≫ 

 

① ホームページ作成支援 

本事業は、自社でホームページが作成できない小規模事業者（全業種）を対象とし、無料

ソフトの利用によるホームページの作成を支援し、効果的な自社のＰＲ、製品・商品のＰＲ

を実現し、販路拡大・売上向上に繋げる。 

  

 

（実施方法）  

ア．専門家による無料ソフトを活用したホームページ作成支援セミナーを開催する。  

イ．専門家によるＳＮＳ活用による販路拡大支援セミナーを開催する。  

  ウ．問題解決が事業者だけでは難しい場合は、ＩＴに精通した専門家を派遣し問題解決に努

める。 

◎開催頻度：年２回  

 

（効果）  

ア．今までホームページを持たなかった小規模事業者が、ネットを活用して自社を広くＰＲ

し、多くの消費者に製品・商品等の周知ができるようになり、販路拡大・売上向上の機

会を得ることができる。  

イ．関連したＳＮＳの活用によるＰＲの普及も促すことができる。  

 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

セミナー回数 未実施 2 回  2 回  2 回  2 回  2 回  
小規模事業者の受講者数 - 30人  40人  40人  40人  40人  

専門家派遣数 - 2 人  2 人  2 人  2 人  2 人  

ホームページ作成社数 ‐ 1 社  2 社  2 社  2 社  2 社  

売上上昇率  100％  102％  103％  104％  105％  
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
  当所が江南市、観光協会、市内企業等との連携を図り、地域のあるべき姿を共有しながら、

地域経済の活性化に資する取り組みを行う。 

  前述の「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」で示した「観光振興による交流人口の

増加を狙い、小規模事業者への波及効果をもたらす。」を実現するために、賑わいづくりの創

出を推進する。これらの事業を支援することにより、地域経済の活性化に繫げる。 

 
１．地域イベントの企画・支援 ≪既存事業改善≫ 

(1)江南藤まつりの開催 

  地域観光資源である曼陀羅寺公園の藤により、藤まつりを開催し、市内外から集客し、地

域の経済活動を促し、小規模事業者の売上向上に繫げる。 

 

（開催時期）：４月下旬から５月上旬（年１回・２週間開催） 

（組織編制）：「江南藤まつり運営協議会」は江南市観光協会が主催し、江南市・当所が       

共催となっている。協議会のメンバーは、３０の団体等の代表から構成されて

いる。実施に向けて、年に４回ほど協議会を開催し、意識の共有化を図りなが

ら進めている。 

（地域の賑わいの創出効果）： 

祭りの期間中は、市民のみならず、市外より多くの観光客が訪れている。 

 

(2)江南市民サマーフェスタの開催 

商業者が、消費者に日頃の感謝をこめ、還元する目的で始まり、現在は江南市を広く宣伝

紹介し、内外の顧客を誘致する商業者の活性化と市民のふれあいの場とすることを目的に、

小規模事業者の売上向上に繫げる。 

 

（開催時期）：８月上旬（年１回・３日間開催） 

（組織編制）：「江南市民サマーフェスタ運営委員会」は、当所と江南市商店街連合会が主催し、

江南市が後援となっている。委員会のメンバーは、市、各商店街の代表等から構

成されている。実施に向けて、年に４回ほど委員会を開催し、意識の共有化を図

りながら進めている。 

（地域の賑わいの創出効果）： 

江南駅及び布袋駅を中心に開催され、飲食店等の売上増加に貢献した。 

祭りの期間中は、市民のみならず、市外より多くの来江者が訪れている。 

 

(3)江南市民まつりの開催 

かつては商工まつりとして開催され、江南市最大かつ商工業者挙げての一大イベントで、

地域産業の振興を図るとともに、市民との交流を深め、江南市の発展に寄与することを目的

とし、小規模事業者の売上向上に繫げる。 

 

（開催時期）：１０月上旬（年１回・２日間開催） 

（組織編制）：「江南市民まつり運営協議会」は、当所と江南市が主催している。 

協議会のメンバーは、市、各種団体等の代表等から構成されている。 

実施に向けて、年に４回協議会を開催し、意識の共有化を図る。 

（地域の賑わいの創出効果）： 

すいとぴあ江南で開催され、江南市内の製造業者の物産展、織物展、商業者の食  
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べ物即売会、各種即売会を開催。その他にも市内企業出展ブースも設け小規模商工業

者等の販路開拓、売上増に貢献した。祭りの期間中は、市民のみならず、市外より多

くの来江者が訪れている。 

（目標） 

まつり名 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 
・江南藤まつり 

来場者数 

出店者数 

471,000 

8 社 

500,000 

9 社 

500,000 

10社 

500,000 

10社 

500,000 

10社 

500,000 

10社 

・江南市民サマーフェスタ 

来場者数 

出店者数 

17,000 

2 社 

20,000 

2 社 

20,000 

2 社 

20,000 

2 社 

20,000 

3 社 

20,000 

3 社 

・江南市民まつり 

来場者数 

出店者数 

55,000 

40社 

60,000 

41社 

60,000 

42社 

60,000 

43社 

60,000 

44社 

60,000 

45社 

（フォローアップ）  

ア．江南市広報や当所の会報・ホームページ・メルマガへの掲載や、巡回時のチ     

ラシ配布を行い、周知を図る。 

   イ．各種イベントを通して、江南市を PRし、リピートしていただけるよう、当所が主催

している各イベントについては PDCAサイクルによる効果検証を行い、イベントが一

過性とならないよう支援していく。 

 

 

２．食での賑わいづくり事業の企画・支援 ≪既存事業改善≫ 

   食での賑わいづくり事業として、平成２４年度から「食での賑わいづくりプロジェクト

事業委員会」を立ち上げ、江南市内の飲食店や食品製造販売店向けに「野菜を摂って健康

生活を送ろう」をキャッチフレーズにコーナンスタイルランチメニューの開発。当該飲食

店等で、その開発したご当地メニューを目当てに来店されるお客様の増加を図ることで、

江南市内の賑わいを創出させることを目的に、小規模飲食事業者の売上向上に繫げる。 

 

（組織編制）：「食での賑わいづくりプロジェクト事業委員会」は、当所が主管している。 

委員会のメンバーは、市、市内商業者により構成されている。 

（内  容）：・コーナンスタイルランチ・コーナンスイーツ事業の推進 

       ・特産品の企画・開発、普及 

       ・食を通じて江南市内の賑わいを図る事業の調査・研究 

 

(1)コーナンスタイルランチ事業 

  江南市には、特産品等により市内外にアピールするものが少なく、食を通じて何か 

発信できるものはないかと平成２４年に検討を始め健康をキーワードに企画をし、１ 

日の野菜摂取量３５０ｇに近づけるため「コーナンスタイルランチ」と名付け、江南 

市内各飲食店で野菜量１５０ｇ以上のメニュー開発を行い、このコーナンスタイルラ 

ンチを提供することにより、飲食店の売上増加に貢献している。事業の普及を図るイ 

ベントとして、年１回スタンプラリー等を実施している。 

（期  間）：通年（イベント開催：８月３１日（やさいの日）から１０月３１日） 

（組織編制）：「コーナンスタイルランチ事業推進協議会」は、当所が主管している。イ 

ベント時は、江南市、江南市観光協会が後援している。協議会のメンバー 

は、参加事業者等の代表等から構成されている。年に役員会２回、全体会 

議２回開催し、イベント開催に向けて、意識の共有化を図っている。 
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（地域の賑わいの創出効果）： 

      年１回イベントを開催することにより、参加飲食店の売上増に貢献した。 

イベント期間中は、市民のみならず、市外より多くの来店客がある。 

（目標） 

実施内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

提供店数 15  16  18  18  20  20  

イベント回数 1 回  1 回  1 回  1 回  1 回  1 回  

イベント参加者数 2,606  3,000  3,100  3,150  3,300  3,300  

 
（フォローアップ）  

ア．江南市広報や当所の会報・ホームページ・メルマガへの掲載や、巡回時のチラシ配

布を行い、事業の周知を図るとともに提供店の募集を随時行う。 

   イ．江南市を PRし、リピートしていただけるよう PDCA サイクルによる効果検証を行い、

イベントが一過性とならないよう支援していく。 

 

(2)コーナンスイーツ事業 

平成２５年に江南市の花「藤」と江南市のマスコットキャラクター「藤花ちゃん」をイ

メージした特産品を、コーナンスイーツと銘打ち、参加店が考案したオリジナルスイーツ

を提供することにより、売上増加に貢献した。事業の普及を図るイベントとして、年２回

程度イベント（即売会）を実施している。 

 

（期  間）：通年 

       イベント：①１０月（江南市民まつり ２日間） 

②１１月（江南スイーツフェスティバル 2日間） 

 

（組織編制）：運営組織である「スイーツ部会」は、当所が主管している。イベントⅡの江南ス

イーツフェスティバルは、江南市、江南市観光協会が後援している。部会のメン

バーは、参加事業者等の代表等から構成されている。 

年に部会を４回ほど開催し、イベント開催に向けて、意識の共有化を図る。 

 

（地域の賑わいの創出効果）： 

      年２回イベントを開催することにより、参加店の売上増に貢献した。イベント期

間中は、市民のみならず、市外より多くのお客が訪れている。 

 

（目標） 

支援内容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

提供店数 8  9  10  11  12  13  

イベント回数 1 回  2 回  2 回  2 回  2 回  2 回  

 

（フォローアップ）  

ア．江南市広報や当所の会報・ホームページ・メルマガへの掲載や、巡回時のチラ 

    シ配布を行い、事業の周知を図るとともに提供店の募集を随時行う。 

  イ．江南市を PRし、リピートしていただけるよう PDCAサイクルによる効果検証を 

    行い、イベントが一過性とならないよう支援していく。 
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※江南市の主なイベント 

開催月 イベント名称 当所主管 

４月～５月 江南藤まつり  

８月 江南市民サマーフェスタ 〇 

８月３１日～１０月３１日 コーナンスタイルランチ 

スタンプラリー 

〇 

１０月 江南市民まつり 〇 

１１月 江南スイーツフェスティバル 〇 

 

 

※食での賑わいづくりプロジェクト事業 

 

 

    

                       

 

 

 

 

 

 

支援    ①イベントの企画提案 
                      ②普及・定着のための PR 

                      ③参加店増強支援 等 

 

 

 

 

 

 

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  
（現状と課題）  

これまで、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」、尾張地区の一宮・瀬戸・津島・春日井・稲沢・小牧・犬山・江南商工会議所で組織す

る「尾張地区商工会議所経営改善普及事業研究会」は、小規模事業者への各種経営改善普及

事業に関する活動事例の情報交換にとどまり、小規模事業者の実態や支援ノウハウの事例、

今後の課題と対策などの情報交換が十分になされていなかった。また、日本政策金融公庫一

宮支店とその管轄の一宮・稲沢・犬山・江南商工会議所と岩倉市・大口町・扶桑町・平和町・

祖父江町・木曽川・尾西商工会で組織する「小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会」

においても、小規模事業者へのマル経融資に関する活動事例の情報交換にとどまり、小規模

事業者の実態や支援ノウハウの事例、今後の課題と対策などの情報交換が十分になされてい

食での賑わいづくりプロジェクト事業委員会 
委員 ２０名程度 
   ①江南商工会議所役員 ②江南市内商業者・食品製造販売業者 ③江南市職員等 
事業 ①コーナンスタイルランチ・コーナンスイーツ事業の推進 

   ②ご当地メニュー商品の企画・開発、普及 

   ③食を通じて江南市内の賑わいを図る事業の調査・研究 

江南商工会議所 

コーナンスタイルランチ事業推進協議会 
メンバー  ①食での賑わいづくりプロジェクト 

事業委員メンバー 
②参加店等 

事業    コーナンスタイルランチ事業の実施 

スイーツ部会 
メンバー  参加店等 
 
事業    コーナンスイーツ事業の実施 
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なかった。 

また、江南市や地域金融機関をはじめとする他の支援機関から地域中小企業の動向や需要

動向等の各種情報交換は、経営指導員個々との取り組みにとどまり、当所として組織的に情

報共有するまでの体制が不十分であることが課題である。 

 

（改善方法）  

当所では、江南市内に本支店がある金融機関１１行（(株)三菱東京 UFJ 銀行、(株)愛知銀

行、(株)名古屋銀行、(株)中京銀行、(株)大垣共立銀行、(株)十六銀行、岐阜信用金庫、い

ちい信用金庫、東春信用金庫、東濃信用金庫、愛知北農業協同組合（以下「連携金融機関」

という）と市内中小・小規模事業者支援に関する連携協力の協定を平成２７年１２月に締結

した。（愛知北農業協同組合は、平成２８年７月に締結。） 

こうした中、江南市をはじめ連携金融機関等、当所中小企業相談所の経営指導員による「経

営発達支援事業連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を新たに設置して、四半期に１回開

催し、経済動向調査結果等の情報交換だけでなく、小規模事業者支援の現状、具体的な支援

事例の発表及び支援のノウハウ、新しい施策等について情報交換することで、小規模事業者

の効果的な経営支援に役立てる。また、当所においては、これらの情報を電子化して保存す

ることにより、経営指導員等職員が必要に応じて活用できる組織的な体制を整備する。 

 

（事業内容）  

(1)商工会議所等との連携会議（既存事業改善）  

    従来から開催している「小規模事業運営研究会」「尾張地区商工会議所経営改善普及事業研

究会」において、愛知県下の商工会議所が連携して実施する事業や経営改善普及事業の直面

する課題、経営発達支援計画の適切な運営について意見交換するほか、新たに経営発達支援

計画に関する小規模事業者の実態、課題と対策、支援ノウハウの事例等について情報交換を

行う。そして、当所の経営指導員打合せ会議（対象：経営指導員）にこれらの情報を報告す

るとともに、支援機関や金融機関との既存事業の見直しや、新たな連携事業の実施に取り組

む。また、経営指導員等は、支援ノウハウを活かせる市内小規模事業者の支援先を選定して

事例紹介するとともに、経営分析や経営計画策定に取り組む小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

（開催時期）：運営研究会   年４回（４月、７月、１２月、２月） 

       尾張地区研究会 年４回（４月、７月、１２月、２月） 

（情報交換内容）： 

    ①経営改善普及事業の直面する課題（小規模事業者の実態、課題と対策）、 

経営発達支援計画の適切な運営  

②国県等の施策活用事例  

③支援機関や金融機関等との連携事例  

④小規模事業者支援の具体的内容や成功事例等の支援ノウハウ等 

（効 果）： 

①支援機関や金融機関等との連携事例、小規模事業者支援の具体的支援や成功事例の

支援ノウハウを得ることができる。  

②支援ノウハウを活かした支援事業の見直し、新規事業の実施に活かすこと     

ができる。 

③経営指導員等へ報告し、支援ノウハウの向上や支援の実践に役立てること     

ができる。 
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(2 )小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会（既存事業改善） 

従来から開催している日本政策金融公庫一宮支店と、その管轄内の商工会議所（一宮・稲

沢・犬山・江南）・商工会（岩倉市・大口町・扶桑町・平和町・祖父江町・木曽川・尾西）で

構成している協議会で、マル経の現状と推進、新制度融資、各地域の事情等について意見交

換をしている。これらの情報を経営指導員打合せ会議にて報告するとともに、支援機関や金

融機関との既存事業の見直しや、新たな連携事業の実施に取り組む。また、経営指導員等は、

支援ノウハウを活かせる市内小規模事業者の支援先を選定して事例紹介するとともに、経営

分析や事業計画策定に取り組む小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

（開催時期）：年２回 

（情報交換内容）： 

    ①マル経融資の現状 

②各地域の事情等（小規模事業者支援の具体的内容や成功事例等の支援ノウハウ等） 

（効 果）： 

①支援ノウハウを活かした支援事業の見直し、新規事業の実施に活かすこと     

ができる。 

②経営指導員等へ報告し、支援ノウハウの向上や支援の実践に役立てること     

ができる。 

 

(3)江南市との調整会議（新規事業）  

    経営発達支援計画に記載した江南市との連携支援事業を効果的に推進するため、江南市と

の調整会議を新たに開催する。特に、創業者支援における起業準備者の掘り起しや、小規模

事業者における事業計画策定の推進方法について情報交換する。 

また、各種施策、補助金制度の活用状況や、その課題と対策に関して意見交換を行い、起

業準備者や小規模事業者の事業計画支援に効果がある各種施策や補助金制度の意見交換も合

わせて行う。 

 

（開催時期）：年４回（４半期毎）  

（情報交換内容）：  

①起業準備者の実態、課題と対策  

②創業者の支援セミナーの企画立案  

③当所が取り組む創業支援の効果的な広報活動  

④市内小規模事業者における事業計画策定の推進  

⑤小規模事業者に効果的な施策や補助金制度の検討 

（効 果）：  

①創業入門セミナー参加者を、より効果的に集客することができる。  

②当所の創業相談支援業務、事業計画策定支援業務を効果的に広報すること     

ができる。 

③小規模事業者の事業計画策定支援に役立つ施策の企画・立案ができる。 

 

(4)金融機関等との経営発達支援事業連絡会議（新規事業）  

    経営発達支援計画に記載した連携金融機関等との連携支援事業を、効果的に推進するため、

金融機関等の「連絡会議」を新たに設置して、市内小規模事業者景気動向調査結果等による

地域小規模事業者の景気動向状況を共有するため開催する。 

また、公的支援施策活用セミナー、創業セミナー等の共催、販路開拓支援事業を連携して
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実施するための日程や実施事業内容の調整を図る。  

    さらに、当所が実施する経営分析や事業計画策定・実行支援の取り組みを報告するととも

に、経営分析や事業計画策定に取り組む市内小規模事業者の掘り起しを行うための連携方法

について情報交換するとともに、事業計画策定支援の取り組み事例や専門家派遣・伴走型支

援の進め方、事業支援の成功事例などの情報を共有するため連絡会議を開催する。  

    なお、各連携金融機関別に連携して実施するセミナーや商談会等の支援事業を効果的に実

施するための勉強会や金融機関職員と経営指導員等による情報交換会を開催して、職員相互

のコミュニケーションの向上を図り、事業計画の策定を支援する小規模事業者の掘り起しや

実行支援の連携に役立てる。 

 

（開催時期）：年２回  

（情報交換内容）： 

①市内小規模事業者景気動向調査対象事業者の募集協力依頼、当所独自景況調査の市内

小規模事業者の業況の共有化  

②連携金融機関からの経済動向調査結果の情報提供  

③連携金融機関が実施する支援事業計画の報告と日程調整、広報活動の連携  

④当所の創業支援、経営分析・事業計画策定支援の概要説明と支援する小規模事業者の

掘り起し方法、広報活動  

⑤連携事業の成果と評価、改善内容の協議  

⑥小規模事業者に効果的な施策や補助金制度の検討 等 

（効 果）： 

①支援金融機関が把握している経済動向調査結果を収集・把握することができる。  

②取り纏めた市内小規模事業者景気動向調査結果を江南市や連携金融機関へ     

の情報提供や、連携金融機関を通じて市内小規模事業者へ情報提供することができる。  

③経営分析、事業計画策定の意義（必要性・有効性）について、連携金融機関を通じて

市内小規模事業者へ情報提供し、当所の支援事業を周知することができる。  

④支援金融機関と連携して、事業計画の策定支援に取り組む小規模事業者を     

掘り起こすことができる。  

⑤小規模事業者の事業計画策定支援に役立つ施策の企画・立案ができる。 

 

（目標） 他の支援機関との連携の取組 

内 容 直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 
①商工会議所等との 

連絡会議 8 回 8 回  8 回  8 回  8 回  8 回  

②小規模事業者経営改善資

金推薦団体連絡協議会 
２回 ２回  ２回  ２回  ２回  ２回  

③江南市との調整会議 未実施 4 回  4 回  4 回  4 回  4 回  
④経営発達支援事業連

絡会議 
未実施 1 回  2 回  2 回  2 回  2 回  

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（現状と課題） 

  当所の今までの経営改善普及事業は、小規模事業者から要請が多かった記帳指導や税務相

談、金融相談が中心だった。税務、記帳関連の支援スキルは今までの経験もあり一定レベル

にあるが、これからの小規模事業者への支援には、税務、記帳関連スキルにプラスして、小

規模事業者の売上、受注増につながる支援スキルが必要であり、多方面にわたる知識と支援
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ノウハウを習得する必要がある。 

現在、所内で支援内容を共有する仕組みとして、経営指導員等が指導対応の都度、TOAS（商

工会議所トータルＯＡシステム）を使ってカルテを作成してしているだけで、支援内容の共

有を図る打合せなどは定期的に行われていなかった。 

今後は、習得した知識と支援ノウハウを所内で共有するため、研修後の復命書等の作成に

よる報告を継続し、職員間で市内小規模事業者の巡回・窓口相談の内容や金融機関・団体、

行政機関等からの情報等の意見交換を、経営指導員打合せ会（対象：経営指導員、月２回開

催）や経営発達支援会議（対象：経営指導員・補助員・記帳指導職員月１回開催）や情報交

換会（対象：全職員、四半期ごと）を行い、経営指導員のみならず、補助員・記帳指導職員・

一般職員を含めた当所全体における小規模事業者の売上、受注増につながる支援力を強化し

ていく。そのためには、経営指導員並びに職員間のコミュニケーションを密にし、支援ノウ

ハウの共有を図る。内容によっては、打合せの回数を重ね協議をし、いち早く小規模事業者

が抱えている問題点や悩み等に経営指導員だけでなく全職員で対応できる体制を構築する。 

 

（事業内容と改善点） 

前述の経営発達支援事業を円滑に実施するには、経営指導員等の資質向上等とノウハウ実

績の共有化が必要となるため、以下のとおり実施する。 

 

（１）研修等 （既存事業改善） 

１．愛知県商工会議所連合会が実施する経営指導員等の義務研修（一般コース・特別コース）

がある。一般コースでは最近の経済動向及び当面する経済等に関する課題、地域の小規模事

業者を中心とした中小企業を取り巻く経営環境､県等の講じている中小企業施策等について

概括的に学ぶ。特別コースでは、経営指導員の行う経営指導に関連する経営、税務、金融、

労務等の各分野の専門的な知識及び小規模事業者の事業計画支援事業の実施に当たって必

要とする専門的な知識を習得する。そのほかに、補助員等を対象にした、商工会議所基礎研

修会（年２回）があり、国や県の中小企業施策等について学び、支援能力の向上を図る。 

 

２．尾張地区の商工会議所（一宮・瀬戸・津島・春日井・稲沢・小牧・犬山）と連携して金融、

税務に加え、経営分析力の向上、経営計画策定能力、補助金申請書作成等の研修内容を検討

して、合同勉強会（年３回実施）を受講し、経営指導員等のスキルアップを図る。 

 

３．日本商工会議所が主催する各種研修会への参加やＷｅｂ研修は、小規模事業者の高度化や

多様化するニーズに対応して、創業や経営革新などにつながる提案型の指導ができるよう、

経営指導員等が専門化や資質向上に必要な知識習得のためのシステムであることから、経営

指導員等のスキルアップのために活用する。 

 

４．中小企業大学校の主催する研修に、経営指導員が年間１名以上参加することで資質の向上

を図る。特に、若手経営指導員は、中小企業大学校において基礎的知識や指導・助言内容、

情報の収集方法を学び、伴走型の支援能力の更なる向上を図る。また、受講者同士で各地の

支援事例などの情報交換を行うことで、伴走型の支援能力の更なる向上を図る。 

 

５．当所で開催するセミナーを、経営指導員等が受講することで伴走型の支援能力等の資質の

向上を図る。 
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（共有方法） 

上記の研修等を受けた職員については、研修後に復命書等作成による報告を継続し、全

職員で情報を共有する。また、支援能力向上に関する研修内容については、経営指導員打

合せ会、経営発達支援会議や情報交換会にて、研修参加者が報告し、全職員で情報を共有

する。 

 

（２）専門家との帯同訪問、相談（既存事業改善） 

１．経営支援のための専門家派遣や専門家との個別相談会に経営指導員等が同行し、専門家の

指導スキルを実体験することで、現在当所で不足している専門的指導スキルやコミュニケー

ションスキル、現場対応力等の習得を図る。 

 

２．経営発達支援事業での実績が少ない事業については、以下のとおり取り組む。 

①「３．事業計画策定支援」にて記述した「経営革新計画作成」については、専門家派遣

の際に担当経営指導員が必ず同席し、専門家の指導内容について専門家からフィードバ

ックを受ける。最終的には１人で経営革新計画の説明から計画作成、申請、承認までで

きるようにする。 

 

②「３．事業計画策定支援」にて記述した「経営改善計画作成」については、経営指導員

による打合せを行い、指導方針を決めている。その結果を他の経営指導員と共有化する

ほか、改善計画については組織内で共有化し、複数人員による改善計画支援を目指す。 

（共有方法） 

上記の専門家と帯同訪問した職員については、訪問後に相談内容をＴＯＡＳにて 

  カルテを作成し、それを報告書として職員間で決裁する。 

また、経営指導員打合せ会、経営発達支援会議や情報交換会にて、専門家と帯同 

した職員が報告する。 

 

（３）専門的知識向上のための資格取得奨励 （新規事業） 

中小企業診断士などの公的資格等の取得を経営指導員等に奨励（※）し、支援力の専門

性を高める。資格取得はもちろん、取得までのプロセスであっても多くの専門的知識を得

られることができる。学習後、経営指導員等が講師となり、経営発達支援会議や情報交換

会で全職員向けにその学習内容を発表し、相互の資質向上を図り、小規模事業者の成長・

持続的発展を支える伴走型の支援能力向上を図る。 

（※）必要な資格を取得した者に対し、合格祝い金などの規程を整備し、資格取得に対す

るモチベーションを高める。 

 

（４）所内の支援スキルの蓄積と共有化（新規事業及び既存事業改善） 

１．経営指導員打合せ会 

   月２回、経営指導員による打合せを実施し、各指導員が実施している支援内容に係る情

報を交換、議論し、そこで活用された支援ノウハウや専門家と同行したさいの指導スキル

等について情報を共有する。前述した研修等に参加した職員は、ここで受講内容をアウト

プットし、自らの研修フォローを行うとともに、経営指導員に対しての支援スキルの共有

化を図る。 
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２．経営発達支援会議 

   月１回、中小企業相談所職員による経営発達支援会議を実施し、支援企業の課題や支援

方法について中小企業相談所全体で取り組み、より効果的な支援内容を検証しながら小規

模事業者を支援していく。 

３．会議所役職員を対象にした支援ノウハウ等に関する情報交換会 

   四半期ごとに、全職員に対し、企業への支援ノウハウや現状の課題を紹介し、共有化す

ることにより、経営発達支援事業の実施面での連携、相互補完を円滑化し、当該事業の全

職員を挙げて実施を推進する。また、前述した研修等（全職員向けの内容）に参加した職

員は、ここで受講内容をアウトプットし、自らの研修フォローを行うとともに、全職員に

対しての支援スキルの共有化を図る。 

 

４．日本商工会議所のＴＯＡＳを利用した経営カルテの作成及び共有化 

指導内容については、経営指導員等のノウハウを共有し蓄積する。具体的には、指導対

応の都度、カルテを作成するとともに、ＴＯＡＳ（商工会議所トータルＯＡシステム）を

使って共有化をすることにより、作成済の事業計画および、計画内で得た小規模事業者の

経営分析や企業概要等について、全職員が閲覧できる。このことにより、経営指導員等が

有する支援ノウハウ等を組織の財産として保有する。 

 

５．ＯＪＴによる取り組み  

若手・新人の経営指導員や補助員等が、ベテラン経営指導員とペアとなり、マル経資金

貸付、補助金申請支援や、事業計画策定支援などに取り組み、ＯＪＴにより支援ノウハウ

を学び伴走型支援能力の向上を図る。 

 

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

を行い、ＰＤＣＡサイクルにより見直しを行うと共に、結果については地域の小規模事業

者が常に閲覧できるよう当所ホームページに公表し、その旨を当所会報にて周知する。 

 

(1)ＰＬＡＮ（計画）  

  当所にて、今までの実績や将来を予測して経営発達支援計画書を作成する。１年目につい

ては本計画とし、２年目以降は点検、評価を踏まえ改善による計画の見直しを行う。 

 

(2)ＤＯ（実施・実行） 

  経営発達支援計画書に基づいて、他機関と連携しながら業務を実施する。 

 

(3)ＣＨＥＣＫ（点検・評価） 

  評価委員会（※１）において提示された評価結果に基づき、改善案を示して評価委員会の

指示を受ける。 

  （ＣＨＥＣＫ項目）   

①地域の経済動向調査    ②経営状況の分析   ③事業計画策定支援 

    ④事業計画策定後の実施支援 ⑤需要動向調査    ⑥新たな需要の開拓 

    ⑦地域経済の活性化     ⑧他の支援機関との連携 

    ⑨経営指導員等との資質向上 ⑩その他 
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①ＣＨＥＣＫ１ 

   所内で、経営発達支援会議（経営指導員４名・補助員２名・記帳指導職員２名）を設け、

事業の進捗状況について協議し、評価、見直しの方針を決定する。 

②ＣＨＥＣＫ２ 

   セミナー・商談会・展示会等参加者へのアンケート調査を実施し、事業評価の参考とす

るとともに、事業の改善・見直しを行う。 

  ＜アンケート項目＞ 〇全体評価 〇今後の支援課題 〇支援の評価 〇意見、要望等 

③ＣＨＥＣＫ３ 

外部有識者による評価委員会（※１）を開催し、事業の実施状況・成果の評価について

検証を行う。また、必要に応じて見直し案の提示を行う。 

④ＣＨＥＣＫ４ 

   愛知県の指導検査（年１回実施）により指導を受けた事項は、早急な改善や見直しを行

う。 

⑤ＣＨＥＣＫ５ 

   事業の実施状況、上記の成果の評価や見直し案の提示について、当所の正副会頭会議に

報告し承認を受ける。  

 

(4)ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

評価結果から事業内容を見直す。 

事業の成果・評価・見直しの結果については、地域の小規模事業者が常に閲覧出来るよう、

当所のホームページ(http://konan-cci.jp/)で公表し、その旨を当所会報にて周知する。 

また、当所の事務所においても常に閲覧できるように文書にて示す。 

 

（※１）評価委員会…有識者：副会頭、大学教授、江南市職員、中小企業診断士等による当委

員会を新規に立ち上げ、事務局として当所事務局長・中小企業相談所長が担当する。 

 

 

※経営発達支援計画事業評価及び見直し（PDCA サイクル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN（計画） 
・事業計画の策定 
・事業計画の修正 DO（実施・実行） 

・中小企業相談所を 
中心に全所を挙げた 
推進体制 CHECK（点検・評価） 

・外部有識者に 
よる評価委員会 

・県指導検査 
・参加者アンケート 

ACTION（改善） 
・正副会頭会議に 
よる見直し方針 
の承認 
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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１１月１日現在） 

（１）組織体制 

 下記組織図のうち、中小企業相談所を中心に全職員一丸となり、経営発達支援事業計

画を実行する。 

１．実施体制 

事業名 事業内容 責任者 担当者 

個社支援 １．地域の経済動向調査 

２．経営状況の分析 

３．事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援 

５．需要動向調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

事務局長 

中小企業相談所 

経営指導員 ４名 

補助員   ２名 

記帳専任職員１名 

記帳指導職員１名 

地域支援 地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域イベント 
①江南藤まつり 

②江南市民サマーフェスタ 

③江南市民まつり 

２．食での賑わいづくり事業 
①コーナンスタイルランチ 

②コーナンスイーツ 

事務局長 

中小企業相談所 

経営指導員 ４名 

補助員   ２名 

記帳指導職員２名 

総務課 

一般職員 ４名 

支援力向上 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 

２．経営指導員等の資質向上等に関す 

ること 
事務局長 

中小企業相談所 

経営指導員 ４名 

補助員   ２名 

記帳指導職員２名 

総務課 

一般職員 ４名 

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 

中小企業相談所 

経営指導員 ４名 

 

２．組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会頭 
副会頭（３名） 
専務理事（１名・常勤） 
監事（３名） 
常議員（２３名） 
議員（５０名） 

事務局長 
兼総務課長 
（１名） 

中小企業相談所（８名） 
経営指導員    ４名 

（所長・次長２名・主査） 
補助員（主事補） ２名 
記帳指導職員（主事）２名 

総務課（５名） 
課員（課長補佐１名・主事１名・  

主事補 2 名・臨時職員 1 名） 
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３．職員の現状 

①男女比 

   課 

男女 

中小企業相談所 総務課 合計 

経営指導員 補助員 記帳職員 一般職員 

男性 ４ １ ０ ４  ９ 

女性 ０ １ ２ ２  ５ 

合計 ４ ２ ２ ６ １４ 

※一般職員には、事務局長、臨時職員を含める。 

 

 ②年齢別 

   年代 

男女 
６０代 ５０代 ４０代 ３０代 ２０代 合計 

男性 １（１） ２（１） ２（１） ２（１） ２（１）  ９（５） 

女性 ０（０） ０（０） ２（１） ２（１） １（１）  ５（３） 

合計 １（１） ２（１） ４（２） ４（２） ３（２） １４（８） 

※一般職員には、事務局長、臨時職員を含める。（ ）は相談所職員数。 

 

４．経営指導員等の状況  

   項目 

役職 
年齢 性別 

在職年数 

（指導員歴） 職制 主な担当業務 

相談所長 60 男性 37（15） 経営指導員（主席） 相談所統括 

相談所次長 59 男性 25（20） 経営指導員（主席） 金融、工業 

相談所次長 45 男性 21（14） 経営指導員（主任） 商業 

主 査 38 男性 12（ 1） 経営指導員 講習会、共済 

主 事 38 女性 12 記帳指導職員 記帳、女性会 

主事補 48 女性 7 記帳指導職員 記帳、広報 

主事補 27 女性 2 補助員 会計、経営指導補佐 

主事補 26 男性 1 補助員 青年部、経営指導補佐 

 

 

（２）連絡先 

  小規模事業者が直接相談等を行うことが出来る部署については中小企業相談所を 

窓口とする。 

 

  相談窓口  中小企業相談所 

  住  所  〒483-8205 愛知県江南市古知野町小金１１２ 

  電  話  0587-55-6245 FAX 0587-54-9141 

  U  R  L   http://www.konan-cci.or.jp/ 

    E - m a i l   soudan@konan-cci.or.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
直近年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

必要な資金の額 67,465 67,600 67,000 67,000 67,200 67,400 

 

・小規模企業 

 対策事業費 

・商工振興 

事業費 

・調査広報 

 事業費 

 

 

 54,250 

 

13,215 

 

    0 

54,500 

 

12,850 

 

   250 

54,000 

 

12,740 

 

   260 

54,200 

 

12,500 

 

   300 

54,000 

 

12,900 

 

   300 

54,200 

 

12,900 

 

300 

（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、事業委託費等 

 

（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．経営発達支援計画において連携する内容 

  小規模事業者の持続的発展を目的に取り組む事業計画策定支援において、当所が中 

核的機能を担い、行政、連携金融機関、支援機関等と下記の内容について連携して取 

り組む。 

 

連携する内容 連携先 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 １．地域の経済動向調査 

  （１）愛知県、江南市の統計調査 

  （２）江南市の企業に対する独自景況調査 

  （３）商工会議所早期景気観測調査 

 

    

 

 

・経済動向情報の収集 

①愛知県 

②江南市 

③日本商工会議所 

④(株)日本政策金融公庫 

⑤（独法）中小企業基盤整備機構 

・事業者への情報提供 

⑥(株)三菱東京 UFJ銀行江南支店 

⑦(株)愛知銀行 

⑧(株)名古屋銀行 

⑨(株)中京銀行 

⑩(株)大垣共立銀行 

⑪(株)十六銀行 

⑫岐阜信用金庫 

⑬いちい信用金庫 

⑭東春信用金庫 

⑮東濃信用金庫 

⑯愛知北農業協同組合 

※⑥～⑯の金融機関については、以下「連携

金融機関（注１）という」 

 

  

２．経営状況の分析 

  ・巡回訪問等による状況把握と支援ニーズの 

掘り起し 

（１）継続相談による分析 

  （２）金融相談における経営分析 

  （３）外部専門家等による専門的な分析 

 

 

・経営分析の意義の周知、利用者の発掘 

①連携金融機関 

・専門家派遣 

②ミラサポ 

③（公財）あいち産業振興機構 

④愛知県よろず支援拠点 

⑤名古屋商工会議所（エキスパートバンク） 
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３．事業計画の策定支援 

  （１）事業計画策定支援の企業の掘り起し 

  （２）事業計画の策定支援 

    ①既存事業者向けの事業計画の策定支援 

    ②創業希望者向けの事業計画の策定支援 

    ③経営革新実施者向けの経営革新計画策 

     定支援 

    ④経営力向上計画策定支援 

    ⑤資金調達のための事業計画策定支援 

    ⑥事業承継のための事業計画策定支援 

 

①連携金融機関（事業計画の意義の周知、 

支援企業の掘り起し、金融支援） 

②愛知県（経営革新計画作成相談） 

③江南市（創業入門セミナー・創業者の掘り 

起し） 

④愛知県信用保証協会（創業入門セミナー・ 

創業者の掘り起し・金融支援） 

⑤いちい信用金庫（創業塾） 

⑥東春信用金庫（創業塾） 

⑦ミラサポ（専門家派遣） 

⑧（公財）あいち産業振興機構（専門家派遣） 

⑨愛知県よろず支援拠点（専門家相談） 

⑩愛知県事業引継ぎセンター（専門家派遣） 

⑪（独法）中小企業基盤整備機構中部本部 

 （専門家派遣） 

⑫(株)日本政策金融公庫一宮支店（金融支援） 

⑬商工会議所関係 

 〇名古屋商工会議所（エキスパートバンク 

（専門家派遣） 

・創業塾（いちい信用金庫）共催商工会議所 

〇一宮・津島・稲沢・犬山商工会議所 

・創業塾（東春信用金庫）共催商工会議所 

〇春日井・小牧商工会議所 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援 

  （１）事業計画策定事業者への支援 

  （２）事業計画策定事業者への情報提供 

  （３）創業計画策定事業者への支援 

  （４）事業承継計画策定事業者への支援 

 

①連携金融機関（事業計画実行の確認） 

②ミラサポ（専門家派遣） 

③（公財）あいち産業振興機構（専門家派遣） 

④愛知県よろず支援拠点（専門家相談） 

⑤愛知県事業引継ぎセンター（専門家派遣） 

⑥（独法）中小企業基盤整備機構中部本部 

 （専門家派遣） 

⑦(株)日本政策金融公庫一宮支店（金融支援） 

⑧愛知県信用保証協会（金融支援） 

⑨名古屋商工会議所（エキスパートバンク（専 

門家派遣）） 

 

 

５．需要動向調査 

  （１）小規模事業者（個社）を対象とした需 

要動向調査の実施 

  （２）地域における商圏の把握 

  （３）小規模事業者の販売する新商品・役務 

を対象とした調査の実施 

 

 

 

・事業者への情報提供 

①連携金融機関 

・需要動向情報の収集 

②愛知県 

③江南市 

④（公財）あいち産業振興機構 

⑤(株) 日本政策金融公庫 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

  （１）販路開拓セミナーの開催 

  （２）マスコミ等への広報支援 

  （３）地域内のへの販路開拓のための会報チ 

     ラシ折込み事業の推進 

  （４）展示会・商談会出展企業への売上向上 

支援 

    ①展示会参加事業 

    ②ビジネスマッチング（対面型） 

    ③ビジネスマッチング（ネット型） 

  （５）ホームページ、ソーシャルメディア等 

     の ITの活用支援 

①ミラサポ（専門家派遣） 

②（公財）あいち産業振興機構（尾張商談会・ 

専門家派遣） 

③愛知県よろず支援拠点（専門家派遣） 

④連携金融機関 
（商談会・ビジネス交流会開催の周知） 

⑤岐阜信用金庫（しんきんビジネスフェア） 

⑥いちい信用金庫（しんきんビジネスフェ 

ア・愛知ビジネスパークいざ検索！） 

⑦東春信用金庫（しんきんビジネスフェア） 

⑧東濃信用金庫（しんきんビジネスフェア） 

⑨中日新聞（マスコミへの広報支援） 

⑩中部経済新聞（マスコミへの広報支援） 

⑪(株)尾北ホームニュース（マスコミへの 

広報支援） 

⑫名古屋商工会議所（エキスパートバンク（専 

門家派遣）・メッセナゴヤ・アライアンス 

パートナー発掘市） 

⑬大阪商工会議所（ビジネスモール） 

⑭その他の商工会議所関係 

・アライアンスパートナー発掘市共催会議所 

 〇愛知県内商工会議所（２１） 

・地域商談会（尾張会場）共催会議所 

 〇一宮・瀬戸・津島・春日井・稲沢・小牧・ 

  犬山商工会議所 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  （１）地域イベントの企画・支援 

    ①江南藤まつりの開催 

    ②江南市民サマーフェスタの開催 

    ③江南市民まつりの開催 

（２）食での賑わいづくり事業の企画・支援 

    ①コーナンスタイルランチ事業 

②コーナンスイーツ事業 

 

 

①江南市（地域イベント） 

②江南市観光協会（地域イベント） 

③江南市商店街連合会（地域イベント） 

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 

   ①商工会議所等との連携会議 

   ②小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡 
協議会 

   ③江南市との連絡会議 

   ④金融機関等との経営発達支援事業連絡会議 

 

 

①江南市（連絡会議） 

②(株)日本政策金融公庫一宮支店（協議会） 

③連携金融機関 

④商工会議所、商工会関係 

 Ⅰ．小規模事業運営研究会 

   県内２１商工会議所  

 Ⅱ．尾張地区商工会議所経営改善普及事業研究会 

    一宮・瀬戸・津島・春日井・稲沢・ 

    小牧・犬山商工会議所 

 Ⅲ．小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会 
    一宮・稲沢・犬山商工会議所／岩倉市・大口町・

扶桑町・平和町・祖父江町・木曽川・尾西商工会 
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２．経営指導員等との資質向上に関すること 

 （１）研修等 

 （２）専門家との帯同訪問、相談 

 （３）専門的知識向上のための資格取得奨励 

 （４）所内の支援スキルの蓄積と共有化 

   ①経営指導員打合せ会 

   ②経営発達支援会議 

   ③会議所役職員を対象にした支援ノウハウ 

等に関する情報交換会 

   ④日本商工会議所の TOASを利用した経営カ 

ルテの作成及び共有化 

⑤OJTによる取り組み 

 

①愛知県（義務研修・基礎研修会） 

②日本商工会議所（研修会・Web研修） 

③（独法）中小企業基盤整備機構中部本部 

（基礎研修・専門研修） 

④尾張地区商工会議所（勉強会） 

 一宮・瀬戸・津島・春日井・稲沢・小牧・ 

犬山商工会議所 

 

 

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 

 

①愛知県（指導検査） 

・評価委員会 

②外部有識者（江南市・中小企業診断士等） 

（注１）連携金融機関： 

平成２７年１２月に江南市内の中小企業・小規模事業者の支援を通じた産業の振興・発展を 

図るため、連携・協力についての協定を締結した。 

締結先は、江南市内に本支店がある金融機関１１行（(株)三菱東京 UFJ銀行、(株)愛知銀行、 

(株)名古屋銀行、(株)中京銀行、(株)大垣共立銀行、(株)十六銀行、岐阜信用金庫、いちい 

信用金庫、東春信用金庫、東濃信用金庫、愛知北農業協同組合。（ただし、愛知北農業協同 

組合は、平成２８年７月に締結。） 

連携者及びその役割 

 

１．連携者 
分 類 機関名・代表者名・所在地・連絡先 主な役割 

Ⅰ．行 政 

 

 

 

 

①愛知県 

県知事 大村 秀章 

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1-2 

TEL：052-961-2111 

需要動向調査 

経営改善支援全般・経営革新 

経営指導員等との資質向上 

指導検査 

②江南市 

市長 澤田 和延 

愛知県江南市赤童子町大堀 90 

TEL：0587-54-1111 

需要動向調査 

創業支援 

地域経済の活性化に資する取組 

連絡会議、評価委員会 

Ⅱ．公的支援 

機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（公財）あいち産業振興機構 

理事長 森  鋭一 

愛知県名古屋市中村区名駅 4-38 

TEL：052-715-3061 

経営革新及び専門家派遣 

需要動向調査 

創業支援 

②愛知県よろず支援拠点 

理事長 森  鋭一 

愛知県名古屋市中村区名駅 4-38 

TEL：052-715-3188 

経営改善支援及び専門家派遣 

 

③愛知県事業引継ぎ支援センター 

 代表者 山本 亜土 

愛知県名古屋市中区栄 2-10-19 

TEL:052-228-7117 

事業承継 

専門家派遣 



- 45 - 
 

Ⅱ．公的支援 

機関 

④ミラサポ（(株)パソナ） 

責任者 南部 靖之 

愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 

TEL:052-212-8156 

専門家派遣 

⑤（独法）中小企業基盤整備機構中部本部 

 本部長 花沢 文雄  

 愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 

 TEL:052- 201-3003 

経営改善支援及び専門家派遣 

経営指導員等との資質向上 

Ⅲ．金融機関等 

支援機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①愛知県信用保証協会 

 理事長 小川 悦雄 

 愛知県名古屋市中村区椿町 7-9 

 TEL:052-454-0520 

創業支援・経営改善支援 

②日本政策金融公庫一宮支店 

 一宮支店長 木村 勝司 

 愛知県一宮市大志 2-3-18 

 TEL:0586-73-3131 

需要動向調査 

創業支援・経営改善支援 

小規模事業者経営改善資金推薦団体

連絡協議会 

③三菱東京 UFJ銀行江南支店 

 支店長 早川 徹也 

 愛知県江南市古知野町朝日 46 

TEL:0587-53－1312 

需要動向調査 

創業支援 

経営発達支援事業連絡会議 

④(株)愛知銀行江南支店 

 支店長 林 錦延 

 愛知県江南市古知野町朝日 224 

 TEL:0587-55‐1201 

需要動向調査 

創業支援 

経営発達支援事業連絡会議 

⑤(株)名古屋銀行江南支店 

 支店長 中村 信之 

愛知県江南市古知野町久保見 194 

TEL:0587-55‐0151 

需要動向調査 

創業支援 

経営発達支援事業連絡会議 

⑥(株)中京銀行江南支店 

 支店長 長谷川 貴行 

愛知県江南市古知野町塔塚 182 

TEL:0587-55‐2101 

需要動向調査 

創業支援 

経営発達支援事業連絡会議 

⑦(株)大垣共立銀行江南支店 

 支店長 臼井 訓章 

愛知県江南市赤童子町御宿 24 

TEL:0587-55‐6111 

需要動向調査 

創業支援 

経営発達支援事業連絡会議 

⑧(株)十六銀行江南支店 

 支店長 水野 一也 

愛知県江南市古知野町桃源 67 

TEL:0587-55‐1116 

需要動向調査 

創業支援 

経営発達支援事業連絡会議 

⑨岐阜信用金庫江南支店 

 支店長 伊藤 智之 

愛知県江南市古知野町桃源 100 

TEL:0587-55‐1231 

需要動向調査 

創業支援 

ビジネスマッチングフェア 

経営発達支援事業連絡会議 
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Ⅲ．金融機関等 

支援機関 

⑩いちい信用金庫江南支店 

 支店長 原 勝巳 

愛知県江南市古知野町久保見 13 

TEL:0587-55‐2211 

 

需要動向調査 

創業支援 

ビジネスマッチングフェア 

愛知ビジネスパークいざ検索！ 

経営発達支援事業連絡会議 

⑪東春信用金庫江南支店 

 支店長 長谷川 仁志  

愛知県江南市赤童子町大堀 96 

TEL:0587-55‐3361 

需要動向調査 

創業支援 

ビジネスマッチングフェア 

経営発達支援事業連絡会議 

⑫東濃信用金庫江南支店 

 支店長 永井 廉三 

愛知県江南市赤童子町南山 185‐1 

TEL:0587-56‐1811 

需要動向調査 

創業支援 

ビジネスマッチングフェア 

経営発達支援事業連絡会議 

⑬愛知北農業協同組合 

 理事長 安達 秀正 

 愛知県江南市古知野町熱田 72 

 TEL:0587-55-2273 

需要動向調査 

創業支援 

経営発達支援事業連絡会議 

Ⅳ．その他の 

 関係機関 

 

①江南市観光協会 

 会長 松永 金次郎 

愛知県江南市赤童子町大堀 90 

TEL：0587-54-1111 

地域振興 

②江南市商店街連合会 

 会長 船戸 和昭 

 愛知県江南市古知野町小金１１２ 

 TEL：0587-96-7131 

地域振興 

③中日新聞一宮総局 

 局長 栗田 秀之 

愛知県一宮市大江 1-13-13 

 TEL：0586-72-4545 

新たな需要の開拓に寄与する事業 

④中部経済新聞 

代表取締役 永井 征平 

 愛知県一宮市栄 2-14-29 

アスティ一宮北館 102号 

 TEL：0586-72-5003 

新たな需要の開拓に寄与する事業 

⑤(株)尾北ホームニュース 

代表取締役 松田 吉弘 

 愛知県江南市石枕町白山 55-1 

TEL：0587-53-3001   

新たな需要の開拓に寄与する事業 
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２．役割 

 Ⅰ．行政 

   ・小規模事業者に対する各種施策、補助金による財政的支援  

・経済動向調査結果、需要動向調査結果の情報提供  

・創業入門セミナーの開催、潜在的起業希望者や初期起業準備者の掘り起し  

 

Ⅱ．支援機関  

・経済動向調査結果、需要動向調査結果の情報収集  

     ・経営分析や需要動向に関する高度で専門的な分析支援  

・経営指導員等と専門家の帯同による個社支援  

・販路開拓の機会創出支援として取り組む商談会・ビジネス交流会の開催と効果 

的な企業ＰＲの取り組み支援 

 

Ⅲ．金融機関  

    ・小規模事業者景気動向調査の調査協力先の募集とアンケート調査回収、地域の 

経済動向における情報の共有化、小規模事業者への周知  

・経済動向調査結果、需要動向調査結果の情報収集と情報発信  

・小規模事業者への経営分析の意義の周知  

     ・小規模事業者への事業計画策定の意義（必要性・有効性）の周知、意欲ある支 

援事業者の掘り起しの啓蒙普及  

     ・事業計画策定・実行支援時における経営指導員等と連携した状況確認  

・創業入門セミナー・創業塾の開催、潜在的起業希望者や初期起業準備者の掘り 

    起し  

・販路開拓の機会創出支援として取り組む商談会・ビジネス交流会の開催と効果 

    的な企業ＰＲの取り組み支援  

   

Ⅳ．その他の関係機関  

・新聞記事掲載による事業所、商品・サービスの広報支援  

・地域イベント開催による地域振興支援 
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連携体制図等 

 

 

【地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制】 

 

 

 

 

 

 

            相談          支援（伴走型支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小規模事業者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江南商工会議所 
（中小企業相談所） 

 
●経営改善普及事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記帳、税務、金融、労務等 
各種制度等の情報収集・提供等 

●経営発達支援事業 
１．地域の経済動向調査 

２．経営状況の分析 

３．事業計画の策定支援 

４．事業計画策定後の 

実施支援 

５．需要動向調査 

６．新たな需要の開拓に 

寄与する事業 

経営の発達 
ビジネスモデルの再構築 

経営の改善 
記帳、税務、金融、労務等 

行政 
①愛知県 
②江南市 
◎創業セミナー、 
需要動向調査等 

金融機関 
①愛知県信用保証協会

②日本政策金融公庫 
◎金融支援、創業セミ 
ナー、需要動向調査等 

連携金融機関 
①三菱東京 UFJ 銀行 
②愛知銀行 
③名古屋銀行 
④中京銀行 
⑤大垣共立銀行 
⑥十六銀行 
⑦岐阜信用金庫 
⑧いちい信用金庫 
⑨東春信用金庫 
⑩東濃信用金庫 
⑪愛知北農業協同組合 
◎創業支援、需要動向調 
査等 

関係機関 
①中日新聞 
②中部経済新聞 
③尾北ホーム 
ニュース 
◎広報支援等 

公的支援機関 
①あいち産業振興機構 
②愛知県よろず支援拠点 
③愛知県事業引継ぎ支援 
センター 
④ミラサポ 
⑤中小基盤整備機構 
中部本部 
◎専門家派遣・販路開拓 
 支援等 

支援機関（会議所等） 
①日本商工会議所 
②大阪商工会議所 
③愛知県内商工会議所 
（名古屋・岡崎・豊橋・半

田・一宮・瀬戸・蒲郡・豊

川・刈谷・豊田・碧南・安

城・西尾・津島・春日井・

稲沢・常滑・小牧・犬山・

東海・大府） 
④尾張地区商工会 
（岩倉市・大口町・扶桑町・

平和町・祖父江町・木曽川・

尾西） 
◎創業支援、需要動向調 
査、販路開拓支援等 

関係機関 
①江南市観光

協会 
②江南市商店

街連合会 
◎地域活性化 
支援等 
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