
経営発達支援計画の概要 

実施者名 愛西市商工会（法人番号７１８０００５０１３８９８） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

①愛西市、他の連携支援機関等と連携して販路拡大を支援することに 

より、小規模事業者の売上向上を目指し、もって経営基盤強化を図る。

②創業・第２創業支援、事業承継支援により開業及び事業転換を促し、

小規模事業者の持続的な発展を伴走型の支援に切り替え、さらに拡充

を図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(1) 外部景況調査の活用 

(2) 事業者アンケート調査の実施、情報提供 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1) 指導員等により行う経営分析 

(2) 専門家と共に行う経営分析 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

(1) 個別相談者に対する事業計画策定支援 

(2)  経営課題解決型セミナー参加者に対する事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1) 事業計画策定支援後の実施支援 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(1) 小規模事業者個社の需要動向調査 

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) ビジネスマッチングの開催 

(2) 他の連携支援機関主催の展示会・商談会等への参加促進 

(3）ＩＴの活用を通じた販路開拓支援事業 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
(1) 地域経済活性化会議の実施 

(2) 商工会主催の地域活性化事業の拡充実施及び観光協会主催の 

地域活性化事業の連携実施 

 

連絡先 

愛知県愛西市諏訪町郷東７３番地１ 

 愛西市商工会 本所 

 電話番号 0567－24－6122  ＦＡＸ番号 0567－24－6120 

メールアドレス aisai@aichiskr.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援事業の目標 

１．愛西市の概要 
 

（１）地域の風土 
 

当該地域である愛西市は、愛知県北西部に位置し、平成 17 年 4 月 1 日に海部郡佐屋

町・立田村・八開村・佐織町が合併して県下 32 番目に発足した農業振興地域である。「愛

西市の花」はハス、全国的に知られたレンコンの特産地でハス田に咲く花は、市を代表

する自然の風景となっている。花の最盛期には、その美しさに惹かれ多くの人々が訪れ

楽しませている。身近で気品のあるこの花が市民にとって一層親しまれるように、市を

代表するイメージの花として決定した。 

 

愛知県の地図            愛西市の地図  

愛西市はココ 

     
 

木曽川を挟んで北西は岐阜県海津市、南西は三重県桑名市、北は稲沢市、東は津島市、

南は弥富市と接している。愛知県の西部はほぼ木曽川が県境となっているが、愛西市は

木曽川の西岸にも集落が存在し、このあたりでは、長良川が岐阜県、三重県との県境と

なっている。隣接の津島市を北西南から囲む、片仮名の「ヒ」の字の様な地形となって

いる。面積は約 66.7 ㎢で平坦な濃尾平野である。市の面積のうち約５割を農地、県境

には木曽三川と呼ばれる木曽川・長良川・揖斐川の一級河川の下流域にあたり、約２割

を河川などの水面が占め、沖積層から形成された肥沃な土壌を活かした農業が盛んな地

域で、ほぼ全域が海抜０ｍ以下の市街化調整区域が約 95％を占めている。 
市内の気候は、平成 25 年度月平均 6.2℃～28.4℃で年平均 16.4℃、最高気温 11.3℃

～37.2℃の年平均 25.6℃、最低気温△4.2℃～19.3℃の年平均 6.4℃と比較的温暖な地

域となっている。 
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（２）史跡 
 

国指定文化財の「船頭
せんど

平
ひら

閘門
こうもん

」、三重県境付近の愛西市立田町福原にある木曽川と長良

川の間をつなぐ閘門である。当時は水上交通が盛んであり、水位が違う木曽川と長良川

を渡るための施設として、明治 35 年に建設された。付近は公園化され、桜の名所とな

っている。 

県指定文化財の鋳鉄
ちゅうてつ

地蔵
じぞ う

菩薩
ぼ さ つ

立像
りつぞう

、釜地蔵寺に安置されて釜の上に立っていること

から「釜地蔵」と呼ばれ、尾張六地蔵の一つに数えられている。 

ほかにも、戦国武将織田信長の生誕の地として勝幡城跡、大野城址、古木
こ き

江
え

城跡、佐

屋街道、佐屋代官所址、水鶏
くいな

塚
づか

、市
いち

江車
えくるま

車田
くるまでん

址
あと

、俳人の横井也
よ こ い や

有
ゆう

などがある。 

 

（３）交通網 
 

名古屋市の中心地から 20 キロ圏内の都市であり、鉄道や車で約 30 分の範囲にある。

鉄道の駅では、名古屋鉄道の尾西線４駅・津島線で２駅、ＪＲ関西線１駅があり、近

畿日本鉄道名古屋線の２駅にも隣接している。 

主要幹線道路は、市の南北を国道 155 号線、東西には県道 79 号あま愛西線が通り、

市の南部には東名阪自動車道の弥富ＩＣ、蟹江ＩＣが隣接している。 

  

（４）人口の推移 
 

①総人口の推移 

 

本市は、平成 17 年に 4町村が合併して誕生した。本市の総人口は、昭和 55 年から平

成 12 年まで増加し、その後は減少しており、平成 22 年の国勢調査では 64,978 人とな

っている。 

地区別（旧町村単位）で人口の推移をみると、旧立田村、旧八開村では平成 7年を、

旧佐屋町では平成 12 年を、旧佐織町では平成 17 年をそれぞれピークにして微減傾向と

なっている。 
■国勢調査における総人口の推移         ■地区別人口の推移 

 
              

資料：国勢調査             資料：国勢調査 
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②年齢３区分別人口割合の推移 

本市の年齢３区分別人口割合をみると、15～64 歳（生産年齢人口）は、平成７年をピ

ークに減少傾向にある。15 歳未満（年少人口）は、平成 7 年まで急減し、平成 17 年ま

では横ばい傾向であったが、その後は減少傾向にある。65 歳以上（老年人口）は継続し

て増加しており、少子高齢化の傾向が続いている。 

年齢 3区分別人口割合を全国、愛知県と比較すると、本市の高齢化率（総人口に占め

る 65 歳以上人口割合）は愛知県、全国よりも高くなっている。 
■年齢３区分別人口割合の推移        ■年齢３区分別人口割合の国、県比較 

   
資料：国勢調査（平成 12 年までは旧町村を合併した値から算出）     資料：国勢調査（平成 22 年） 

 

（５）産業構造の推移 
 ①業種構成 

 平成２１年をピークにいずれも減少傾向が続いている。特に製造業においては、事業

所数が減少し続けており、約２割が消滅している。 

 ■事業所数の推移 （愛西市の統計より） 
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 ②就業者数の推移 

 

第 3 次産業就業者数と第 2 次産業就業者数は昭和 60 年では同数程度であったが、そ

れ以降は第 3 次産業就業者数が増加し、平成 22 年では全就業者数の約 6 割を占めてい

る。一方、第 2次産業就業者数はやや減少している。本市の産業別就業者割合を全国、

愛知県と比較すると、本市は全国や愛知県よりも第 3次産業就業者割合が低く第 1次産

業就業者割合が高い。 

 
■産業別就業者数の推移                                ■産業別就業者数の国、県比較 

 

4.2

2.3

9.0

25.2

33.6

30.0

70.6

64.1

61.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

愛知県

愛西市

第１次産業 第２次産業 第３次産業

 

 
資料：国勢調査（平成 12 年までは旧町村を合併した値）      資料：国勢調査(平成 22 年) 

 

 



５ 
 

（６）地域の特産品、地域資源 
地域資源として認定されている農産物は、ねぎ、海部れんこん、大根、にんじん、い

ちご、トマト、米がある。特にレンコンは全国４位の出荷額の規模を誇る産地となって

いる。「備中」「ロータスホワイト」「金
かな

澄
すみ

」の 3種を育て、露地栽培・ハウス栽培で

概ね一年中出荷される。市内住民の考える特産品は、圧倒的にレンコンのイメージが強

く、愛知県下、周辺地域においてもレンコンのイメージは強い。 

 

２．愛西市の現況と課題 
①工業 

ものづくり愛知県内にあって自動車大手や工作機械大手からも近い好立地であると

いう地の利により、従来から製造業が多い地域であったが、製造業は 1.(5)産業構造の

推移にもあった通り、減少を続けている。その理由のひとつとして、下請企業がほとん

どで独自性がなかったことが挙げられる。また、新興国の台頭や業界構造の改革が遅れ

たことを背景にした事業主の高齢化、後継者不足、売上の減少等の課題が克服できず、

創業数より廃業数が上回っていることが原因と考えられる。 

 

②商業 

市内および隣接周辺地域の人口と比較して大型店、コンビニが多く進出しているた

め、競争が激しく、顧客を奪われ、ほとんどの個店は廃業に向かっている。また、1.(3)

交通網で述べたとおり、名古屋市へのアクセスの良さから消費購買力の市外流出も影響

している。従来からの店舗が、価格競争の限界、駐車場などの立地の悪さ、事業主の高

齢化、後継者不足、売上の減少、魅力的な商品提供ができていないなど、さまざまな理

由により、廃業に追い込まれている。 

 

③観光 

愛西市観光協会は、平成２３年に発足し、愛西市のキャラクター「あいさいさん」を

利用したグッズの販売やイベントの開催、地区外でのイベントへの参加、木曽川の観光

船運航ルートができたことにより、従来よりも対外的な愛西市をＰＲできている。しか

しながら、まだまだ観光による十分な地域外からの誘引ができていない。 

 

３．愛西市商工会の役割 
①これまでの商工会の取り組みと課題 

愛西市商工会は金融・税務・労務などに関して、地域の小規模事業者の経営課題解決

のため金融相談、確定申告等の税務支援、記帳指導を行ってきている。従来からの経営

改善普及事業を中心として、小規模事業者の支援を行ってきたが、事業者の減少を食い

止めるまでには至っていない。 

合併時には職員２０名（すべて正職員、うち経営指導員６名）体制であったが、現在

では１３名（うち経営指導員４名、パート１名）となった。経営指導員の定数は３名で

あり、市の財政状況等を鑑みると近い将来更なる人員の削減が余儀なくされる。職員

個々のレベルアップや既存の経営改善事業についての知識、ノウハウを職員全員で共有

化し、組織的な支援能力の向上を目指すことが課題である。 
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【参考：商工会員の状況】 

  平成１８年に４町村の商工会が合併した当時は、１,４３０名の会員数だったが、

平成２０年のリーマンショックや平成２３年の東日本大震災の影響もあり過去５年

平均加入事業所５５．６件、法定脱会（廃業・移転等）５２．８件、任意脱会２４件

となり、加入件数より脱会件数が増えている。中でも廃業がほとんどを占めている。

 

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

建設業 ２７１ ２７０ ２５５ ２５９ ２５９ ２５８

製造業 ３５８ ３４２ ３３０ ３１３ ３０８ ３０５

卸売業 ５６ ５５ ５９ ５５ ５３ ４８

小売業 ２７５ ２６９ ２４２ ２３７ ２３３ ２３９

飲食業 １３２ １２８ １２６ １２５ １２５ １２３

ｻｰﾋﾞｽ業 １８４ １８５ １７８ ２００ １９９ １９２

その他 ７１ ７４ ８０ ８２ ７８ ７２

計 １，３４７ １，３２３ １，２７０ １，２７１ １，２５５ １，２３７

 

②地域の総合的経済団体及び小規模事業者の支援機関として、今後、商工会に求めら

れている役割 

 

従来からの経営改善普及事業からさらにもう一歩踏み込んだ、事業の持続的発展を支

援するため、経済景気動向、経営実態、需要動向を分析し、既存商品やサービス、技術

を見直すことなどを事業者と一緒になって考える伴走型支援により、新たな需要の創

造・掘り起こしを今まで以上に行うことが必要となってきている。 

旧町村の時代から変わらぬ行事や支援のやり方、取組みを見直し、取捨選択する一方

で、新規立ち上げや拡充が必要な事業を見極め、全職員一丸となって、小規模事業者支

援を第一に推進していくことが必要である。さらに、縮小、減少、下降していく地域経

済を回復させ、企業の持続的な発展を支援していき、活性化させる中心的かつ必要とさ

れる集団になっていかなければならない。 

 

４．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
 

近年の社会構造の変化の中で小規模事業者が中長期的に発展していくためには、地域

での経済動向、消費者や取引先のニーズなどの外部環境の変化を把握し、その変化を踏

まえて、新商品の開発や品揃えの充実、販路や取引先の拡大を継続的に図っていくこと

が必要である。 

また、創業支援による開業者の増加を図ること、新分野進出や業態の転換などによる

第 2創業支援、加えて事業承継支援により、廃業者の減少を図ることが必要である。 

               ↓ 

「個々の小規模事業者の持続的発展を支援することと創業者支援をすることにより、

事業者の減少を食い止める。活力ある事業者を増加させ、愛西市の産業の振興を図り、

もって愛西市全体の地域経済の回復、更には活性化を促進させる。」 
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５．小規模事業者振興の目標 
 

(１)目標 
 ①愛西市、他の連携支援機関等と連携して販路拡大を支援することにより、小規模事

業者の売上向上を目指し、もって経営基盤強化を図る。 

  

②創業・第２創業支援、事業承継支援により開業及び事業転換を促し、小規模事業者

の持続的な発展を伴走型の支援に切り替え、さらに拡充を図る。 

 

（２）方針 
①小規模事業者の販路開拓を促進するため、他の連携支援機関の主催する展示会・商

談会等への参加支援や愛西市等と連携したビジネスマッチングを新たに愛西市におい

て開催し、愛西市内外の事業者や消費者に愛西市の小規模事業者の商品やサービス・技

術等の認知度の向上を図る。 

経済・需要動向の情報提供や経営分析・事業計画策定による経営課題改善支援を踏ま

えた伴走型支援をすることにより、小規模事業者の商品やサービス・技術の販路拡大、

ひいては売上の向上、小規模事業者の経営基盤強化を目指す。 

 

②潜在的な創業を掘り起こすため、愛西市、周辺商工会・会議所と連携して、創業セ

ミナーを開催する。 

セミナー終了後も創業計画作成支援や販売促進支援などを継続的に行う伴走型支援

の拡充を図り、創業予定者の開業を促進する。 

経済動向、消費者や取引先ニーズを把握した上で、新分野進出や業態転換など第 2創

業を促す。 

第2創業後の事業計画の遂行状況をフォローアップするきめ細かな伴走型支援により

事業継続を図る。 

事業主の高齢化や後継者不足による廃業を防ぐため、事業承継セミナーへの誘導や事

業承継計画策定支援などにより事業承継を円滑化する。 

事業承継後も経営課題克服のための伴走型の支援をしていくことで後継者の育成を

図り、事業継続に繋げていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
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減
少
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歯
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持続的発展 
経営基盤強化 

商工会 

創業予定者 

創業支援 

小規模事業者

計画に基づく経営 
販路拡大・販売促進支援

事業者の計画遂行のフォローアップ 
継続的な伴走型支援 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
（現状と課題） 

  商工会には、中小企業庁、愛知県、愛知県商工会連合会、日本政策金融公庫、地域

提携金融機関、帝国データバンク等の景況調査情報が集まってきているが、これまで

は小規模事業者に対して積極的な提供をしてこなかった。 

  年々厳しくなる、小規模事業者を取り巻く経済環境の変化を正確に把握し、適切に

対処するための有効な情報を提供することが課題である。 

 

（目標） 

 地域の経済動向を把握し、小規模事業者の業種に即した外部環境の情報提供を行う

ことにより、小規模事業者の経営分析や事業計画の策定に繋げていく。 

  

 （事業内容） 

 

 (1) 外部景況調査の活用(既存事業改善) 

[目的] 

 地域の経済動向を把握し、小規模事業者が外部環境の変化を把握できるようにする

事を目的とする。 

 

[調査方法] 

国（中小企業庁）、県などの景況調査を産業毎に、様々な情報を集約することで必

要な情報を取り出しやすくする。 

 

[頻度] 

概ね四半期ごとに整理、分類する。 

 

［提供方法]  

誰でも閲覧することができるように、ホームページに掲載する。 

 

 [活用方法] 

 国、県等が公表している経済動向調査資料を小規模事業者情報として集約し、誰で

も必要な情報を取り出しやすくする。 

巡回指導等の折にはペーパーに打ち出して、小規模事業者に最新の情報提供をす

る。外部環境分析資料として活用する。 
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[活用する情報] 

国、中小企業庁関係  「地域経済分析システム」（ＲＥＳＡＳ
り ー さ す

） 

           「中部経済産業局管内総合経済動向」 

県          「中小企業景況調査」 

           「愛知県の景気動向」 

全国商工会連合会   「小規模企業景気動向調査」 

中小企業基盤整備機構 「中小企業景況調査」 

日本政策金融公庫   「中小企業動向調査」 

地域提携金融機関   各金融機関の実施した「景況調査情報」 

その他 帝国データバンク「ＴＤＢ景気動向調査」他 

 

［調査項目]  

経営情報動向  （売上、経常利益、仕入単価、生産動向、雇用、設備投資、資金

繰り状況など） 

景況感の変化判断（四半期実績比、前年同月比、今後の見通しなど） 

地域別景気判断 （全国、中部地方、東海地方、愛知県など） 

業界別景気判断 （全産業、業種別） 

 

[ねらい] 

小規模事業者が、何となく感じている景況感を感覚だけでなく、景況調査の結果に

基づき、愛知県及び周辺地域の経済動向の実際を分かりやすく、情報提供することに

より、外部環境分析につなげる。 

 

 (2) 事業者アンケート調査の実施、情報提供(新規事業) 

 

［目的］ 

地域内の経済動向を分析することにより、事業者の置かれている状況を客観的に把

握し、経営分析、経営計画策定に繋げていくことを目的とする。 

 

［対象者］ 

地域内の小規模事業者 

 

［調査方法］ 

個別相談時(特に金融、税務相談時)に聞き取りでのアンケート調査 

 

［頻度］ 

年間 1回、調査事業者数 100 件（業種構成比に応じた件数） 

アンケート調査事業所数 

 

業 種 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 計 

会員数 ２５８ ３０５ ４８ ２３９ １２３ １９２ ７２ １，２３７

調査事

業所数 

２１ ２５  ４ １９ １０ １５   ６ １００
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［調査項目]  

事業者の基本情報（業種、従事者数、取扱商品、役務、売上、ノウハウ、技術、資

金繰り状況、後継者の有無、競合状況など） 

事業者の景況感 （現在の状況、今後の見通しなど） 

 

［活用方法] 

産業、業種ごとに整理、分類し、取りまとめる。取りまとめたレポートを提供し、

経営分析、経営計画策定に活用できる情報となるようにする。 

 

［提供方法]  

誰でも閲覧することができるように、ホームページに掲載する。 

   

（目標） 

       

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
(現状と課題) 

補助金申請支援や事業計画策定支援時などに専門家と共に経営分析を年間１０件程

度行っている。 

税務相談、金融相談により事業所の決算書内容などの経営情報を知ることがあって

も、財務分析を行って経営課題がどこにあるかを分析し、提供するまでには至ってい

ないことが課題である。 

 

 （目標） 

 専門家派遣による支援に伴って、専門家と共に経営分析するのは、もちろんのこと

既存の経営改善普及事業である、経理・税務・金融指導時に事業計画策定に資する経

営状況分析を経営指導員等により行い、経営分析を通じて小規模事業者の実態把握を

することにより、小規模事業者が抱える共通の企業ベースの弱さ（人材不足、商品開

発力不足、事業計画性のなさなど）を克服するため、自己の強み（自社の技術力や自

社商品の価値など）を気付かせる。 

小規模事業者が自らの現在の経営環境を把握することで事業展開の方針を立て経

営基盤強化につなげていく。 

 

 （事業内容） 

 (1) 指導員等により行う経営分析（新規事業） 

 

［目的] 

小規模事業者の実態を把握し、小規模事業者が自らの現在の経営環境を知ることに

より、今後の事業展開の方針を立てる資料となることを目的とする。 

 

年度 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

アンケート実施回数 ０ １ １ １ １ １ 

調査事業所数 ０ １００ １００ １００ １００ １００ 
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［対象者] 

経理・税務・金融指導を行った小規模事業者 

 

 [分析項目] 

 事業者の経営資源 （従事者数、取扱商品または役務、売上、ノウハウ、技術、 

資金繰り状況など） 

財務分析     （収益性、効率性、生産性、安全性、成長性) 

ＳＷＯＴ分析   （機会、脅威、強み、弱み） 

 

［活用方法］ 

分析結果を基に小規模事業者が自らの事業の立ち位置を知ることにより、今後の事

業展開の方針を立てる資料としてもらい、経営計画策定につなげる。 

商工会に蓄積されて行く情報は、「地域の経済動向調査」にも活用する。 

 

［提供方法］ 

決算書の数値に基づき中小企業基盤整備機構の経営自己診断システムによる財務

分析結果をタブレット端末の活用またはペーパーで打ち出して提供する。 

 

［小規模事業者に対する効果］ 

事業者の経営資源、経営課題は聞き取りをすることで、事業者が再認識する。 

小規模事業者が自らの事業の経営環境を正確に把握することにより、経営課題を抽

出し、持続的経営に向けた改善策を立案できるようになる。 

 

 (2) 専門家と共に行う経営分析（既存事業改善） 

   

 ［目的］ 

小規模事業者の実態を把握し、小規模事業者が自らの現在の経営環境を知ることに

より、専門的な課題解決に向けた指針となることを目的とする。 

 

［対象者］ 

創業、第 2創業、事業承継、経営革新、補助金申請など高度、かつ専門的な経営課

題を抱える小規模事業者 

 

［分析項目］ 

事業者の経営資源 （従事者数、取扱商品または役務、売上、ノウハウ、技術、 

資金繰り状況など） 

財務分析     （収益性、効率性、生産性、安全性、成長性) 

ＳＷＯＴ分析   （機会、脅威、強み、弱み） 

ＡＢＣ分析               など 

必要と思われる分析を専門家と共に行う。 

 

［活用方法］ 

経営課題解決のための問題点を顕在化させ、事業計画策定に活用する。 
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［提供方法］ 

専門家との相談後に書面にまとめて提供する。 

 

［小規模事業者に対する効果］ 

小規模事業者が自らの事業の経営環境を把握することにより、専門的な課題解決に

向けた指針となることと事業計画策定の基礎となる資料として活用することに繋げ

て行く。 

 

 （目標） 

   支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

経営指導員等による経営

分析件数 

０ ８０ ８４ ８８ ９２ ９６

専門家と共に行う経営分

析件数 

１０ １２ １４ １６ １８ ２０

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
（現状と課題） 

 個別相談のあった小規模事業者に対し、経営革新計画策定、地域資源活用応援ファ

ンド、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金などへの応募提案を行う際に同

時にその応募についての事業計画の策定支援を行っているのみであった。 

 また、補助金利用に伴う事業計画策定にあっては、専門家派遣による事業計画策定

がほとんどであったのが、現状である。 

 事業計画策定に伴う経営課題解決型セミナー、具体的には、創業セミナー、事業承

継セミナー、経営革新セミナー、補助金活用セミナーなどは、単発的に開催してきた。

 しかしながら、参加者へのセミナー後のフォローアップによる事業計画策定意欲の

ある小規模事業者の動機づけが不足していた。事業計画策定支援に至る割合を高める

ことが課題である。 

 

 （目標） 

   経済動向調査、経営状況分析を行った小規模事業者が、より明確になってきた経

営課題を解決する為、事業計画を策定することを目的とする。 

   また、経営課題解決型セミナー（創業セミナー、事業承継セミナー、経営革新セ

ミナー、補助金活用セミナーなど）を開催し、参加者へのセミナー後のフォローア

ップにより小規模事業者の掘り起こしをし、事業計画策定を支援する。 
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書類の例 

   
 

      
 （事業内容） 

 (1) 個別相談者に対する事業計画策定支援（既存事業改善） 

 

[目的] 

経済動向調査、経営状況分析を踏まえて、明らかになってきた経営課題解決のため、

事業計画を策定し、経営基盤の強化を図る。 

 

［対象者] 

個別相談のあった経営課題を抱える小規模事業者 

経営分析を行った小規模事業者 

 

［支援方法] 

経営指導員が中小企業基盤整備機構の「経営計画つくるくん」「小規模事業者の事

業計画づくり・サポートキット」を利用した経営計画書の作成を行う。 

より高度で専門性の高い経営課題を抱えた小規模事業者の事業計画作成に際して

は、中小企業基盤整備機構中部本部、愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構(特

によろず支援拠点)、ミラサポなど連携支援機関の専門家の派遣を利用して、より実

効性の高い計画策定を行う。 



１４ 
 

[支援内容]  

経済動向調査、経営状況分析を正確にとらえ、明らかになってきた経営課題解決

が確実にできるような、経営方針、事業目標の設定、売上計画、自社の強みを生か

した商品開発などを小規模事業者と一緒になって考え、売上や利益を確保すること

のできる経営計画になるように小規模事業者を鼓舞しながら粘り強く支援する。 

 

［小規模事業者に対する効果] 

事業計画策定により、小規模事業者の今後の事業の方向性が明確になったことで、

小規模事業者の事業意欲の更なる向上、経営課題解決に向けた方針が明確になるこ

と、事業承継や後継者育成など事業存続にかかる、小規模事業者だけでは克服できな

かった問題の解決の糸口が見えてくることが期待できる。 

 

 (2)  経営課題解決型セミナー参加者に対する事業計画策定支援（新規事業） 

  

 〔目的〕 

経営課題解決型セミナー参加者に対して、セミナー終了後のフォローアップによ

り、事業計画策定につなげ、経営基盤を強化する。 

   

 〔対象者〕 

経営課題解決型セミナーに参加した小規模事業者 

 

〔支援方法〕 

経営課題解決型セミナーを開催する。セミナー参加者に対して、セミナー終了後の

フォローアップにより事業計画策定支援をする。 

 

①経営革新セミナーや補助金活用セミナーを開催し、経済動向や消費者、取引先ニ

ーズを把握した上で、新分野進出や業態転換を後押しし、これに伴う事業計画策定

を支援する。 

 

②潜在的な創業を掘り起こすため、愛西市、周辺商工会・会議所と連携して、創業

セミナーを開催する。創業計画策定支援をする。 

 

③事業主の高齢化や後継者不足による廃業を防ぐため、事業承継セミナーへの誘導

や事業承継計画策定支援する。 

 

〔支援内容〕 

経営分析を行った小規模事業者が抱える経営課題の解決に必要と思われる、経営課

題解決型セミナー（経営革新セミナー、補助金活用セミナー、創業セミナー、事業承

継セミナー等）への参加を促し、参加者に対してはフォローアップ指導をする。経済

動向調査、経営状況分析を踏まえ、より明確になった経営課題解決が確実にできるよ

うな、経営方針、事業目標の設定、売上計画、自社の強みを生かした商品開発などを

小規模事業者と一緒になって考え、売上や利益を確保することのできる経営計画にな

るように小規模事業者を鼓舞しながら粘り強く支援する。 
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［小規模事業者に対する効果] 

事業計画策定により、小規模事業者の今後の事業の方向性が明確になる。 

小規模事業者の事業意欲の更なる向上や経営課題解決に向けた方針が明確になる

こと、創業予定者が円滑な開業を迎えるための課題解決、事業目標設定ができるよう

になることや事業承継や後継者育成など事業存続にかかる、小規模事業者だけでは克

服できなかった問題の解決の糸口が見えてくることが期待できる。 

 

 （目標） 

   支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
個別相談者に対する 

事業計画策定事業者数（Ａ） 

１０ ２０ ２６ ３２ ３８ ４４

経営課題解決型セミナー開催

回数 
１ ２ ２ ２  ２ ２

経営課題解決型セミナー参加

者数 
１０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０

経営課題解決型セミナー参加

者に対する事業計画策定事業

者数（Ｂ） 

０ ６ ８ ９ １１ １２

事業計画策定事業者数 

（Ａ）＋（Ｂ） 
１０ ２６ ３４ ４１ ４９ ５６

 

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］ 

制度融資、経営革新計画、補助金等の申請に必要な事業計画策定が目標となってし

まい、事業計画策定や融資、補助金等の認定ができた後に小規模事業者が事業計画通

りに遂行できなかった場合の確認やフォローアップが十分でなかった。 

また、創業、事業承継などについては、創業後、事業承継後の巡回訪問等は、年に

1回程度行っているが、伴走型支援という意味では不十分であった。 

事業計画の着実な実行支援と計画通りに行かない場合の経営課題解決支援が課題と

言える。 

 

［目標］ 

事業計画策定支援をした小規模事業者に対しては、定期的なフォローアップを実

行し、事業計画通り実行がなされているか、実行されていない場合の問題点はどこ

にあるのかを確認して、指導・助言を行い、場合によっては、事業計画の見直しに

より、小規模事業者の円滑な経営を支援し、売上向上につなげていく。 

 

[事業内容] 

(1) 事業計画策定支援後の実施支援(既存事業改善) 

[目的]  

小規模事業者の事業計画の着実な実行に向けた支援を行うことにより、小規模事業

者の持続的な発展を支援する。 
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［対象者] 

事業計画策定支援をした小規模事業者 

 

［頻度］ 

最低でも３か月ごとに巡回訪問する。 

 

［支援方法] 

事業計画策定後に、事業計画に着実に取組む（ドゥ）ことを確認(チェック)しなが

ら、最低でも３か月ごとに巡回訪問により進捗状況の確認を行う。 

また、計画上の売上や実績などが計画を大幅に下回るなどの見直し（アクション）

が必要な場合には、計画改善（プラン）の支援をする。高度で専門的な支援が必要と

される場合には、連携支援機関の専門家派遣制度を利用することにより計画の見直し

を図る。計画見直し後もＰＤＣＡサイクルを回して継続的に支援していく。 

 

［支援内容] 

 

①事業計画に沿った売上計画の達成度、実施に必要な人員確保、設備確保、あるい

は資金確保の状況、新商品やサービス開発の課題などを中心に助言・指導する。 

 

②資金繰り状況によっては、事業計画実施の為の資金として、愛西市の小規模企業

等振興資金保証料補助の利用、マル経融資制度の利用、事業計画策定等を前提とする

日本政策金融公庫の経営力強化資金制度の利用など従来からある融資制度のみなら

ず、今回の認定を受けた商工会等が利用できる日本政策金融公庫の創設する｢小規模

事業者経営発達支援融資制度｣を利用勧奨して、小規模事業者の事業計画の着実な実

行を支援する。 

 

  [小規模事業者に対する効果] 

   事業計画を机上のものだけにならないように定期的なフォローアップを実行し、

計画通りの実施、あるいは計画により近い形で実施できるように伴走型支援をする

ことにより、小規模事業者の売上の増加、利益確保につなげ、持続的な発展に導く

効果が期待できる。 

 

[目標]  

1 個社当たり３ヶ月ごと年４回のフォローアップをする。 

 

   支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
前年度事業計画策定数 １０ １０ ２６ ３４ ４１ ４９

周知、訪問によるフォロー

アップ件数 

１０ ４０ １０４ １３６ １６４ １９６

経営発達支援融資制度利用

助言件数 

０ ５ １３ １７ ２１ ２５
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
  

（現状と課題） 

  国・県などが調査した需要動向の情報提供をすることはあっても、これまで当会で

は小規模事業者個社の消費者ニーズを捉えた需要動向調査を行ったことはない。 
小規模事業者個社の商品の地域における潜在的な消費者ニーズを把握するため、マー

ケットインの考え方に立った個社商品の需要動向調査を実施し、既存客のみならず新

規顧客獲得、さらには売上向上につながる支援をすることが課題である。 
 

（目標） 

小規模事業者は個社の商品開発をする場合において、プロダクトアウトの観点から 
考えがちである。しかし、今後はマーケットインの発想から商品開発・改善・評価を

するために地域における個社の商品に対する需要動向調査が不可欠である。そこで伴

走型支援により小規模事業者とともに個別の商品等についてアンケート調査を実施す

ることにより、新たな商品開発や販路拡大につなげる。 
   

［事業内容］ 

（１）小規模事業者個社の需要動向調査 
［対象者］ 

事業計画策定中、または策定をした小規模事業者、及びやる気のある商業者（小

売・飲食・サービス業）を重点的に支援する。 
 
［調査方法］ 

既存の商品・サービスについて、購入者や来店者などに対して、各事業所の店頭

にてアンケート調査を実施。 
 
［頻度］ 

1個社あたり、年１回実施する。アンケート回収目標は、１００件とする。 
 
［調査項目］ 

商品・サービスごとにアンケート項目は変わるが、主には下記のとおり。 
 

 小売（和菓子の場合）のアンケート項目例 
属性（性別、年齢、住所他） 改善点 

価格    高い ・ 安い ニーズ（今後ほしい商品） 

味    うまい ・ まずい 他社でよく買う和菓子 

量     多い ・ 少ない 商品化した時に購入するか 

見た目   よい ・ 不満 その他、店への要望 
 
サービス、飲食店の場合は項目を商品ごとに変更する。 
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［調査の活用方法及び提供方法］ 

アンケートの調査票の作成支援から、調査の現場対応、調査票の集計、分析まで伴

走型支援をする。 
さらに県連やミラサポ、あいち産業振興機構、愛知県よろず支援拠点などの専門家

を始め、場合によっては民間調査会社の協力も得て行う。 
調査結果については、報告書の形でまとめ提供する。 
報告書作成にあたっては、グラフ等も用いて一目で商品の評価を把握できるように

国の家計消費状況調査、民間企業などの情報（日経テレコンＰＯＳ情報売れ筋商品ラ

ンキングデータ）などをふまえた比較分析を行い、巡回指導時に提供する。 
 

［小規模事業者に対する効果］ 

時間がない、又は人手が足りない小規模事業者に対して、商工会が伴走型支援によ

り調査することで消費者ニーズを知ることができる。 
また、ほかの支援機関等の情報との比較分析を報告書にまとめ、より競争力のある

商品や品ぞろえに改善修正するための伴走型支援を、報告書を提供して行うことで、

新たな商品開発や販路拡大につながる効果が期待できる。 
 

 （目標） 

 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

調査個社数 未実施 4 4 5 5 6 
アンケート回収数 

（1個社に対し 100件） 未実施 400 400 500 500 600 

報告書作成数 未実施 4 4 5 5 6 

 

 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
  

（現状と課題） 

 全国商工会連合会や愛知県商工会連合会、愛知県等が主催する商談会・展示会・即

売会、海外展開事業等への出展出品を提案し、やる気のある企業の販路開拓を支援し

ている。取引先（仕入先や外注先）、修理業者やメンテナンス業者などを探している

事業所に対しては、あいち産業振興機構が発信している受発注情報など他の支援機関

の取引情報を提供すると同時に、職員間で情報交換をして愛西市内の取扱企業を斡旋

しており、地域内外取引の支援を実施してきた。 

 しかし、愛知県商工会連合会や各支援機関が実施する商談会等への出展出品は個々

の事業所の販路開拓に大きく貢献しているものの、情報提供が不十分であるため少数

の参加事業所に留まっている。取引先等の斡旋については相談があった事業所に対し

て個別に職員が対応しているのが現状で、４つの商工会が合併したスケールメリット

を活かした、より積極的な販路拡大支援が課題となっている。 
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（目標） 

  小規模事業者は個別の付き合いや親会社のみとの取引に終止し、新たな需要開拓

についてのノウハウや人脈もない。 

そこで新たな取引先との出会う機会としてビジネスマッチングを新たに開催し、参

加するだけで終わることのないように業者やバイヤー、マスコミなどに情報提供し、

あわせて個別商談ができるようにセッティングする。 

また、関係機関や県、県連などの主催する商談会や展示会などに業種や内容により

関係する事業者に対して効果が見込まれるイベントへの積極的な参加を促し、参加す

るだけにとどまらず参加の前段階の支援準備を行い、参加の申請手続きや当日の売り

子の手配などの支援をすることで新たな販路拡大につながる支援をする。 

ＩＴ活用している事業者が少ないため、商品やサービスのネットショップへの掲載

支援や自社のホームページ作成を支援することにより新たな客層への情報提供方法

を支援することで販路拡大につなげることを目標とする。 

 

 [事業内容] 

（１） ビジネスマッチングの開催 

    愛西市と連携し、会場の無償化により、小規模事業者が無料もしくは低廉な料

金により出展できるビジネスマッチングを開催する。 
 [対象者]  
技術力はあるが認められていない、下請け脱却を目指している工業系小規模事業者

 [頻度] 

  年１回 

 [支援方法及び支援内容] 

① 参加事業者は巡回指導や事業計画作成支援時に掘りおこす。 
② 出展に際してのＰＯＰづくり、パネルづくり、技術紹介パンフレット作成の支
援、さらにはプレゼン商談の進め方などの事前支援を、セミナーや専門家派遣

を通じて行う。 
③ 参加企業の企業概要書を作成し、業者組合やバイヤー、マスコミ等に事前に配
布、及び商工会ホームページにおいても出展者情報を提供する。また、バイヤ

ーについても商工会ホームページを通じて参加を募る。興味のある事業者等と

の個別商談のブースを作り、あらかじめ商談ニーズ（発注したい業務、受注し

たい業務）を把握・調整することで実のある商談ができるよう支援し、販路拡

大につなげる。 
(目標) 

現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

参加する事業者数 未実施 10 20 30 40 50

参加する小規模事業

者数 
未実施 5 10 15 20 25

商談ブースでの商談

件数 
未実施 5 10 15 20 25

成約件数 未実施 1 3 5 7 9
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（２） 他の連携支援機関主催の展示会商談会等への参加促進 

（ア）商業 

 [対象者] 

 商業系小規模事業者 

 

 [支援方法及び支援内容] 

① 前述の個社の需要開拓支援を行った商品の知名度向上を図るため、来場した一般
市民に対して、商品や店舗紹介のビラ配布などをすることにより販路拡大につな

げる。 
② 飲食物や特産品などが多く出展されている以下の展示会への出展の情報提供が
不十分であるため、巡回指導や事業計画作成、支援事業者に情報提供し、出展を

促す。また、出展に際しては、商工会が手続きを行い、ＰＯＰ作成や展示販売ノ

ウハウ支援を行う。 
③ 小規模事業者、特に商業者は自分の店の運営と出展先での同時進行は人的な制約
があり、出展できない場合もあるため、商工会が売り子の派遣や職員によるパン

フレット作成、配布などによる出展支援を行う。 
④ 来場した一般市民に対して、試作品等のテストマーケティングを行う。「視覚、
味覚、触感、機能性、利便性、価格、デザイン（色、形状、大きさ、重量）」と

いった項目について、１試作品当たり 30 件のアンケート回収をし、新商品開発
あるいは商品改善につなげる。 
商工会は、調査票の作成から、調査の現場対応、調査票の集計、分析まで伴走型

支援する。 
⑤ 出展先 

やみくもな展示会・商談会への出展は、一過性のイベントとして終わってし ま

い、商談成立・販路拡大に結びつかない可能性もあることから、事前に各展示会

等の情報収集を行い、それぞれの特色を勘案して、一般来場者も多く、小規模事

業者の商品展開力・販売力向上につながる展示会、小規模事業者が消費者の声を

直接収集できる展示会等への出展を支援する。 
出展後は、来場者アンケートの結果をもとに次回以降の出展先を検討する。 

     
展示会・商談会等名称 展示会等の特色 

アンテナショップ「まるッ

と！あいち」（主催：愛知

県商工会連合会） 

愛知県の商工会地域における資源を活用し小規模事業者が

開発した、特色ある加工食品や工芸品を販売する県営名古

屋空港にあるアンテナショップ 

全国物産展（主催：全国商

工会連合会） 

全国各地の名産品、特産品などの物産販売や観光ＰＲが行

われる物産展 

アンテナショップ「ピピッ

と！あいち」（主催：㈱中

日アド企画） 

愛知県の特産品を販売する名古屋市内にあるアンテナショ

ップ 

「うまいもん市」（主催：

連携金融機関） 

金融機関の取引先等が地域の物産や特色ある飲食物のＰＲ

するための飲食物産展 
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（イ）工業 

 [対象者] 

  独自技術を持っている、または、下請けに甘んじない工業系小規模事業者 

 

 [支援方法及び支援内容] 

① 巡回指導など通じて知り得た事業者に対して下記の展示会に対する情報提供、出
展依頼を行う。 

② 技術やアイデアだけを奪われたり、結局下請けになってしまったり、といったこ
とにならないために、ＰＯＰ・技術紹介パンフレットづくりなどのハード面の支

援から、商談の進め方、成約への手順など小規模事業者が苦手とするソフト面の

支援まで、専門家派遣や他の支援機関とともに支援していく。 
③ 出展先 
事前に各展示会等の情報収集を行い、それぞれの特色を勘案して、小規模事業者

の新しい取引先の開拓につながる展示会、業種や業態の枠を超え、幅広い分野・

地域から出展者が参加する展示会等への出展を支援する。 
出展後は、商談内容などを出展者よりヒアリングして、次回以降の出展先を検討

する。 
展示会・商談会等名称 展示会等の特色 

メッセナゴヤ 出展者と来場者相互の取引拡大、情報発信、異業種交流を図る

名古屋で行われる日本最大級のビジネス展示会 
ビジネスマッチング、

商談会（金融機関等） 
金融機関等のネットワークを活用して、新たな取引先や提携先

となる企業探しができる商談会 
   
（目標） 

現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

展示会出展支援 

事業者数 
5 6 7 8 9 10

商談件数 5 6 7 8 9 10

成約件数 2 3 3 4 4 5

 
 
（３） ＩＴの活用を通じた販路開拓支援事業 

 [対象者] 

  ＩＴを活用して販路拡大をめざす小規模事業者 

 

 [支援方法及び支援内容] 

地域内外取引の販路開拓を行おうとする小規模事業者を対象に、下記コンテンツの

利用を提案し、ＩＴを活用した販路開拓支援を行う。 
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① 全国商工会連合会 ニッポンセレクト.com （全国連のネットショップ） 

② 全国商工会連合会 ＳＨＩＦＴ （全国連の簡易ホームページ作成支援システム）

③ 愛西市商工会 企業紹介ページ （愛西市商工会のホームページ） 
  
 
① ニッポンセレクト.comの周知・利用 
愛西市の地域資源などを利用した特産品を取り扱う小規模事業者には「ニッポンセ

レクト.com」の出店登録手続き支援を行う。その際、掲載商品の選定、価格設定、掲
載コメントなどのアドバイスを行い、より魅力的な商品の演出ができるよう支援する。

 
 
② ＳＨＩＦＴ等の周知・利用 
自社の商品やサービスを広くＰＲする手法として、無料で簡単にホームページが作

成でき、自社でリアルタイムにホームページの更新が可能な「ＳＨＩＦＴ」の利用を

提案し、登録手続きの支援を行う。その際、自社紹介欄、検索キーワードなどのアド

バイスを行い、初期登録の段階から完成に近いＨＰができるよう支援する。 
   また、価格設定や画像（写真）のとりかたやパッケージ、レイアウト支援をしなが
ら、見た目、価格、他の類似品との差異、関連する商品とのコラボ商品、商品ライン

ナップ、ブログとの連携をはかるなど、専門家派遣も利用しながら売れる商品づくり

を支援する。 
 
 
③ 企業紹介ページの周知・利用 

  愛西市商工会のホームページにある「企業紹介ページ」への掲載を提案し、ＳＥＯ

対策の一手段として支援を行う。 
また、愛西市商工会のホームページをこの計画において新たに内容を一新し、見や

すく使いやすい、検索しやすいものに改善すると共にリンク用バーナーを作成し、愛

西市役所や観光協会など関係機関にリンクを依頼することで、より効果的なＳＥＯ対

策支援を行う。 
 

 

［小規模事業者に対する効果］ 

ビジネスマッチングの開催、展示会商談会等への参加、ＩＴ活用を通じて新たな需

要開拓を行うことで知名度向上、需要喚起をはかり、売り上げの増加、事業の持続的

な発展、経営基盤の強化につながる効果が期待できる。 
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（目標） 

現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

① ニッポンセレクト
への出展支援事業

者数 

2 3 3 4 4 5

② ホームページ作成
支援事業者数 

0 3 3 4 4 5

③ インターネット掲
載事業者数 

20 21 22 23 24 25

上記①～③のＩＴを通

じた取引件数 
10 14 16 18 20 22

上記①～③のＩＴを通

じた取引による売り上

げが増加した事業所数 

5 7 9 11 13 15

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
１．地域経済活性化事業 
 （現状と課題） 

地域経済活性化事業は、当会主催では、「桜まつり」、「商工まつり」が毎年おこなわ

れているが、地域住民には、祭り、イベントとしての魅力が充分あり、従来は多くの

来場者があった。近年マンネリ化や興味の多様化によりその意味は薄れてきているが、

限られた事業者（特に食品関係事業者）にとっては、販路拡大や地産地消に貢献する

場として、愛西市におけるにぎわいの創出を担っている。しかしながら、全体の地域

経済の活性化とまでは言えない。 

地域の観光資源にも指定されている、「船頭
せんど

平
ひら

閘門
こうもん

」のある、国営木曽三川公園内で

は「桜まつり」を行っており、市外からの観光客を呼びこんでいる。 

地域の魅力の特性を十分に踏まえた観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわい

の創出を促進することで、地域を活性化し、小規模事業者が事業を持続的に発展させ

るための良好な環境を整備する視点が欠けていることが課題である。 

（目標） 

 愛西市商工会が主催で開催している「桜まつり」「商工まつり」において、地域資源

を利用した、特に農業振興地域であることから、更なる地域農産物及び農産物利用加

工品のブランド化や愛西市内の需要を喚起する「ビジネスマッチング」において愛西

市の商品等の認知度向上を図る。 

愛西市観光協会主催で開催される「蓮見
はすみ

の会
かい

（ハスの花の鑑賞会）」には、愛西市外

からの大勢の来客があるので、連携してにぎわい創出に寄与していく。 

また、多面的で、地域ぐるみの地域経済活性化を行うため、愛西市、愛西市観光協

会、道の駅立田ふれあいの里、あいち海部農業協同組合、地域金融機関と連携して、

今後の地域経済活性化の方向性を共有するための会議を年に１回程度行う。 

さらに、共有化した地域経済活性化の方向性を踏まえ、商工業のみならず、住民交

流、観光、農業と一体化した愛西市の全体の地域経済活性化を図る。 
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 （事業内容） 

 (1)  地域経済活性化会議の実施（新規事業） 

［目的］ 

地域を活性化し、小規模事業者が事業を持続的に発展させるための良好な環境

を整備するため、関係機関との連携を図り、方向性の共有化を図る。 

 

［手段］ 

愛西市、愛西市観光協会、道の駅立田ふれあいの里、あいち海部農業協同組合、

地域金融機関などと連携して、地域の魅力の特性を踏まえた観光振興を含む地域

のブランド化、にぎわいの創出等による地域経済活性化の方向性を共有するため

の会議を年に１回程度行う。 

 

 

 (2) 商工会主催の地域活性化事業の拡充実施及び観光協会主催の地域活性化事業の

連携実施（既存事業の拡充） 

 [目的] 

地域経済活性化の方向性を踏まえた、「桜まつり」、「商工まつり」新規事業とし

て｢ビジネスマッチング｣を開催し、その中で地元企業の出展参加により、地域住民

の市内事業者の認知度向上を図り、交流を活かした地域経済活性化を図る。 

「蓮見
はすみ

の会
かい

」に協力し、観光協会と連携して愛西市市外から誘客し、にぎわいを創

出する。 

[手段] 

｢桜まつり｣「商工まつり」｢ビジネスマッチング｣を愛西市、愛西市観光協会、道

の駅立田ふれあいの里、地域金融機関などと連携して開催する。愛西市観光協会主

催の「蓮見
はすみ

の会
かい

」を愛西市などと連携、協力する。 

 

   愛西市        広報活動協力、実施場所の提供、市民誘導 等 

   愛西市観光協会    愛西市の観光案内、広報活動協力、グッズ販売、 

「蓮見
はすみ

の会
かい

」開催 等 

   道の駅立田ふれあいの里（一日当たり平均約 3千人、年間延べ約９０万人の来場

がある、県下でも来場者数、人気上位 3位以内に入る道の駅）

              広報活動協力、愛西市内外の来場者誘導、協賛提供 等

   地域金融機関     広報活動協力、ノウハウ提供、等 

   「蓮見
はすみ

の会
かい

」において、小規模事業者の出展を推進し、販路拡大、地域産品の知

名度向上、にぎわいの創出を促進する。 

［小規模事業者に対する効果］ 

商工会を中心とした、地域ぐるみで地域経済活性化の方向性を共有することによ

り、愛西市内外の誘客、地域産品の知名度向上、地域資源である農産物を活かした商

品のブランド化、地域の魅力の特性を十分に踏まえた観光振興等を含む地域のブラン

ド化、にぎわいの創出を促進することで、小規模事業者が事業を持続的に発展させる

ための環境が整備される事が期待できる。 
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 (目標) 

   項目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 
地域経済活性化会議開催

回数 

未実施 １ １ １ １ １

地域経済活性化事業開催

回数（観光協会主催事業へ

の出展を含む） 

２ ２ ４ ４ ４ ４

出展者数 ２０ ２５ ４５ ５５ ６５ ７５

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための 

取組み 
 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること
 （現状と課題） 

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ついては、１例しか

ないが、ものづくり補助金申請支援において、地域金融機関による資金繰りのノウ

ハウを利用し、商工会、地域金融機関ともそれぞれで専門家派遣をし、技術支援と

申請支援をすることができた。 

しかしながら、愛西市、地域金融機関等との連携がまだまだ不十分であることか

ら、支援機関同士の情報の共有化を更に進め、支援ノウハウを相互共有することで、

支援能力の向上を図る仕組みを確立していく必要がある。 

 

（目標） 

  連携先機関との情報共有化の会議、意見交換会等の仕組みの確立をし、地域ぐる

みの支援機関同士の情報交換の場を定期的に設ける。 

  

（事業内容） 

  （１）愛西市との連絡会議(新規事業) 

 [目的] 

愛西市との意見交換、懇談会を年４回以上開催し、各種情報交換を行い、行政

との連携をより密にした事業実施となるようにする。 

[手段] 

開催時期  事業評価委員会終了後や総代会終了後など事業の見直しを図る

必要の折に開催 

   頻度   年４回以上開催 

（２）地域金融機関との連携強化(既存事業拡充) 

[目的] 

地域金融機関地元支店訪問などによる担当者間の企業情報などによる取引企業の

資金繰り情報等の共有化を図ることで、小規模事業者の地域経済動向や需要動向、

事業計画策定に資することを目的とする。 
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[手段] 

開催時期  日本政策金融公庫や地域金融機関が主催する金融動向・補 助金

等セミナーや意見交換会などに参加 

   頻度   年 1 回以上開催 

 

（３）近隣商工会との情報交換(新規事業) 

[目的] 

近隣商工会が集まる愛知県商工会連合会海部支部第 2 委員会において、今まで

には指導員個別でしか行われなかった、支援成功例や先進的な取り組みなどにつ

いて情報交換の時間を新設し、支援ノウハウ、支援の現状、地区内の景況動向に

ついて情報交換をし、相互の支援能力の向上を目指す。 

[手段] 

開催時期  近隣商工会が集まる愛知県商工会連合会海部支部第 2委員会 

   頻度   年２回以上開催 

   

  [組織及び小規模事業者に対する効果] 

   地域ぐるみでの他の支援機関との情報の共有化を図ることで、適切な小規模事業

者の問題点の洗い出しや、ワンストップによる支援、伴走型支援を円滑に行うこと

ができる強固な商工会組織にする効果がある。 

  (目標) 

項目 情報交換機関名 頻度 情報内容 

愛西市との連絡会議 愛西市役所 年４回

以上 

景気情報 施策方針など 

金融機関との連携強

化 

㈱日本政策金融公庫 

地域金融機関 

年１回

以上 

景気・金融情報 

支援ノウハウ など 

近隣商工会との情報

交換 

海部支部第２委員会 年２回

以上 

支援・取組などの情報交換 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（現状と課題） 

 経営指導員に関しては、従来から行われている指導員研修等に積極的に参加しており、

指導員経験が１０年以上、職員としても２０年以上勤務しているベテラン指導員ばかり

でそれぞれがもつ知識・経験は高いところにあるが、それぞれの得意とする分野は違い、

相互の知識・経験を共有するまでには至っていない。 
 補助員、記帳職員等に関しては従来からの記帳指導といった分野の指導経験や知識は

ある職員が多いが、金融、労務、経営分析などについては経験や知識が少なく、指導員

不在時に対応できるまでに至っていない。 
 
[目標]    

  経営指導員 経営分析を踏まえた事業計画策定ができる。研修などの参加で得られ

る従来どおりの経営指導に対するさらなるレベルアップはもちろん支

援機関との連携による専門家派遣などにより得た実践的な支援経験を

指導員間で共有できる事例のストック化を図る仕組みを作る。 
        持続化補助金等の具体的事例を集約分析し、採択事例はどこがよかっ

たかを個社ごとにファイル化し、また共有のフォルダなどにストック

化を図る。 
   
  補助員等  記帳指導、税務指導といった基礎能力に加えて、金融、労務、経営分

析などの経営課題に対する初期対応の指導ができるようにする。 
 
[実施内容] 

① 積極的な研修参加 
下記のような研修に参加して国・県の施策や経営指導の基礎知識の再確認と研修のテ

ーマごとに知識・経験のレベルアップを図る。 
 
② 職場内における情報や支援ノウハウの共有化 
経営指導員会議を毎月開催し、指導員同士の事例発表会を通し、情報と支援ノウハウ

の共有化を図る。 
企業の課題を克服し、利益確保につながった事例を課題解決指導案件としてペーパー

化してストックし、共有フォルダに保存していつでもだれでも見える化する。 
 
③ ＯＪＴによる支援能力の向上 
年に２回、１回につき１か月程度、経営指導員と補助員等がペアになって巡回指導す

る重点巡回指導期間を設けて、実際の指導経験をすることにより、指導助言内容や情報

収集、あるいは事務処理の経験をＯＪＴにより学ぶ場を作る。 
 
④ 勉強会の開催 
年２回職員の全体勉強会を開催し経営指導員が講師となり具体的事例を挙げて、よか

った点、悪かった点などを発表、意見交換することで支援ノウハウの共有化を図る。 
また、年１回は、関係機関や診断士等を招いて事業者の利益獲得に向けた支援ノウハ

ウを学ぶ場をつくる。 
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⑤ 支援事例の共有化、ストック化 
属人的な業績になりがちな支援ノウハウや成功事例、個別の分析結果等については組

織で共有化するために事例ごとにファイル化し、だれでも見られるようにする。 
また、パソコンの共有フォルダへもストックし、だれでも見られるようにしていく。

 これにより人事異動があっても、支援事例やノウハウ等の引き継ぎが円滑に行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
  (現状と課題) 

  商工会で行われている事業評価については、理事会、総代会にて報告され承認を得

ているが、事務局サイドでの見直しが多く、十分な事業の検証ができているとは言い

難い状況であり、いわゆるＰＤＣＡサイクルの構築が課題である。 

 

  (改善方法) 

  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、商工会理事数名で構成

される事業評価委員会を組織し、以下の方法により評価・検証(ＰＤＣＡサイクルを回

す仕組みの構築)を行う。 

 ①事業評価委員会、愛西市、愛知県商工会連合会、税理士、中小企業診断士等の有識

者に対して、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行い、意見聴取する。 

 ②意見聴取した内容を踏まえ事業評価委員会において、改めて評価・見直しの方針を

決定する。 

 ③事業の成果・評価・見直しの結果については、商工会理事会へ議案報告し、承認を

受け、総代会において事業計画案に盛り込み、全会の承認を受ける。 

事業者支援の基礎知識の習得 

・指導員研修（年１回以上） 

・基礎研修（補助員、記帳職員） 

・その他 

応用専門知識の習得 

・指導員研修（応用） 

・中小企業大学校の支援機関研修他 

・ＯＪＴ 

・その他 

ノウハウの情報交換 

・商工会内で行う勉強会 

・支援情報のデータベース化 
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④事業の成果・評価・見直しの結果を愛西市商工会のホームページ

（http://www1.clovernet.ne.jp/aisaiskr/）で計画期間中公表する。 

 

 

       

 

事業計画（総代会承認） 事業実施 

事業成果の評価・見直し
（事業評価委員会審査） 

事業計画改善 
（理事会承認） 



３０ 
 

（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年１１月現在）

（１）組織体制 

   経営発達支援事業実施担当  

事務局長    １名 

経営指導員   ４名 

補助員     ２名 

記帳専任職員  ２名 

記帳指導職員  ３名 

   計   １２名 

 

   愛西市商工会全体の人員 事務局長１名、経営指導員４名、 

補助員２名、記帳専任職員２名、 

記帳指導職員３名、記帳指導員１名  計１３名 

 

    

  商工会組織図については別紙にて添付する。 

 

 

 

（２）連絡先 

   愛知県愛西市諏訪町郷東７３番地１ 

 愛西市商工会  

    電話番号  ０５６７－２４－６１２２ 

ＦＡＸ番号 ０５６７－２４－６１２０ 

メールアドレス    aisai@aichiskr.or.jp 

ホームページアドレス  http://www1.clovernet.ne.jp/aisaiskr/ 

 

   愛知県愛西市森川町井桁西２７番地 

愛西市商工会 南支所 

    電話番号  ０５６７－２２－５６１１ 

    ＦＡＸ番号 ０５６７－２８－５８７０ 

    メールアドレス tatsuta@aichiskr.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） 

 ２ ９ 年 度

(29.4 以降) 
３０年度 31 年度 32 年度 33 年度

必要な資金の額 122,205 124,305 126,605 129,005 131,405

 

１．人件費（全職員） 

２．旅費 

３．講習会開催費 

４．調査等事業費 

５．ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ開催 

費 

6．総合振興費 

7．観光振興費 

8．経営対策費 

9．広報費 

10.事務費 

93,850

90

1,225

300

1,000

23,930

200

800

510

300

95,850

90

1,225

300

1,000

23,930

200

800

510

400

97,850

90

1,225

300

1,200

23,930

200

800

510

500

99,850 

90 

1,225 

300 

1,500 

 

23,930 

200 

800 

510 

600 

101,850

90

1225

300

1,800

23,950

200

800

510

700

（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．国の補助金(事業費) 

３．全国連等の補助金（事業費） 

４．愛西市補助金（人件費・事業費） 

５．会費収入（補助金不足分を補填） 

６．特別賦課金（展示会等の参加者負担金） 

（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 

Ⅰ．地域の経済動向調査に必要な情報提供、情報交換に関すること  

Ⅱ．経営分析・需要動向調査にかかる情報及び人的支援の提供、経営分析支援に関すること 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援にかかる情報及び人的支援の提供、策定支援に関すること 

Ⅳ．小規模事業者販路開拓支援のための情報提供及び出展支援に関すること 

Ⅴ．地域活性化事業の方向性の検討と活性化事業の実施協力に関すること 

Ⅵ．支援ノウハウ等の情報交換に関すること   

連携者及びその役割 

中小企業庁  長官 宮本 聡 

       東京都千代田区霞が関一丁目３番１号    ０３-３５０１-１５１１ 

中部経済産業局  局長 波多野淳彦 

       愛知県名古屋市中区三の丸二丁目５番２号  ０５２-９５１-０５３５ 

愛西市    市長 日永貴章  

愛知県愛西市稲葉町米野 308 番地       ０５６７-２６-８１１１ 

㈱日本政策金融公庫名古屋支店 国民生活事業 事業統括 小島光雄 

       愛知県名古屋市中村区名駅３-２５-９       ０５２-５６１-６３０１ 

愛知県商工会連合会 会長 森田哲夫 

       愛知県名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38      ０５２-５６２-００３０ 

（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丁目 4-38    ０５２-７１５-３０６１ 

愛知県よろず支援拠点 コーディネーター   多和田 悦嗣 

愛知県名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38    ０５２-７１５-３１８８ 

愛西市観光協会 会長 加藤憲治 

愛知県愛西市森川町井桁西２７番地     ０５６７-５５-９９９３ 

立田ふれあいの里運営連絡協議会 会長 鈴木清治 

愛知県愛西市森川町井桁西２７番地     ０５６７-２４-１０１０ 

（独）中小企業基盤整備機構中部本部 中部本部長 花沢文雄 

愛知県名古屋市中区錦 2-2-13        ０５２-２０１-３００３ 

あいち海部農業協同組合 組合長 日永 煕 

     愛知県津島市大縄町９丁目６３番地     ０５６７-２８-６７５７ 

大垣共立銀行佐織支店 支店長 大澤和弘 

     愛知県愛西市勝幡町五俵入２２１０番地の１ ０５６７-２４-２８１１ 

いちい信用金庫佐織支店 支店長 浅野徹 

     愛知県愛西市町方町五軒家東１８番地の１  ０５６７-２６-１５０１ 

いちい信用金庫佐屋支店 支店長 祖父江広志 

     愛知県愛西市須依町大正１０３番地     ０５６７-２４-２２３１ 

尾西信用金庫平和支店  支店長 川口泰男 

     愛知県稲沢市平和町下起中７８番地     ０５６７-４６-４１１１ 

名古屋銀行愛西支店   支店長 南川宗嗣 

       愛知県愛西市北一色町北田面２７４番地   ０５６７-２４-７９１１ 

それぞれの役割については、連携体制図の中に記載する。 
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愛西市 
・景気情報提供 

・広報支援 

・展示会等出展支援 

・事業評価 

・地域農産品ブラン

ド化支援 

中小企業庁、中部経済産業局 
・景気情報提供 

・支援ノウハウ提供 

・専門家派遣(ミラサポ)

愛知県商工会連合会 

・景気情報提供 

・支援ノウハウ提供

・専門家派遣 

・展示会出展支援 

・事業評価 

あいち産業振興機構 

よろず支援拠点 

・景気情報提供 

・支援ノウハウ提供 

・専門家派遣 

愛西市商工会（申請者） 

・地域の経済動向調査 

・経営分析・需要動向調査

・事業計画策定・実施支援

・小規模事業者販路開拓支援

・地域経済活性化事業 

・支援ノウハウ等の情報 

交換 

・事業評価及び見直し 

愛西市観光協会 

・展示会等出展支援

あいち海部農業協同組合 
・地域農産品ブランド

化支援 

日本政策金融公庫 

・景気情報提供 

・支援ノウハウ提供 

・金融セミナー開催 

地域金融機関 

・景気情報提供 

・支援ノウハウ提供 

・専門家派遣 

立田ふれあいの里 

・展示会等出展支援

中小企業基盤整備機構 

中部本部 

・景気情報提供 

・支援ノウハウ提供 

・専門家派遣 
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 （別紙）商工会組織図

総　　代

（総代会）

会　　長 マル経審査委員

監　　事
（審査委員会）

佐　　織

（監査会）
副会長・筆頭理事

理      事

（理事会）

事　務　局

支　　部
工業部会 商業部会

青　年　部

佐　　屋 女　性　部

立　　田
八　　開

総　　　会 総　　会 総　　会 総　　会

支 部 長 部 会 長 部 会 長 部　　長
副支部長 副部会長 副部会長 副 部 長
会　　計 幹　　事 幹　　事 常任委員

非会員 会　　　　員　　（部　会　員） 青年・女性部員

商　工　業　者　(小　規　模　事　業　者)

監　　事 （幹事会） （幹事会） （常任委員会）
役　　員
（役員会）

法　人　会
食　品　会

青色申告会


