
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
守山商工会（法人番号９１８０００５００４２８４） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

（1）区内の小規模事業者数の回復を図る。 

（2）区内事業者の実態把握を行う。 

（3）小さくとも魅力ある個店、独自技術やサービス等を持ち合わせたオンリーワン企業 

になれるよう小規模事業者の育成を図り、「一店逸品」商品・製品の開発推進。 

（4）地域事情を調査すると伴に、地域産業の育成と創業、事業継承推進 

（5）情報化社会に対応出来る小規模事業者の育成。 

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 

年間 4回の四半期ごとに区内の小規模事業者及び中小企業者に対して調査を実施し、調査内容を数値・図式化

することで、今後の経営の見通しに役立てる。 

2.経営状況の分析に関すること 

区内の小規模事業者及び創業予定者に対して調査を実施。財務分・ＡＢＣ分析・ＳＷＯＴ分析等経営状況を数 

値・指数・グラフなどで提供することで、現状把握・課題・実行すべき事項に取り組むことが出来る。 

3.事業計画策定支援に関すること 

分析結果を基に、事業計画書策定する小規模事業者の掘り起しと策定支援を実施。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画進捗状況を確認し、専門家による支援を行い、課題解決・事業計画変更実施。 

5.需要動向調査に関すること 

小規模事業者が取り扱う商品・サービスの需要動向調査及び各種機関発表の調査報告書を収集・分析・図式 

化し、販路開拓・新商品・サービス開発に有益な経営判断材料を提供。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 小規模事業者に対して展示会への出展・ショップへの出品・イベント参加の依頼、ホームページ作成・web 

サイトの活用支援を行い、小規模事業者の認識向上、販路開拓支援を実施。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

名古屋市商店街活性化協議会、なごや商業フェスタ実行委員会、なごや未来っ子応援協議会等と共に地域経 

済の活性化について取り組む。また、新商品・サービスの開発支援を図るべく、地域イベント等を活用する 

事により区内小規模事業者の育成と持続的発展の支援を実施。 

連絡先 
守山商工会〒462-0067 愛知県名古屋市守山区守山２丁目８番５４号 

TEL(052)791-2500   FAX(052)791-0157   E-mail morisci@gctv.ne.jp 

 

mailto:morisci@gctv.ne.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 

 

【守山区の概要】 

 

守山商工会が立地する守山区は、歴史的背景として、縄文時代には海岸沿いにあったため太 

 古から人が居住していたと考えられており、古代から数多くの古墳が残されている。 

戦国時代には、守山城、小幡城、龍泉寺城などの城が存在し、小牧・長久手の戦いなどの舞台 

となり、守山城は、松平清康の森山（守山）崩れで知られている。 

明治時代に入ると東春日井郡に属し、町村制の施行により、高間村、二城村、小幡村、大森村 

の４村となり、その後の町村合併により守山町となる。 

戦後は、守山町と志段味村が並立していたが、再度町村合併促進の政策に従い、守山町が志段 

味村を編入し、守山市となり、昭和３８年に守山市が名古屋市に編入合併され、現在の名古屋 

市守山区となっている。 

人口は、平成 29年 9月 1日現在 174,820人と政令指定都市名古屋市の総人口 2,313,524人の 

中で、区では２番目に人口が多い地域であり、市の北東部に位置し、南に矢田川、北に庄内川 

が流れ、区の東北端に東谷山(標高 198.3m市内で一番高い山）があり、そこから西南に向かっ 

て丘陵地帯が広がる起伏にとんだ地形で、豊かな水と緑の溢れる自然に恵まれ、金城学院大学 

や愛知県立大学、国際学園などのユニークな文化施設や各種の福祉施設も多く、自然環境の良 

さが生かされている。 

さらに、白沢渓谷、小幡緑地公園をはじめとする公園や矢田川、庄内川の河川敷緑地、東谷 

山フルーツパークや守山スポーツセンターなどの市民の憩いの場が多く、スポーツやレクリエ 

ーションに活用されている。 

また、尾張四観音の一つである龍泉寺、市内最古の古墳である白鳥塚古墳を含む７つの古墳 

からなる国史跡「志段味古墳群」や、棒の手、神楽、木遣り等といった郷土芸能など歴史的遺 

産にも恵まれ、大切に保存されている。 

公共交通機関については、名古屋市内の区で唯一地下鉄の駅がなく開通していないが、日本 

で唯一の「ガイドウエイバス」が走り、ＪＲ（中央線新守山駅）、名鉄（瀬戸線守山自衛隊駅～ 

大森金城学院前駅）の各駅があり、名古屋駅・栄の都心に向かうには便利な交通立地である。 

また、市内初の守山スマートインターチェンジの整備や名鉄瀬戸線の立体交差事業、歴史の 

里の整備、人・自然・科学が調和する「志段味ヒューマン・サイエンス・タウン」など、新し 

いまちづくりが進められている。 
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〈 守 山 区 （ ピ ン ク 表 示 ） 〉   〈 ガ イ ド ウ エ イ バ ス 〉 

         

 
 

〈志段味サイエンスタウン〉              〈国史跡「志段味古墳群」〉 

 
 

【守山商工会の概要】 

 

昭和３８年守山市商工会として設立し、守山市の名古屋市編入に伴い、守山商工会となり、 

現在に至る。 

守山区の商工業者数は 5,175、小規模事業者数 4,055 とここ数年事業者数の減少となっており

（当会の会員数は増加傾向）、区内の人口増とは逆の状況である。（下記表参考） 

会員数は、平成 29年 4月 1日現在 3,120会員と愛知県内では 1位、全国では第 2位の会員数を 

有している。政令指定都市名古屋市の一区ということもあり、小規模事業者が多く存在し、金 

融の相談（資金繰り相談）が多く、日本政策公庫の無担保・無保証人・無保証料の小規模事業
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者向けの経営改善資金（マル経資金）の取扱は、全国の商工会の中では第１位の実績を誇る取 

扱いであり、商工会議所規模の商工会と言える。 

 

【地域の現状と課題】 

 

守山区産業概要と区内商工業者の現状と課題 

 

地域によって栄枯盛衰があり、かつて守山市役所があった瀬戸街道守山地区が市の中心であっ 

たが、現在守山区役所の所在する小幡地区よりも区役所の支所がある志段味地区の方が、住宅の 

区画整理も進み人口が増加し、商工業者共に伸び盛りの地区で、今後更なる発展が期待されてい 

る。商工業の実態は地域によっての格差があるものの増加の伸びより、減少率が上回ってしまっ 

ている。 

 

１．商業の現状 

名古屋市内であるので、商業の大型店・量販店には、百貨店の清水屋、ショッピングモール 

のイオン・ピアゴショッピングセンター、スーパーヤマナカ・バロー・ナフコ・オークワ、ホ 

ームセンターのアント・カーマ・ナフコ・カインズ、ドラッグストアーのスギヤマ・クリエイ 

トＳＤ等々と食糧・衣料・日用・医薬品など買い物には支障がなく過ごせる環境が揃っており、 

この点が人口増加に繋がっている要因でもある。 

一方、中小零細商店の状況は、当区には、商店街はないが、それに代わる個店の商店街組織 

（発展会・商工振興会・支部）があり、当会の傘下支部組織（大森商工振興会・四軒家発展会・ 

小幡支部・中部支部発展会・守山支部発展会・金屋守牧発展会・守西発展会・幸心発展会・ 

志段味商工振興会・北支部）が、区内を網羅している。 

しかしながら、地域によっては事業者数が増えている地区もあるが、全体的には疲弊してお 

り、全国同様の状況で、高齢化が進んでおり、これら区内の商店街組織の疲弊が当地域の小規 

模事業者減少の要因の１つと言える。 

それぞれの組織は、事業内容が異なるが、地域の振興を図るべく、地域に沿ったイベント事 

業（まつり・イルミネーション）を実施し、地域の安全・安心・快適な街づくりに貢献する街 

路灯事業を行い守山区民のために地域活性化と快適な街づくり条例を遵守し、地域に貢献して 

いる。 

 

２．商業の課題 

商店街組織同様に個店も高齢化しており、各個店のブラシュアップが行われておらず、イン

ターネットによるＩＴへの対応やＰＣ・スマートフォン・タブレット等の情報機器への対応に

も遅れ、時代の波に追いつけない事業者が殆どである。 

また、各店舗は〝これが「自社の逸品」だ！”と自慢できる商品などがないのも疲弊の要因

と感じられる。 

これらのことから、地域の小規模事業者には、情報化社会への対応、『一店逸品‼ 』の展開、

差別化で対抗といった課題が浮き彫りとなっている。 
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(1)情報化社会への対応が出来ない。 

(2)個店のブラシュアップ（魅力あるお店）がされていない。 

(3)一店逸品（自社の逸品）がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜守山区内の商店街組織（発展会・振興会・支部）の会員数推移状況＞ 

年度 大森 四軒家 小幡 中部 守山 守西 金屋守牧 幸心 志段味 北 

Ｈ22 162 150 65 31 42 34 85 31 153 10 

Ｈ23 154 142 63 30 43 34 81 30 154 9 

Ｈ24 158 139 61 30 41 30 76 29 151 8 

Ｈ25 155 137 59 29 41 30 77 30 152 7 

Ｈ26 156 136 57 26 40 32 75 32 158 7 

Ｈ27 158 133 54 28 40 31 69 29 162 6 

Ｈ28 155 131 55 28 40 33 67 29 167 6 

 

３．工業の現状 

守山区には、基幹産業のアサヒビール・ＤＮＰ・メグミルク・青柳総本家・日本コンクリー 

トなど大手企業の工場等が立地しており、同社と関連企業の下請け事業所と自動車関連下請け 

工場が多く、縄跳び生産日本一の企業等々と中小零細企業が点在し、その中小零細企業に勤務 

する従事者も多く、区内の人口増に貢献している。 

工業地域は、大まかに６地区（瀬古地区・川宮、川北地区・新守山地区・小幡苗代、菱池地 

区・大森今尻、天子田地区・志段味サイエンス地区）に分かれているが、特に注目すべきは、 

志段味サイエンス地区で、1987年 3月に自動車、メカトロニクス、ファインセラミックス、 
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エレクトロニクス、バイオ、情報等の先端技術産業の振興及び研究のために先端技術連携リサ 

ーチセンターが建設され、産・学・行政が連携し、先端技術に関する研究が行われていること 

である。 

ここでの研究の成果・新技術を地元中小企業に普及することで、高機能かつ高耐久性の製品 

を低い環境負荷やコストで開発するための技術移転の実現化が可能で、この施設が「２１世紀 

のエネルギー源」として区内の活性化と区民生活への活用と向上にとなることが期待されてい 

る。 

 

４．工業の課題 

志段味サイエンス地区の研究の成果・新技術の地域中小企業への普及状況を当会の事業所に 

対して聞き取り調査したところ、現在のところ残念ながら普及しているとは感じられない。 

その原因は、双方にあり、先端技術連携リサーチセンターは中小企業の技術力を把握し切れ 

ていない点、一方、小規模事業者は、センターの研究内容への理解度が低く、敷居が高いと感 

じている点が考えられる。 

また、正確な納期を守れる生産体制、配送システムを持つ企業が少なく、安定した受注を受 

けるための体制を構築する必要がある。 

さらに、自社の技術力を発信し、広く受注を得られるシステム等、情報化社会への対応も喫

緊の課題となっている。 

(1)独自・特殊な技術力を持つ企業が少なく、技術力の把握が困難である。 

(2)正確な納期を守れる生産体制、配送システムを持つ企業が少ない。 

(3)情報化社会への対応が出来ていない（技術力の紹介・受注・発注が出来るシステム等）。 

 

５．商工業者業種別会員数の現状 

下表の通り、9年間における数値のピーク時の比較で人口が 5.15％増に対し、商工業者数の

2.66％減少よりも小規模事業者数の 3.5％減少が深刻な状況である。 

業種別に見ると、高齢化社会に伴う介護事業やインターネットを活用した無店舗販売、不動

産賃貸などのサービス業と区画整理による宅地造成と公共工事やマンション分譲及び戸建分

譲が進んでいる影響で建設業（一人親方含む）が増加している。 

一方、製造業は、ピーク時の 534 事業所から減少率 21.9％と落ち込みが大きく、飲食業で

も、27 年度に増加に転じているものの、ピーク時の 319 事業所から減少率 17.6％となってい

る。 

 

＜守山区小規模事業者・会員・商工業者数・人口（業種別）推移＞ 

年

度 
小規模事業者数 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 サービス業 その他 会員数 商工業者数 区内人口 

Ｈ

20 
4,198 590 495 56 485 309 832 22 2,789 5,313 164,470 

Ｈ

21 
4,198 629 534 56 524 319 871 20 2,953 5,313 166,809 

Ｈ

22 
4,198 640 494 50 518 317 881 20 2,920 5,313 167,847 
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Ｈ

23 
4,080 614 494 51 813 311 573 28 2,884 5,291 168,899 

Ｈ

24 
4,080 625 484 50 644 145 881 56 2,885 5,291 169,343 

Ｈ

25 
4,080 631 469 53 623 169 908 63 2,916 5,291 169,959 

Ｈ

26 
4,080 658 455 58 600 198 915 116 3,000 5,291 171,137 

Ｈ

27 
4,055 678 439 53 515 271 981 104 3,041 5,175 172,077 

Ｈ

28 
4,055 706 417 57 518 263 1,028 131 3,120 5,175 172,940 

（全国商工会連合会報告商工会実態調査平成 20年～平成 28年までの報告より） 

 

【当地域の小規模事業者に対する中長期的な振興なあり方】 

 

「地域経済や雇用を支える市内事業者の減少に歯止めをかけるため、小規模事業者の経営力向

上と創業の促進を図る。」 

ここおよそ十年で、刻々と変わって行く環境に対し、区内事業者は減少し続けており、このま

までは守山区の商工業が衰退への一途となり、経済的地盤沈下は免れない。 

当会は、本経営発達支援計画に基づき、常に危機意識を持って個々の小規模事業者の経営課題

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

もって地域振興の屋台骨である小規模事業者の持続的発展を目指す。 

商業関連の業種においては、情報化社会に対応するとともに、個店のブラシュアップによる逸

品の開発を通じて、魅力ある差別化された店舗の実現を目指す。 

また、工業に関連する業種においては、独自・特殊な技術力を持つ企業が正確な納期を守れ

る生産体制、配送システムを持ち、情報化社会に適切に対応することにより安定した受注機会

を確保する。 

なお、当会は経営指導員等の資質向上を図りつつ、愛知県、あいち産業機構、中小企業基盤整

備機構、地元金融機関等と連携しながら、下記方針の支援や取り組みを行い、次の目標を達成

する。 

 

【目標】 

 

１．商業関連業種 

(1)小規模事業者各個店の魅力や独自・特殊技術サービス等オリジナルを発掘・開発し、小さ 

くとも魅力ある個店、独自技術やサービス等を持ち合わせたオンリーワン企業になれるよう 

にブラッシュアップを図り、一店逸品の開発を推進する。 

(2)情報化社会に対応したインターネット環境への指導と「インターネット商店街」のシステ 

ム構築・開設により小規模事業者を支援・育成する。 

(3)小規模事業者集団組織の商店街組織の活性化(開廃業率の改善・組合員数維持)を図る。 

(4)創業、事業承継による区内産業の育成を図る。 
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２．工業関連業種 

(1)小規模事業者の独自・特殊な技術力・開発力の発掘と正確な納期を守れる生産体制、配送シ

ステムへの支援・育成を図る。（足腰の強い工業者） 

(2) 情報化社会に対応したインターネット環境への（技術力の紹介・受注・発注が出来るシステ

ム等）指導と「インターネット工業団地」のシステム構築・開設により開発力・技術力の向上に

繋がる小規模事業者への支援・育成を図る。 

(3)事業継承、創業支援を推進し、区内小規模事業者の支援・育成を図る。 

   

※「インターネット商店街」・「インターネット工業団地」とは、当会のホームページ上で、個社

のオリジナル商品（逸品一品等）、魅力、独自技術、特殊技術、サービス等と店舗・工場（生産

設備状況など）を紹介し、受注・発注が出来るシステム（ＢtoＢ・ＢtoＣ）。 

これにより販路拡大を図るべく、情報化社会に対応出来る小規模事業者への育成支援と環境整備

を目指す。資金支援は、マル経（小規模事業者経営改善貸付）資金の活用とともに当会独自の守

山区内金融機関提携による「守山ビジネスローン」、県・市信用保証協会制度融資、名古屋市小

規模事業金融公社資金、第２マル経も併用する。 

なお、「インターネット商店街」は、既存の商店街組織の個店が競合となり、個店がショール

ームミング型となってしまうが集客面では効果大。 

 

【方針】 

 

下記の取り組み方針を通じて、小規模事業者の課題を効果的・迅速に解決し、区内の小規模事

業者の振興を図る。 

 

１．小規模事業者の支援機関として中長期的な振興のあり方と役割を踏まえて、地域の地域経

済動向調査、景況調査事業を年４回の四半期ごとに実施して行く。 

 

２．地区内の小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向を把握すべく、調 

査を実施する。 

 

３．調査結果を分析し、課題の抽出を行い、抽出された課題を解決すべく、支援機関及び専門

家等と連携し、事業計画を策定し、課題の解決を実施支援して行く。 

 

４．小規模事業者の支援に当たっては、十分なヒアリングを通じ、独自性のある事業構築や情

報化社会の対応を目指して、小規模事業者と一体的に伴走型で支援して行く。 

 

５．小規模事業者の振興については、愛知県・名古屋市・国、県、市の関係支援機関・区内金

融機関・近隣商工会・商工会議所等の協力を得ながら支援して行く。 
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６．小企業者や創業後間もない事業者は、企業としての組織体制が整っておらず、環境変化に

も脆弱な面があることから、支援にあたっては、特に配慮して、企業に寄り添った支援を展開

して行く。 

 

７．小規模事業者の減少は全ての業種の課題となっていることから、事業承継に対する支援 

にはきめ細やかな対応を心掛け、対象事業者の発掘、事業者及び承継者への啓蒙、事業承継計

画の策定といった段階的な支援を伴走して実施し、円滑な事業の承継を実現する。 
 

８．経営指導員等の資質向上及び有為な人材の確保に努め、小規模事業者支援ノウハウを組織

内で共有する体制の整備に努める。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１） 経営発達支援事業の実施期間 

 

平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

 

１． 地域経済動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

これまで当会では、地域の経済動向調査としては、全国商工会連合会の小規模企業景気動

向調査以外に定期的な経動向調査は行っていなかった。又、過去に於いても愛知県商工会連

合会の依頼に基づく業況把握による調査を依頼時の時点でしか実施しておらず、ここ数年

は、経営指導員の巡回・窓口相談及び各種会議等の出席者からの情報収集を行うだけにとど

まっている。各公的機関、金融機関、民間シンクタンク等からの多くの調査・統計等の情報

とともに、経営指導員が集めた情報を分析し、相談時に有効活用することは、あまりされて

おらず、今後は多くの調査・統計結果を整理し、地域経済動向に関する情報を把握し、経営

指導員が独自に集めた情報と併せて分析し、有効活用することが課題として挙げられる。 

 

【改善方法】 

今後は、四半期ごとに独自の調査を実施するとともに、愛知県商工会連合会、金融機関等

が行っている経済動向調査の結果を収集し、各種調査結果を活用すべく、小規模事業者への

巡回・窓口相談対応時に情報提供と情報収集を図り、調査結果を整理して情報提供しつつ、

事業計画を策定する上での基礎資料とする。更に経営指導員による分析も行い地域の経済動

向の把握と地域の小規模事業者が置かれている外部環境等を商工会会報誌や商工会ホーム

ページ等により小規模事業者及び創業予定者等に対しても広く情報提供して行く。 

尚、経営指導員等の巡回においても情報提供として調査結果の配布を実施し、小規模時事

業者の事業計画策定の足掛かりともする。 

 

【事業内容】 

経済動向に関する調査結果の収集と分析（指針３） 

調査及び調査項目については四半期ごとに以下の調査事業を実施し、関係機関との連携を図 

り地域の経済動向等を収集し、調査分析したデータ・結果を地域の小規模事業者並びに創業 

予定者などに提供する。 

(1) 商工会による調査 

ア．情報収集等を行う項目 
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①事業所概要（経営形態・従業員規模・業種・後継者） 

②事業所景況 

・売上金額について 
・同項目について前回との比較について 

・前年同期と比べた来期の見通しについて 

・設備投資の状況、見通しについて 

③経営上の問題点 

・当該月に直面している経営上の問題点について 

④必要とする支援内容 

イ．調査・分析の手段・手法 

当地域の小規模事業者の実態をより明確にするため巡回訪問・窓口相談時にアンケー

ト調査を行い、回答データの集計・分析を行う。 

具体的には、地域内の小規模事業者から製造業、建設業、小売業、卸売業、飲食業、

サービス（運輸含）業の各業種から３０事業者を抽出し、業況を四半期ごとに売上、従

業員数、ＰＲ出来るものなどについて聞き取り、情報の入手と分析を行う。 

なお、小規模事業者に限定せず、中小事業者の協力も得て、販売動向、生産動向や設

備などについて聞き取り調査を行い、分析を行う。 

分析については、愛知県商工会連合会が実施している調査と対比させ、情報として小

規模事業者に提供する。具体的手法として、「調査」は各年度の４半期ごと（ 4 月～6 
月、7 月～9 月、10 月～12 月、1 月～3 月）に実施し、業況ＤＩなどの活用を図る。 

ウ．成果の活用方法 

調査の分析結果は、当会ホームページに掲載するとともに、巡回訪問・窓口相談時に

資料として説明提供を行い、環境変化についての理解を求め、事業計画策定資料として

活用する。また、同アンケートは、需要動向調査にも活用する。 

(2) 行政、支援機関等の各種調査の活用 

ア．情報収集等を行う項目 

①最近の管内総合経済動向（中部経済産業局） 

②愛知管内景況調査結果（日本政策金融公庫） 

③あいちの景気動向（愛知県） 

④あいちの経済四季報（愛知県） 

⑤名古屋市景況調査（名古屋市） 

⑥中小企業景況調査報告書（愛知県商工会連合会） 

⑦民間金融機関等の景況調査結果 

イ．調査・分析の手段・手法 

行政及び各関係機関が実施する経済動向等の調査結果からデーターを収集し、必要に

応じて専門家を派遣活用し、愛知県・名古屋市の経済動向と比較分析を行う。 

ウ．成果の活用方法 

当会のホームページに掲載するとともに、巡回訪問・窓口相談時に直接情報提供（地

区内の産業全体景況状況・業種別景況状況・業界ごとの主要指標等）し、小規模事業者
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の置かれている立場と環境について理解を進め、今後の経営計画策定の資料とする。 

 

【目 標】 

４半期に一度、区内の地域動向を調査・分析することにより、小規模事業者の業種・業態

の状況を的確に把握し、効果的な事業計画の策定に繋げて行く。 

 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現状と課題】 
これまでに商工会が行ってきた経営分析は、事業者から資金繰りの相談があった場合や、決

算申告指導時、金融指導時、国・県の補助事業申請時などに行う程度であり、分析結果から経

営課題を抽出したり、経営課題の解決のために事業計画を作成したりする支援に結びつくもの

ではなかった。 
また、多くの小規模事業者は、自社の財務状況や強み・弱みや機会・脅威を管理・分析する

ことなく、過去の経験や勘に頼った経営を行ってきた。 
今後は、事業計画の策定支援、策定後の実施支援を適切に実行していくために、当該企業の

経営の現状を深く知る必要があり、個社の経営状況の分析が重要となっている。 
 
【改善方法】 

今後は、地域の経済動向、需要動向を踏まえ、自社の経営分析に基づく強みを活かした商品・

技術などの開発や販路開拓に向けた事業計画策定に繋げるため、「経営分析・事業計画策定セ

ミナー」及び個別相談会を開催し、経営基盤強化に前向きな小規模事業者の発掘と支援を行う。 
また、上記セミナー等の参加者や経営指導員が巡回等により発掘した支援対象者に、愛知県

商工会連合会、愛知県よろず支援拠点、名古屋市中小企業振興センター等の支援機関や各種専

門家と連携し、経営分析、課題抽出、課題解決の提案を行う。 
 
【事業内容】 

小規模事業者の経営状況を財務面・環境面から的確に把握するため、以下の内容で個社の経

営分析を実施する。 
 

(1) 経営分析セミナー及び個別相談会の開催 

項  目 ２９年度見込 ３０年度 ３１ 年度 ３２ 年度 ３３ 年度 ３４年度 

商工会による調査件数 100社 180社 180社 180社 180社 180社 

行政、支援機関等の各種

調査の活用回数 
１４ ２８ ２８ ２８ ２８ ２８ 

行政、支援機関等の各種調

査結果の提供回数 ６０ ７０ ９０ １１０ １１０ １１０ 
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より多くの小規模事業者に経営分析の必要性を啓蒙し、その後の事業計画の策定につな

げるため、後述する、専門家による事業計画を策定するセミナーと併せて経営分析を行な

う内容を含めた「経営分析・事業計画策定セミナー」を開催する。 
また、個々の事業者の事業内容に即した経営分析を行うため「経営分析・事業計画策定

セミナー」参加者のフォローアップとして個別相談会を毎月開催する。 
 

(2) 経営指導員の巡回等による経営分析支援 
経営指導員による巡回指導及び窓口相談により経営分析が必要な小規模事業者を発掘

し、事業者から提供された財務諸表等の資料やヒアリングによって分析を行う。 
また、創業まもない小規模事業者や事業承継対象者には、派遣制度を利用した専門家が

個別相談指導を行い補完する。 
 

(3) 支援対象者ごとの分析を行う項目 
ア．基礎的支援企業  

事業の方向性が定まっておらず、経営、税務、など基礎的支援が継続して必要な事業者

に対しては、基礎的支援を通じて、小規模事業者に経営、税務など必要な知識が習得でき

るよう支援するとともに、事業者自らが決算書により売上高、売上総利益、営業利益、当

期利益などの基本項目の分析を行う。 
また、環境分析として、自社の強み・弱み・機会・脅威などのＳＷＯＴ分析を実施し、

基本項目の分析と併せて事業計画策定の基礎資料とする。 
イ．持続維持企業 

事業継続の意欲があり、事業の維持を図る事業者に対しては、事業者の状況に応じて、

安全性、収益性、生産性などの経営比率分析や資金繰り計画（定量分析）に加え、自社の

強み・弱み・機会・脅威などのＳＷＯＴ分析を行い事業計画策定につなげる。 
ウ．成長発展企業 

経営資源やノウハウを有し新規性・革新性のある取り組みを通じて、経営の革新や地域

資源活用等を通じた新商品開発や販路の拡大を目指す事業者に対しては、上記の「持続維

持企業の分析」に加えて、同業他社、業界平均との比較による財務分析や、競合分析、Ａ

ＢＣ分析等の環境分析を行い、自社の強みなど自社の次の利益の源泉となる経営資源の発

掘とそれらを活用した新商品の開発や需要の拡大など、売上・利益の増加に繋がるような

具体的な事業計画の策定につなげる。 
エ．事業承継企業 

事業承継の意思のある事業者に対しては、直近の売上高、借入金等の債務、資金繰り状

況等の財務分析を行い、事業承継に向けた課題の抽出や事業承継計画の策定につなげる。 
 

(4) 調査・分析を行う手段・手法 
ア．調査を行う手段・手法 

経営分析セミナーの参加者から事前に財務諸表等の資料の提供を受け、また、経営環境

に関するヒアリングを行うことにより分析項目の調査を行う。ヒアリングについては、統
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一的なヒアリングシートを作成する。 
また、経営指導員による巡回指導及び窓口相談においても同様の調査を行う。 

イ．分析を行う手段・手法 
中小企業基盤整備機構の中小企業ビジネス支援サイトの「経営自己診断システム」を活

用し、システム内の指標や同業種との比較により財務状況の分析を行う。 
また、記帳継続指導・記帳機械化指導の対象者には「弥生会計ソフト」を活用し、同様

の分析を行う。 
この財務状況の把握と合わせて、ＳＷＯＴ分析、競合分析、ＡＢＣ分析等の企業環境に

関する分析を行い、経営分析セミナーの講師や愛知県商工会連合会等の派遣制度の専門家

を活用して、総合的な分析を行う。 
 

(5) 分析結果の活用 
上記の分析結果から経営課題を抽出し、課題解決に向けた提案とともに支援対象事業者

に提供し、事業計画の策定につなげる。 
なお、高度かつ専門的な経営課題については、愛知県商工会連合会、愛知県よろず支援

拠点、名古屋市中小企業振興センター等と連携し、ミラサポの施策も活用しながら、解決

の方法を提案する。 
また、「分析結果」→「経営課題の抽出」→「課題解決に向けた提案」という一連の流れ

を職員間で情報共有し、職員の資質向上を図るとともに、他の事業者への支援にも応用す

る。 
 

【目 標】 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 
小規模事業者の事業計画については、小規模事業者持続化補助金等の各種補助金の申請を

項 目 ２９年度見込 ３０ 年度 ３１ 年度 ３２ 年度 ３３ 年度 ３４年度 

経営分析・事業計画策定セミナ

ー開催回数 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

経営分析・事業計画策定セミナ

ー参加人数  １５人  ４０人  ４０人  ４０人  ４０人  ４０人 

個別経営相談会開催回数 ５回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

個別相談会参加人数 ５人 １０人 １０人 １０人 １０人 １０人 

経営状況分析件数 １５件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 
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きっかけに策定に取り組む事業者が増加しているが、策定段階で経営指導員に依存し、補助

金ありきの事業計画の内容となっているものが少なからず見受けられる。 
また、金融斡旋時に策定する事業計画についても、当面の資金計画にとどまり、中長期の

経営を見据えた事業計画の策定には至っていない例が多く、小規模事業者の多くが経営活動

を行なう上で事業計画の必要性を感じていないという状況となっている。 
このような中、持続的な経営活動を行うためには経営状況を的確に把握して経営課題を洗

い出し、課題解決に向けた事業計画を策定することが重要であり、その必要性を小規模事業

者に訴え、認識を得ることが課題となっている。 
また、小規模事業者が経営環境の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築するため、

地域経済動向調査や経営分析結果、需要動向調査成果を活用しつつ、需要を見据えた事業計

画の策定が必要となっている。 
 

【改善方法】 
上記の課題を解決するため、小規模事業者に対し事業計画策定の必要性を啓蒙し、支援対

象者を既存事業者（事業承継者を含む。）と創業者に区分し、事業計画策定セミナー及び個

別相談会への参加を促す。 
また、経営指導員による巡回指導及び窓口相談により事業計画策定の個別に支援を行う。 

 
【事業の内容】 

(1) 事業計画策定の必要性の啓蒙 
経営指導員による巡回指導・窓口相談時に、経営分析による経営課題の把握とその課題

を解決するための事業計画の策定の重要性を説明し、下記により開催する事業計画策定セ

ミナー及び個別相談会への参加を促す。 
また、事業計画の重要性、メリット、手順等を織り込んだチラシや冊子を作成し、年間

５回発行の商工会広報誌にも掲載しＰＲする。 
特に、創業希望者への周知については、行政等の関係機関及び区内金融機関の窓口に配

布している商工会広報誌及び当会のホームページ上で行い、各種組合を通じ、理美容専門

学校、調理専門学校、服飾専門学校等へチラシを配布し、周知する。 
 

(2) 支援対象者ごとのセミナー等の開催 
支援対象者を既存事業者（事業承継者を含む。）と創業者に区分し、支援対象者ごとに専

門家による事業計画策定セミナー及び個別相談会を開催する。 
なお、支援対象者は、自らのビジネスモデルを再構築するため、経営状況の分析を行い、

事業計画の策定が必要な事業者とする。 
また、参加を促すために案内チラシ・リーフレットを配布し、商工会広報誌や商工会ホ

ームページに掲載し周知する。 
 

ア．既存事業者（事業承継者を含む。）に対するセミナー等の開催 
①「経営分析・事業計画策定セミナー」の開催 
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前述の、専門家による経営分析セミナーと併せて事業計画の策定を行なう内容を含め

た「経営分析・事業計画策定セミナー」を年２回開催する。 
セミナーは、経営分析結果から経営課題を抽出し、課題の解決に向けた事業計画骨子

の策定支援を行う。 
セミナー講師は、愛知県商工会連合会・日本政策金融公庫の協力を得て選定する。 

② 個別相談会の開催 
上記「経営分析・事業計画策定セミナー」の参加者へのフォローアップとして個別相

談会を開催し、事業計画の完成に向けての支援を行う。 
個別相談会には、本商工会の職員数名で構成するプロジェクトチ－ムを配置し、毎月

１回開催し、小規模事業者の経営規模や個々の経営課題に応じた事業計画策定の支援を

行う。 
イ．創業者に対するセミナー等の開催 
①「創業支援・事業計画策定セミナー」の開催 

守山区内で企業立地・開店を計画する事業者に対して創業セミナーを「創業支援・事

業計画策定セミナー」を年２回開催する。 
セミナーのカリキュラムに、青年部員からの「創業から現在までの事業経験談」を加

え、創業計画骨子の策定支援を行う。 
②個別相談会の開催 

上記「創業支援・事業計画策定セミナー」の参加者へのフォローアップとして個別相

談会を開催し、創業計画の完成に向けての支援を行う。 
個別相談会には、本商工会の職員数名で構成するプロジェクトチ－ムを配置し、毎月

１回開催し、創業者の経営規模や経営構想に応じた事業計画策定の支援を行う。 
ウ．専門家派遣制度の活用 

事業計画の策定過程で生じる高度かつ専門的な課題については、愛知県商工会連合会、

愛知県よろず支援拠点、名古屋市中小企業振興センター等と連携して解決し、支援体制

の充実に努める。 
 

(3) 経営指導員の巡回等による事業計画策定支援 
経営指導員による巡回指導及び窓口相談により事業計画策定が必要な小規模事業者を発

掘し、事業計画策定セミナー等への参加が不可能な事業者に対しては個別に支援を行う。 
また、高度かつ専門的な案件については、派遣制度を利用した専門家が個別相談指導を

行い補完する。 
 

(4) 創業支援に関する「名古屋市創業支援事業計画関係者会議」の活用 
名古屋市は、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けており、当会も

連携母体である「名古屋市創業支援事業計画関係者会議」の構成員となっている。 
当該会議は、市内支援機関の支援ノウハウ等の情報の共有化や連携の強化により、『地域

の創業支援のプラットフォーム』の促進やボトムアップ強化を図りつつ、『地域に根ざす活

気ある企業を創出する』ことを主眼に諸事業を展開している。 
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この「名古屋市創業支援事業計画関係者会議」を活用することにより、創業予定者に対

する事業計画策定支援を補完する。 
 

【目 標】 

事業計画策定支援にあたっては、小規模事業者の置かれている状況に応じ、経営資源の活用 

に着目し、画一的ではなく、地域の経済動向や経営分析の内容を踏まえ抽出された小規模事 

業者の経営課題を解決するための事業計画を策定し、確実に実行できるように伴走型の支援 

をして行き、実施展開する。 

支 援 内 容 ２９年度見込 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

事業計画策定セミナー

開催回数 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

事業計画策定セミナー

参加人数 
 １５人  ４０人  ４０人  ４０人  ４０人  ４０人 

事業計画策定支援個別

相談会開催回数 ５回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

事業計画策定支援個別

相談会参加人数 
５人 １０人 １０人 １０人 １０人 １０人 

事業計画策定支援専門

家派遣回数 ５回  ３０回  ３０回  ３０回  ３０回  ３０回 

事業計画策定支援件数 ２０件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 

 

（創業者に対する目標） 

支 援 内 容 ２９年度見込 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

創業セミナ－開催回数 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

創業セミナ－開催延べ日

数 
５日 １０日 １０日 １０日 １０日 １０日 

創業セミナ－参加人数 ５人 １０人 １０人 １０人 １０人 １０人 

個別相談会開催回数 １回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

個別相談会開催延べ日数 ５日 １２日 １２日 １２日 １２日 １２日 

個別相談会参加人数 ５人 １０人 １０人 １０人 １０人 １０人 

創業支援事業計画策定支

援件数 ５件 １０件 １０件 １０件 １０件 １０件 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 
これまで、資金の借入や補助金の申請等で作成した事業計画のフォローアップについては、経

営指導員の巡回指導や窓口相談時に、返済状況や景況感などについてのヒアリングを行ってきた

が、事業計画の進捗状況を把握し、状況に応じた指導を目的とするものではなかった。 
今後は、定期的に事業計画の進捗状況の確認を行い、進捗状況に応じた計画の見直しを指導し、

専門的な課題が発生している場合には、専門家派遣制度を活用するなど、必要な支援を適切に伴

走型で実施していくことが課題となる。 
 

【改善方法】 
経営指導員による巡回において、定期的に事業計画の進捗状況を必ず確認し、状況に応じた計

画の見直しや、専門家を活用する必要がある事案であるか否かを判断し、専門家が必要な場合は、

専門家派遣制度を活用し事業計画の見直しを行う。 
また国・県・市の施策等、事業者に必要と思われる制度の利用提案も併せて行い、小規模事業

者の利益の確保を図る。 
 

【事業の内容】 
事業計画を策定した全ての事業者を対象に、３か月に１度以上定期的に経営指導員等による

巡回訪問を実施し、計画実行の有無や進捗状況についての確認を行い、助言・提案を行う。 
具体的には、以下のとおり。 

 
(1) 経営指導員によるフォローアップ巡回の実施 

事業計画策定後に巡回訪問し、進捗状況の確認を行うと共に、必要な指導・助言を行う。 
特に計画策定後３年間は重点的にフォローアップに努め、以後も支援を継続する。 
また、新たな課題の抽出により、専門的な課題についてはミラサポ、中小機構、愛知県

商工会連合会、あいち産業振興機構、名古屋市中小企業センター、金融機関等の専門家等

と連携し各種施策も活用しながら課題解決の支援を行う。 
 

(2) 専門家との連携によるフォローアップの実施 
事業計画の実施にあたり、販路開拓、商品・サービスのプロモーション、ホームページ

の活用等において、それぞれの専門家と経営指導員が連携しフォローアップ支援を行う。 
経営指導員は、専門家による事業者訪問に同行し、課題を共有しながらより高度な支援

を行う。 
 

(3) 計画の実行に必要とする事業資金の支援 
事業計画の実行に向けて、売上増大や収益の安定的確保等、事業の持続的発展を目指す

事業者に対し、計画に基づく設備投資やそれに付随する運転資金の必要性が生じた場合、
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その資金調達の相談に応じ、特に融資限度額・融資期間等事業者に有利なマル経融資（小

規模事業者経営改善貸付）を始めとし、当会独自の区内金融機関提携による「守山ビジネ

スローン」、県・市信用保証協会制度融資、名古屋市小規模事業金融公社資金、「小規模事

業者経営発達支援融資制度」も併用し、融資制度の積極的活用を推進する。 
 

(4) 事業計画実行に向けた国・県の施策の積極的活用の支援 
策定した事業計画の実行に向けて、国・県の施策や各種補助金の周知を行い、特に小規

模事業者持続化補助金の積極的活用を推進する。 
 

(5) 創業者のフォローアップ巡回 
創業者に対し、創業後も重点的にフォローアップを行う。 

特に、巡回に重点を置き、事業の進捗状況、事業計画に対する売上、利益率等の確認を行

うと共に、直面する課題を抽出し、専門家派遣等の活用や創業補助金の活用等により課題

解決に向けての支援を行う。 
(6) 事業承継支援 

事業承継対象者の計画実行支援に当たり、「愛知県事業引継ぎ支援センター」等の支援機

関と連携しながら事業承継が円滑に行えるよう支援を行う。 
また、計画策定後に高齢や後継者の不在により事業継続が困難となった事業者に対し、

自身引退後の事業譲渡や創業者を含む他の事業者への設備の貸与等のフォローアップ支援

及びマッチング支援もあわせて行う。 
 

【目 標】 

事業計画の実現には、販路開拓、自社商品・サービスのプロモーション、ホームページを

中心とした電子媒体の活用等、小規模事業者が不得意とする分野を克服する必要があり、事業

者ごとに新たな課題を抽出し、課題解決に向けて重点的に支援すると共に、策定した事業計画

が着実に遂行できるように、３か月に一度以上巡回訪問し、計画の進捗状況の確認を行うと共

に各種支援機関、専門家、施策を活用しながら必要な指導・助言を行なう伴走型の支援に努め

る。 

支 援 内 容 ２９年度見込 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

事業計画策定後のフォローアップ支援

延べ回数 １０回 ２００回 ２００回 ２００回 ２００回 ２００回 

内「事業計画策定後の専門家による

フォローアップ支援延べ回数」 ５回 ５０回 ５０回 ５０回 ５０回 ５０回 

内「創業者の事業計画策定後フォロ

ーアップ延べ回数」 ５回 ４０回 ４０回 ４０回 ４０回 ４０回 

※事業計画策定後のフォローアップ支援件数について、初年度の事業計画策定件数は、小規模事業者４０件、創業

１０件で、合計５０件の目標です。この５０件の事業計画の策定者に対して３か月に一度以上の伴走型の支援を

行うこととなり、４回×５０件＝２００回のフォローアップ支援を行う。 

尚、上記のフォローアップ支援のうち、各種支援機関、専門家の支援を含む。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)現状と課題 

これまで小規模事業者が販売する商品・サービス等については、必要な時に各種統計資料

などで収集・提供するのみで、需要動向調査は行っていなかった。 

また、事業者においてもマーケットインの考え方が浸透しておらず、こうした情報のニー

ズも少なかった。 

しかし、ライフスタイルの多様化により、消費者ニーズも変化していることから、 需要

動向調査は事業計画の策定や販路開拓のため、また、新たな商品・サービスの開発や経営判

断を行うために必要な情報となることから、有効に活用する必要がある。 

 

 (2)目的 

  今後はマーケットインの考え方により、地域内での消費者の需要動向の情報を収集・整

理・分析し、小規模事業者に提供することが必要不可欠であり、経営判断や事業計画策定の

資料として 有効に活用するとともに、買い手のニーズを踏まえた新たな商品・サービスの

開発や改良を目的とする。  

 

(3)事業内容 

ア．イベント開催時における個社の需要動向調査 

地域内の需要動向を把握するため、当地域の消費喚起歳末大売り出しイベントである「元

気まつりセール」の参加店舗の来店者を対象に、イベントに参加している小売業者、飲食

業者、食品製造業者、サービス業者（理・美容業者含む）７４社が提供する商品やサービ

スについて「消費者ニーズ・満足度調査」の実施を支援する。 

なお、本イベントの本年度の参加企業実績は、小売業者２５件、飲食業者１９件、食品

製造業者５件、サービス業者２５件、（理・美容業含む）であり、調査対象事業者数はこの

参加実績を想定した数字とした。 

①調査対象とする商品・サービス等 

     本調査は、イベントにより来店者数が増える機会を捉えて、店頭で実施するものであ

るが、当該店舗の既存の商品・サービス等を日常的に購買、利用する顧客に対して需要

動向を調査しても大半が「満足度が高い」という調査結果になることが予想される。 

従って、調査を行う商品・サービス等は、新たに開発もしくは改善したもの、又はし 

ようとするものであって、今後、販売を強化する商品等を対象とする。 

尚、対象商品の選定については、事前に事業者と商工会担当職員が協議し、決定する。 

②調査項目 

調査項目は最低限、次の項目を具備することとし、個々の商品・サービス等の特性に 

応じて追加する。追加する項目は、事業者と商工会担当職員が協議し、調査票を作成す 

る。 

なお、評価は、５段階（満足～不満等）とする。 

ａ. 属性情報(全業種共通) 
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性別・年代・居住地・職業など 

ｂ.小売業 

商品のイメージ・満足度(価格含む)・希望する取扱商品・来店頻度・接客態度など 

ｃ.飲食業 

味・ボリューム・商品イメージ・満足度(価格含む)・希望するメニュー・来店頻度・

接客態度など 

ｄ.食品製造業 

味・ボリューム・パッケージ（商品イメージ）・満足度(価格含む)・ 希望する製造品

など 

e.サービス業 

満足度(価格含む) ・改善点・希望するサービス・店舗イメージ・来店頻度・接客態

度など 

③調査方法 

・各店舗店頭において、11 月～1 月の３か月間に１企業当たり２０件以上の調査票を回

収する。 

・飲食業や食品製造業については、試食を提供してアンケート調査を行う。 

・調査票と引き換えに後日抽選で賞品が当たる「ラッキーカード」を配付し、回収率を

高める。(賞品は商工会が提供する。) 

・調査票の回収に際しては、単にペーパーの授受を行うのではなく、顧客とのコミュニ

ケーションを図るなどして、本調査の目的を達成できるよう工夫する。 

商工会担当職員は、上記の項目が個々の店舗において円滑に実施できるよう事業者を

支援する。 

④活用方法 

調査を通じて得た情報を整理、分析することにより、販売ターゲットである実際の消

費者が個々の製商品・サービスに対してどのような反応・意見があるかを把握し、需要

動向調査を実施した当該小規模事業者にフィードバックし、販売戦略・商品戦略・広報

戦略等の判断や事業計画の策定の際、また商工会がそれらを支援する際に活用する。 

イ．通常営業時における個社の需要動向調査 

地域内の需要動向を把握するため、小売業者、飲食業者、食品製造業者、サービス業 

者（理・美容業者含む）１０社が提供する商品やサービスについて「消費者ニーズ調 

査」の実施を支援する。 

① 調査対象とする商品・サービス等 

調査を行う商品・サービス等は、新たに開発もしくは改善したもの、又は、しようと 

するものであって、今後、販売を強化する商品等を対象とする。 

なお、対象商品の選定については、事前に事業者と商工会担当職員が協議し決定する。 

②調査項目 

上記「ア．」に同じ 

③調査方法 

・各店舗店頭において、通年に、１企業当たり５０件以上の調査票を回収する。 
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・飲食業や食品製造業については、試食を提供してアンケート調査を行う。 

・調査票の回収に際しては、単にペーパーの授受を行うのではなく、顧客とのコミュニ

ケーションを図るなどして、本調査の目的を達成できるよう工夫する。 

商工会担当職員は、上記の項目が個々の店舗において円滑に実施できるよう事業者を 

 援する。 

④活用方法 

上記「ア．」に同じ 

   ウ．展示会・商談会等における個社の需要動向調査 

     事業計画を策定した事業者や出展を希望する事業者を対象に、より市場に受け入れら 

れる製品（商品）・サービス等の開発や改良に資するため、展示会・商談会等の来展者 

向け（バイヤー）にアンケートを実施する。 

① 調査対象とする製品（商品）・サービス等 

調査を行う製品（商品）・サービス等は、新たに開発もしくは改善したもの、または、 

しようとするものであって、今後、販売を強化する製品（商品）等を対象とする。 

なお、対象製品（商品）の選定については、事前に事業者と商工会担当職員が協議 

し決定する。 

② 調査項目 

a. 製品（商品）への評価「５段階（非常に良い～非常に悪い等）等」 

b. 出展者に対する求める技術及び技能についての意見 

c. 製品（商品）・サービスに対するアイデア（企画）についての意見 

d. 競合製品（商品）・サービスとの比較などの意見 

③ 調査方法 

・展示会・商談会等出展各ブースにおいて、１企業当たり２０件以上の調査票を回収す 

る。 

・調査票の回収に際しては、単にペーパーの授受を行うのではなく、バイヤーとのコミ 

ュニケーションを図るなどして、本調査の目的を達成できるよう工夫する。 

商工会担当職員は、上記の項目が個々のブースにおいて円滑に実施できるよう事業者 

を支援する。 

④ 活用方法 

調査を通じて得た情報を整理、分析することにより、販売ターゲットであるバイヤ 

ーが個々の製品（商品）・サービスに対してどのような反応・意見があるかを把握し、 

需要動向調査を実施した当該小規模事業者にフィードバックし、営業戦略・製品開発戦 

略・広報（インターネット等活用による情報）戦略等の判断や事業計画の策定の際、ま 

た商工会がそれらを支援する際に活用する。 

エ．市場情報(日経ＭＪ、日経テレコン２１ＰＯＳ情報)の活用 

「日経ＭＪ」からは消費や流通などのマーケティング情報を、「日経テレコン２１ＰＯＳ

情報」からは、全国のスーパーマーケット店頭で販売されている加工食品・家庭用品のＰ

ＯＳデータに基づく売れ筋商品ランキング情報を収集し、刻々と変化する市場の動向を正

確に把握する。 
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①調査項目 

情報入手先 調査項目 

日経ＭＪ 
・ヒット商品情報 

・消費者ニーズ 等 

日経テレコン２１ＰＯＳ情報 

・商品分類ごとの売れ筋商品ランキング 

・金額シェア 

・平均価格 等 

②活用方法 

小売業・サービス業など直接、事業者が取り扱う商品はもとより、製造する部品が使

用されている商品、保有する技術によって生み出されている商品等の情報を収集するこ

とで、「ア．」、「イ．」、「ウ.」で実施した需要動向調査の結果と照らし合わせて、経営判

断や事業計画の策定の際、また、商工会がそれらを支援する際の補助的な資料として活

用する。 

 

(4)目標 

項   目 29 年度見込 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

イベント開催時における個社の需要

動向調査企業数 
７４ ７４ ７４ ７４ ７４ ７４ 

上記の調査票回収数 

(1企業当たり 20件以上) 
1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 

通常営業時における個社の需要動向

調査企業数 
5 10 10 10 10 10 

上記の調査票回収数 

(1企業当たり 50件以上) 
50 500 500 500 500 500 

展示会・商談会等出展対象需要動向

調査企業数 
5 10 15 21 24 30 

上記の調査票回収数 

(1企業当たり 20件以上) 
100 200 300 420 480 600 

 

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)現状と課題 

今後人口減少等による需要縮小が起こることが確実視されており、この地域でも需要縮小

は深刻であることが予想される。 

このような状況の中、小規模事業者は「既存の営業力・販売力の維持強化」や「新規顧客・

販路の開拓」が最大の課題となっている。 

また、これまで多くの小規模事業者は、自社の商品・サービス等のＰＲに取り組む意識を

欠き、新たな需要開拓に至っていないことが課題となっている。 

(2)目的 
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地域の小規模事業者の業況はますます厳しくなっていくことが予測されることから、小規

模事業者が「営業力強化・販路開拓」という課題や「自社の商品・サービス等のＰＲに取り

組む意識の喚起」といった課題を乗り越えるための支援を行うことを目的とする。 

(3)支援対象者 

事業計画の策定を支援した小規模事業者・新規創業者・第二創業者・事業承継者等及び販

路開拓支援を希望する小規模事業者 

(4)事業内容 

販売の伸び悩みを打開し、新規取引先を開拓する取組みを行う小規模事業者が効果的、効

率的に県内外の販路開拓を実現することで、持続的発展につなげる。 

また、小規模事業者が、自社のターゲットに見合う展示会や商談会に出展し、出展サポー

トや情報発信の支援、フォローアップを受けることで新たな取引先の開拓に繋げていく。  

ア．展示会・商談会への出展支援 

展示会・商談会などの情報を商工会のＨＰやＳＮＳ等で情報を発信し、積極的な参加を

促し、出展支援を行う。 

①支援を行う展示会等 

展示会等名 内   容 

ニッポン全国物産展 全国商工会連合会主催の展示会 

メッセナゴヤ 
愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所共催の日本最大級

のビジネス商談会 

②出展前の支援 

・消費者やバイヤーに対して商品への興味、関心を抱いてもらえるような展示方法、ブ

ース内レイアウト、説明資料の作成、プレゼン手法等について、経営指導員と国・県

等の専門家派遣制度を活用しながら支援を行う。 

・事前の準備やイベントの運営について、商工会職員が可能な限りサポートし、より多

くの商談機会を得られるよう支援する。 

・消費者、バイヤーに対するアンケートの項目等を整理し、調査票作成の支援を行う。 

③出展後の支援 

・消費者アンケートの結果を整理・分析し、新商品の開発や改良につなげる支援を行う。 

・商談後に持続的な取引につなげていくコツや、その後の関係を継続させる方法につい

て専門家等の意見も踏まえ支援していく。 

イ．アンテナショップへの出展支援 

展示会・商談会は会場で来場者に対応するなど小規模事業者にとっては人的な負担が大

きく、出展できない事業者があるため、人的な負担が少ないアンテナショップへの出展を

支援する。 

①支援を行うアンテナショップ 

ショップ名 内   容 

むらからまちから館 全国商工会連合会のアンテナショップ 

まるッと！あいち 愛知県商工会連合会事業主体のアンテナショップ 
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②出展前の支援 

・出品を希望した事業者に対して、商工会が出品手続きの仲介を行う。 

・商品・サービス等に興味、関心を抱いてもらえる展示方法、説明資料の作成、プレゼ

ン手法についてアドバイスする。 

・消費者アンケートの項目等を整理し、調査票の作成支援を行う。 

③出展後の支援 

・消費者アンケートの結果を整理・分析し、新商品の開発や改良につなげる支援を行う。 

ウ．ⅠＴの活用による販路開拓支援 

インターネットの普及により、既存の商圏の枠を超えて販路を拡大することが可能とな

っており、自社のホームページを持たない小規模事業者の新商品、新サービス等の開発等

の取組みについて、ホームページを開設して情報発信を行えるよう支援する。（「ＳＨＩＦ

Ｔ」を活用） 

また、ショッピングサイトによる新規顧客、取引先の獲得に向けた支援を実施する。（「ニ

ッポンセレクト.com」を活用） 

①支援を行うメニュー 

メニュー名 内   容 

ＳＨＩＦＴ 
全国商工会連合会の事業者支援システムで、ホームペー

ジの開設、更新が簡易な操作でできる。 

ニッポンセレクト.com 
全国商工会連合会の公式ショッピングサイトで、日本全

国の隠れた逸品や特産品が見つかる。 

②ホームページの開設前、ショッピングサイトへの出展前の支援 

・消費者に対して、商品・サービス等に興味、関心を抱いてもらえるサイトの見せ方、

説明文の作成についてアドバイスする。 

・専門的な指導・助言が必要な場合は愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構（愛知

県よろず支援拠点）、ミラサポ等の専門家を活用し支援を行う。 

③ホームページの開設後、ショッピングサイトへの出展後の支援 

・サイトのコンテンツは常に更新され、最新の状態で消費者の目に触れるよう、継続的

に指導し、売上拡大に向けてフォローアップを行う。 

エ．ビジネスパートナーマッチング（ＢtoＢ）支援 

 製造業等の小規模事業者が自社の技術・製品情報を Web で発信することにより、新た

な取引先の開拓に繋げられるように指導と支援を行う。 

①利用する Webサイト 

Webサイト名 内   容 

J‐GOODTECH(ｼﾞｪｸﾞﾃｯｸ) 

中小企業基盤整備機構が運営するビジネスマッチングサ

イトで、登録企業の製品・技術・サービス等の情報を検

索し、最適なビジネスパートナーを多くの登録企業から

見つけることができる。 

100万会員ネッワーク 全国商工会連合会が運営する小規模事業者支援サイト
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で、事業者間交流、事業所 PR、役立つ情報検索が可能な

総合コミュニティ。 

②サイト利用前の支援 

・出展企業や製品そのものに興味、関心を抱いてもらえる登録サイトの見せ方、説明資

料等についてアドバイスする。 

・専門的な指導・助言が必要な場合は愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構（愛知

県よろず支援拠点）、ミラサポ等の専門家を活用し支援を行う。 

③出展後の支援 

・ビジネスパートナーとの商談後に持続的な取引に繋げていくコツや、その後の関係を

継続させる方法について専門家等の意見も踏まえて支援する。 

・商談した内容やビジネスパートナーからの反応を事業者からヒアリングし、今後の展

開について専門家の指導が必要な場合は、国・県の専門家派遣制度を活用し支援を行

う。 

(5)目標 

項   目 29 年度見込 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

展示会・商談会への出展支援事業者数 5 10 15 21 24 30 

上記支援による取引先・売上増加事業者数 1 3 5 7 8 10 

アンテナショップへの出展支援事業者数 5 10 15 21 24 30 

上記支援による取引先・売上増加事業者数 1 3 5 7 8 10 

ＳＨＩＦＴによる販路開拓支援事業者数 5 10 15 21 24 30 

上記支援による取引先・売上増加事業者数 1 3 5 7 8 10 

ニッポンセレクトへの登録事業者数 5 10 15 21 24 30 

上記支援による取引先・売上増加事業者数 1 3 5 7 8 10 

J‐GOODTECH への登録事業者数 5 10 20 30 40 50 

上記支援による取引先・売上増加事業者数 1 5 10 15 20 25 

100 万会員ネッワークへの登録事業者数 60 80 100 120 140 160 

上記支援による取引先・売上増加事業者数 12 16 20 24 28 32 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

１．地域活性化事業 

名古屋市、名古屋市商店街振興組合連合会、守山商工会、鳴海商工会、有松商工会との「名

古屋市商店街活性化協議会」を計３回行い、今後の地域経済活性化の方向性を検討する。 

また、検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、消費の喚起と市内の経済活性化を図ると

ともに商店街の再生を目的とした「商店街元気まつり」を開催するとともに、守山区独自のプ

レミアムセールを開催し、守山区の更なる地域経済活性化を図る。 

更に、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、市内の三商工会（守山・鳴海・有松）、市内

の商店街、百貨店組合、チェーンストア協会で構成した「なごや商業フェスタ」を名古屋市内
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の商業者（大型店、量販店、商店街、個店）が一体となりプレミアセールを行い、市内の経済

活性化を図るとともに消費喚起を行う事業を展開しており、この他にもなごや商業フェスタ同

様の構成員で、市内の子育て家庭を支援し、地域貢献・販促に繋がる「ぴよかカード事業」（な

ごや未来っ子応援協議会）も引き続き積極的に参加し、地域経済活性化としていく。 

 

（事業内容） 

(1)名古屋市、名古屋市商店街振興組合連合会、守山商工会、鳴海商工会、有松商工会で構成

する「名古屋市商店街活性化協議会」を計３回行い、会議に於いて、商店街を中心とした

地域経済の活性化の方向性について検討する。 

(2)市内の消費拡大を目的とした「商店街元気まつり」や「なごや商業フェスタ」、「ぴよかカ

ード事業」を実施すると共に、地域イベントを区内の商店街組織で開催。又、各地の地域

イベントにて開発商品の試食販売や製品の展示紹介を行う。 

(3)区内の消費喚起を図るべく、区内全域にて販促事業の「元気まつりセール」を開催する。

（抽選で豪華賞品が貰える大売出しで、区内全発展会が参加している商業部会の事業） 

(4)名古屋市守山区が主催する「守山区民まつり」に出店協力し、地域活性化に協力。 

(5)「歴史の里」構想に付随し、市内では初となる「道の駅」を守山区上志段味に誘致要請し、

名古屋市と共に同地区の観光魅力と集客増、又、商店街と近隣店舗の売上アップを図る。 

更に、東名高速道路守山パーキングのスマートインターチェンジ化により交通アクセスが

便利となり、志段味地区が更に活性化が見込まれるので、守山区の新たな観光地として行

く。名古屋市と共にＰＲ活動を行い、同地区から区内全体に活性化が波及するように努め

る。なお、ＰＲに伴う販促事業も展開し、地域経済を盛り上げていく。 

 

（目標） 

愛知県、名古屋市の協力をもとに、市内商業者が力を合わせて事業を推進する。又、区内独

自の事業をプラスし、更なる消費を喚起して地域経済の活性化を図る。 

項目 ２９年度見込 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

開催回数 ５ ８ １０ １０ １２ １２ 

参加店数 １８０ ２３０ ２８０ ３３０ ３８０ ３８０ 

来場者数 101,000 102,000 103,000 104,000 105,000 105,000 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

(1)情報交換を行う相手先と方法 

ア．中小企業基盤整備機構（中小企業大学校） 
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毎年瀬戸校研修受講・校長・担当者来会し情報提供と情報交換を行う。 

イ．公益財団法人あいち産業振興機構（愛知県よろず支援拠点） 

説明会、交流会に参加し、新商品製品開発と販促、経営分析など実施する。 

ウ．名古屋市商店街振興組合連合会 

名古屋市商店街活性化協議会への出席し、市内商店街の活性化事業推進を図る。 

エ．日本政策金融公庫 

マル経協議会への出席し、各地域情報交換とマル経・第二マル経の推進を図る。 

オ．名古屋北税理士会 

記帳指導・確定申告（e-TAX）等懇談会で事業の円滑化を図る。 

カ．名古屋北法人会 

小規模事業者法人に対し講演会を後援実施し税制の理解を図る。 

キ．新商品開発等のための各種支援機関 

・あいち産業科学技術総合センター 

・名古屋市工業研究所 

・名古屋市中小企業振興センター 

・公益財団法人名古屋振興公社 

・名古屋観光コンベンションビュロー 

・名古屋市教育委員会（しだみこちゃん） 

・守山区役所（モリスちゃん） 

 

平成２９年度から各機関と懇談会を実施 

する。 

 

           

(2)情報交換を行う頻度 

（当会との会議・打ち合わせ会及び説明会・交流会等） 

支援機関 29年度見込 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ア．中小機構打合せ回数  ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

イ．よろず支援説明会・交流

回数 
１ １ １ １ １ １ 

ウ．名商連（市活性化協議会）

回数 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

エ．日本政策公庫協議会回数 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

オ．名北税理士会会議回数 
１ １ １ １ １ １ 

カ．北法人会講演会回数  
１ １ １ １ １ １ 
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キ．各種支援機関懇談会 
１ １ １ １ １ １ 

 

(3)情報交換の狙い、考え方 

上述支援機関の開催する研修、会議に出席し、支援ノウハウ、支援の現状、需要の開拓に

寄与する事業については、積極的に参加し情報交換をする。 

なお、当会金融委員会委員長は、三菱東京ＵＦＪ銀行の守山支店支店長が委員長であり、

区内全金融機関の支店長は、地区総代であるので、区内全金融機関全店向けに発達支援に係

る懇談会を開催し、出席要請を求め、情報交換、事業（小規模事業者支援機関連携・アンケ

ート調査・協調融資等）協力を求めて行き、調査結果と課題解決に向けての取り組みと実施

状況を報告し、守山区の発展に資する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1) 資質向上等の取り組みに対する考え方 

愛知県・名古屋市が主催する「各種セミナー」の参加に加え、愛知県商工会連合会・名

古屋商工会議所が主催する研修や中小企業大学校の主催する研修に経営指導員が年間１

回以上参加することで、売上げや利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

組織内では、経営指導員のノウハウを共有し、組織力を高める。又、若手経営指導員に

ついては、巡回・窓口指導に於いて、ベテラン経営指導員とチームを組んで小規模事業者

を支援することを通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、OJT により伴走型

の支援能力の向上を図り、小規模事業者の事業拡大業績向上に指導・助言を行う。 

 

(2)研修事業等、職員の能力向上に関する取組み 

ア．小規模事業者の販路開拓指導には、マーケッティングの知識が必要となる。マーケティ

ング力を高める研修（中小企業大学校、名古屋市等主催）に職員を参加させ、小規模事業

者の販路を拡大し、売上げ増に繋げるように指導力アップを図り、巡回・窓口指導にて実

践する。 

イ．販路開拓指導には、営業力も兼ね備えていなければならないので、営業力を高め研修（中

小企業大学校、名古屋市等主催）に職員を参加させ営業ノウハウを学び、小規模事業者の

営業力強化指導ができる人材に育て上げ、会にとっては、愛知県下トップの会員数維持と

商工会では、全国１位の会員数への貢献が出来る人材となれるように積極的に研修に参

加・受講させ、巡回指導と講習会を実施していく。 

ウ．日本政策金融公庫マル経資金の相談・申込みが多い（商工会では全国２位の取扱い件数・

金額）ので、公庫担当者と勉強会を行い、「小規模事業者経営発達支援資金（第二マル経）」

の取扱いに向けて経営指導員等の資質向上を図る。 

エ．関係機関から研修・講習・講演会の案内に対して積極的に参加し知識の向上に努める。 

オ．全国商工会連合会のＷＥＢ研修受講し、知識の向上に努める。 

カ．経営指導員等は、資格習得に努め、知識と指導力の向上に努める。 
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＜成功事例＞ 

資金繰りが厳しい企業に対し、経営指導員の指導や専門家派遣診断を行い、資金繰り相談

支援を行い、日本政策金融公庫と協議し、金融委員会で推薦承認を貰い、経営改善貸付にて

資金繰りの改善、事業の立て直しを行っている。この事例が、当会は特に多く、マル経資金

取扱の多い所以である。 

マル経で対応できない事例は、地域金融機関提携のビジネスローン等で対応する体制が出

来ている。このマル経推薦に際し、指導員ごとの財務分析と財務諸表の見方を各自が勉強し、

指導員同志がマル経取扱に対し事例と情報交換を行い、経営者の資質と事業展開を予測し、

企業と人を見極め、判断する「目」と「指導力」を常に養っている。 

また、会員獲得では、加入勧奨として企業への飛び込み営業を展開しており、営業力を指

導員は持ち合わせている。この営業力を小規模事業者へ伝授し、売上げアップに繋げる指導

としたい。 

更に、年間 800事業者程の確定申告相談指導を行っており、小規模事業者の業況把握もし

ており、同業他社比較分析も可能である。なお、補助員も対応中である。 

これらの指導員の指導力に加えて、専門家を交えての指導力で経営発達支援各種事業に生

かし、守山区と企業の発展、業績拡大向上に繋げ、貢献させたい。更に、発達支援遂行に際

し、資金繰りで困った場合は、第二マル経で資金繰りに貢献していく。 

 

 

指導項目 
平成 29 

年度見込 

平成 30 年

度 

平成 31 年

度 

平成 32 年

度 

平成 33 年

度 

平成 34 年

度 

金融相談 

指導件数 
550 600 650 700 750 800 

税務相談 

指導件数 
1,200 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 

経営相談 

指導件数 
900 920 950 1,000 1,025 1,050 

労務相談 

指導件数 
300 320 350 400 450 500 

情報化相談

指導件数 
80 100 130 150 180 200 

商工会施策

（加入勧奨）

件数 

1,900 1,920 1,950 2,000 2,050 2,100 

※商工会施策は、商工会会員加入勧奨と中小企業共済加入勧奨件数。 

 

(2) 組織内での情報の共有体制 

下記の受講した支援ノウハウ及び研修内容を活用した小規模事業者への経営状況分析

結果等を朝礼のミーティングにて、受講者本人から概要発表報告を行い、詳細を回覧にて
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報告し、情報の共有化を実施。又、人前での発表報告が指導力の向上にも繋がっている。

尚、組織全体で毎月１回情報交換会議を以下の内容を議題とし、実施して行く。 

又、実際に行った経営支援の内容を、経営カルテシステムを活用してデータベース化し、

直接支援した職員以外の職員でも支援ノウハウが共有でき、同水準の支援が可能となる体制

を構築する。    

ア．小規模事業者に対するヒアリング手法 

イ．効果的・効率的な支援の在り方 

ウ．新事業や補助金など課題解決につながる提案方法 

エ．事業計画書策定の手法  

☆受講研修内容実績一覧 

受 講 研 修 名 対 象 者 開催回数 実 施 主 体 

経営指導員等研修 経営指導員 年４回 愛知県商工会連合会 

管理職研修 管理職職員 年２回 愛知県商工会連合会 

中堅職員研修 中堅職員 年２回 愛知県商工会連合会 

東尾張支部経営指導員研修 経営指導員 年４回 東尾張支部経営指導員

会 

東尾張支部補助員研修 補助員 年３回 東尾張支部補助員会 

東尾張支部記帳指導職員研修 記帳指導職

員 

年２回 東尾張支部記帳指導職員

会 

経営支援事例発表会 管理職職員 年１回 愛知県商工会連合会 

新入職員研修 新入職員 年１回 愛知県商工会連合会 

経営支援実務研修会 新入職員 年２回 愛知県商工会連合会 

商工会職員基本能力研修 新入職員 年２回 愛知県商工会連合会 

商工会職員研修 全職員 年２回 商工会職員協議会 

マル経協議会 経営指導員 年１回 日本政策金融公庫 

設備資金貸付担当者会議 経営指導員 年１回 あいち産業機構 

中小企業大学校研修 経営指導員 年１回 中小企業基盤整備機構 

税理士会確定申告指導懇談会 
経営指導員 

記帳指導職員 年１回 名古屋北税理士会 

ＷＥＢ研修 全職員 通年 全国商工会連合会 

中小企業共済代理所会議 全職員 年１回 愛知県中小企業共済 

    

  ３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法に評価・検証を 

行う。 

(1)愛知県、名古屋市、各種支援関係機関の外部有識者より、事業の実施状況、成果の評価・

見直し案の提示を行う。 

(2)会内部の支部会、部会、委員会、役員会（理事会）に於いて、評価・見直しの方針を決定

する。 
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(3)事業の成果・評価・見直しの結果については、当会の支部会、部会、委員会、役員会（理

事会）、協議会へ報告し、意見指摘事項があれば改善に取り組み、承認を受ける。 

(4)事業の成果・評価・見直しをＰＤＣＡサイクルに基づき実施し、その結果を当会ホームペ

ージ（http://www.gctv.ne.jp/~morisci/）で計画期間中公表する。 

(5)第三者からの評価として、各商店街組織が自治会との繋がりがあるので、自治会にアンケ

ートを求め、結果に基づき事業の見直しを行う。 

(6)自治会との繋がりがある商店街組織の役員を通じて、自治会の会合に役、職員が出席させ

て頂き、地域の現場の声を聴き、事業の評価、見直しを検討し、地域に根差した事業内容

となるようにして行く。（出席許可が頂ける地域のみでもかなり参考になると思われる。） 
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（別表２）経営発達支援事業の実施体制 

（１）組織体制 

 
（２）連絡先 

住  所：愛知県名古屋市守山区守山２丁目８番５４号 

電話番号：（０５２）７９１－２５００ 

ホームページアドレス：http://www.gctv.ne.jp/~morisci/ 

Ｅ－mail  morisci@gctv.ne.jp 

 

mailto:morisci@gctv.ne.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） 

 平成 30 年

度 

平成 31 年

度 

平成 32 年

度 

平成 33 年

度 

平成 34 年

度 

必要な資金の額 ５３，０００ ５３，５００ ５４，０００ ５４，５００ ５５，０００ 

 

小規模企業支援

事業費 

１  委員会開催

費 

２  調査等事業

費 

３  講習会等開

催費 

４  展示会等参

加費 

５  産業祭等参

加費 

 

人件費（1２名） 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

 

５０，０００ 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

 

５０，５００ 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

 

５１，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

 

５１，５００ 

 

 

 

 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

 

５２，０００ 

 

 

 

 

 

（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 

１ 愛知県小規模事業経営支援事業費補助金（人件費・事業費） 

２ 国・全国連等の補助金（事業費） 

３ 市町村補助金（商工会運営補助金等） 

４ 会費収入（補助金不足分を補填） 

５ 参加負担金（講習会・展示会等、参加費を徴収する場合は記載） 

６ 財政調整引当預金の一部取崩し（当会の会館補修積立金一部取崩し） 

（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。 



３４ 
 
 

（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 

経済動向・需要動向調査における情報の収集・分析と専門家による経営状況の分析・課題抽出・事

業計画策定支援・課題解決・販路開拓・事業承継支援の指導・助言。経営発達支援事業の実施に際

し、資金繰りに於いて支障を来す場合に、小規模事業者発達支援資金にて対応。もしくは、支援が

不可能な場合には、区内金融機機関と提携しているビジネスローンにて資金支援。又、創業支援の

場合も同様の扱いで、小規模事業者の円滑な資金繰りの支援も図る。 

連携者及びその役割 

・経済動向・需要動向調査における情報の収集・分析 

・専門家による経営状況の分析・課題抽出・事業計画策定支援・課題解決・販路開拓支援・事業承

継支援・各種施策利用について・区内活性化についての指導・助言。 

・日本政策金融公庫…資金繰り支援（小規模事業者経営発達支援資金） 

・区内金融機関…資金繰り支援（第２マル経にて支援が不可の場合には、「守山ビジネスローン」に

て対応） 

連携体制図等 
 

 

小 規 模 事 業 者 

 

 

守 山 商 工 会 

 
日本政策金融公庫   区 内 金 融 機 関（区内全店） 

（当会会員） 

・中小企業基盤整備機構       ・三菱東京 UFJ銀行 

・愛知県                ・名古屋銀行 金融審査会 

・名古屋市（守山区役所）        ・愛知銀行      （金融委員） 

・あいち産業振興機構（よろず支援）   ・瀬戸信用金庫 

・愛知県商工会連合会（近隣商工会）  ・十六銀行 

・名古屋市商店街振興組合       ・大垣共立銀行 

・名古屋北税理士会          ・中京銀行 

・名古屋北法人会           ・第三銀行 

・あいち産業科学技術総合センター   ・岐阜信用金庫 

・名古屋市工業研究所         ・東濃信用金庫 

・名古屋市中小企業センター      ・中日信用金庫 

・公益財団法人名古屋産業振興公社   ・東春信用金庫 

・名古屋観光コンベンションビュロー     ・なごや農協   ビジネスローン提携外 

・名古屋市教育委員会         ・ゆうちょ銀行   （個別に対応） 

 
 



３５ 
 
 

 

・日本政策金融公庫名古屋中支店 国民生活事業統轄：渡邉博樹 名古屋市中区錦 1-11-20 

・中小企業基盤整備機構中部本部 本部長：花沢文雄 名古屋市中区錦 2-2-13    

・愛知県 知事：大村秀章 名古屋市中区三の丸 3-1-2                  

・名古屋市 市長：河村たかし 名古屋市中区三の丸 3-1-1（守山区役所 区長：三宅基幸 守山区小幡 1-3-1） 

・あいち産業振興機構 理事長：森 鋭一 名古屋市中村区名駅 4-4-38 

・よろず支援拠点 コーディネーター 多和田悦詞 名古屋市中村区名駅 4-4-38 

・愛知県商工会連合会 会長 森田哲夫 名古屋市中村区名駅 4-4-38 

・名古屋市商店街振興組合 理事長 坪井明治 名古屋市中区栄 2-5-1宝第一ビル     

・名古屋北税理士会北支部 支部長：浅野哲司 名古屋市北区田幡 2-12-14 明治安田生命黒川ビル         

・名古屋北法人会 会長：徳永 和人 名古屋市北区清水 5-5-3名北フロントビル        

・あいち産業科学技術総合センター 所長：加藤和美 豊田市八草町秋合 1267-1   

・名古屋市工業研究所 所長：淺尾文博 名古屋市熱田区六番 3-4-41        

・名古屋市中小企業振興センター 所長：太田宜法 名古屋市千種区吹上 2-6-3    

・公益財団法人名古屋産業振興公社 理事長：壺谷幸也 名古屋市千種区吹上 2-6-3   

・名古屋観光コンベンションビュロー 理事長：堀崎 亘 名古屋市中区栄 2-10-19名古屋商工会議所ビル         

・名古屋市教育委員会 委員長：杉崎正美 名古屋市中区 3-1-1   

・三菱東京 UFJ 銀行守山支店  支店長：中田昌秀 名古屋市守山区東山町 12-23 

・名古屋銀行守山支店 支店長：柴田正彦 名古屋市守山区永森町 364 

・名古屋銀行喜多山支店 支店長：石田信一 名古屋市守山区喜多山 1-1-22 

・愛知銀行守山支店 支店長：酒井 敏 名古屋市守山区守山 3-4-18 

・愛知銀行大森支店 支店長：山田 誠 名古屋市守山区大森 5-114 

・瀬戸信用金庫四軒家支店 支店長：長谷川友久 名古屋市守山区四軒家 2-738 

・瀬戸信用金庫大森支店 支店長：野田喜芳 名古屋市守山区大森 4-1708 

・瀬戸信用金庫苗代支店 支店長：中村浩則 名古屋市守山区小幡南 3-1-53 

・瀬戸信用金庫守山支店 支店長：荻本義信 名古屋市守山区守山 3-9-13 

・瀬戸信用金庫川村支店 支店長：加藤智嗣 名古屋市守山区川村町 118 

・十六銀行守山支店 支店長：山口孝博 名古屋市守山区下志段味字上野山 1081-2 

・大垣共立銀行守山支店 支店長：岩田修一 名古屋市守山区東山町 12-29 

・中京銀行守山支店 支店長：吉村浩 名古屋市守山区幸心 3-1101 

・第三銀行喜多山支店 支店長：水野孝昭 名古屋市守山区茶臼前 17-21 

・岐阜信用金庫守山支店 支店長：森本有祐 名古屋市守山区小幡常燈 1-29 

・東濃信用金庫守山支店 支店長：春見明広 名古屋市守山区小幡 3-16-2 

・東濃信用金庫志段味支店 支店長：宮川浩康 名古屋市守山区中志段味西原 2772-1 

・中日信用金庫守山支店  支店長：名倉正彦 名古屋市守山区小幡南 1-24-11 

 ・東春信用金庫守山支店 支店長：野崎智幸 名古屋市守山区小幡中 1-13-46 

・東春信用金庫志段味支店 支店長：中村公一 名古屋市守山区下志段味横堤 1464-1 

・なごや農協志段味支店 支店長：永谷一雄 名古屋市守山区中志段味墓前 2035    

・なごや農協守山支店 支店長：横井孝治 名古屋市守山区守山 1-6-18  

・なごや農協守山東支店 支店長：荒木重徳 名古屋市守山区小幡 4-15-5   

 ・ゆうちょ銀行守山店 店長：安江好道 名古屋市守山区小幡中 2-1-67 
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