
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
あま市商工会（法人番号２１８０００５０１５３１３） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

①地域内小規模事業者支援体制の整備 

②個社へ重点を置いた伴走型支援 

③創業者の発掘及び、事業承継支援 

④行政機関との連携強化 

以上 4つの方針により、地域内の多くの小規模事業者が自社の強みを活かした経営

に取り組み、持続的発展・成長できるよう伴走型により支援することを目標とする 

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）地域小規模事業者や研究機関等が公表する資料からの情報収集 

（２）収集した結果の情報提供及び計画書策定支援に係る基礎資料提供 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）巡回・窓口相談からの経営分析 

（２）経営分析セミナー等参加者への経営分析 

（３）記帳継続指導受託先への経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定について啓蒙 

（２）事業計画策定個別相談会の実施 

（３）創業者の発掘と事業計画策定支援 

（４）事業承継計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）商工会職員による計画事業の進捗状況確認 

（２）専門家による助言及び指導 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）地域内消費者ニーズ調査の実施 

（２）地域特産品について需要動向調査と分析行い、伝統工芸存続支援 

（３）個別商品の需要動向調査による新商品開発等の経営戦略支援 

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）インターネットを活用した情報発信力向上支援 

（２）アンテナショップ等を活用した情報力向上及び新規販路開拓支援 

（３）スタンプラリー事業を実施し、店舗認知度向上を支援 

（４）産業ビジネスフェア等の実施による地域内事業者をＰＲ 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（１）企業広告灯刷新による地域活性化 

（２）地域グルメブランド確立による地域活性化 

（３）空き家・空き店舗を活用した地域活性化 

連絡先 
あま市商工会 〒490-1111 愛知県あま市甚目寺東大門８ 

ＴＥＬ：052-442-8831 ＦＡＸ：052-443-1515 

ＨＰ：https://www.ama-sci.com/  e-mail：ama@aichiskr.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 

Ⅰ あま市の概要 

（１）位置・地勢・市の方針 

 あま市は、愛知県の西部に位置し、

平成 22 年 3 月に七宝町、美和町、甚

目寺町の 3 町が合併して誕生した。5

市（名古屋市、清須市、稲沢市、愛西

市、津島市）2 町（大治町、蟹江町）

に隣接しており、市域は東西約 7.9キ

ロメートル、南北約 7.8キロメートル

で、面積は 27.49平方キロメートルで

ある。 

広大な濃尾平野とそこを流れる河

川の恩恵を受けて、近郊農業を中心に

発展してきたが、近年は名古屋市のベ

ッドタウンとしても発展し、人口は約 88,000 人を擁している。名古屋市の中心部から

公共交通機関で約 15 分という立地条件にありながら、田園風景と住宅地との調和がと

れた緑豊かなまちを形成している。 

まち・ひと・しごと創生法の施行に伴い、あま市が将来像として掲げる、まち・ひと・

しごと創生総合戦略は、「人・歴史・自然が綾なす セーフティー共創都市“あま”」に

より、市民、事業者、各種団体、行政が総力を結集した「オールあま」で実施していく

ことを推進している。 

（２）人口 

 微増を続けてきたあま市の人口も、「人口減少時代」の到来により平成 27年をピーク

に、減少の局面に転じることが予測されるが、あま市の都市計画マスタープランでは平

成 33年の目標人口は 90,000人に設定されていることから、あま市の今後の政策によっ

ては人口増加への期待が持てる。 

参考：国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）が算出している「日本の地域別将来人口推計」に基づく 

人口推計の結果と日本創成会議が算出している地域別将来人口推計の結果 
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（３）地域の環境 

 あま市内には、名古屋鉄道津島線（名鉄津島線）が東西に通っており市内に 3 駅（甚

目寺・七宝・木田）を有している。市内３駅の一日平均乗降人数【参考：表１】を合計

すると 20,710 人であり、名鉄津島線沿線駅のなかでの鉄道利用者数は群を抜いており

商業ビジネス拡大の可能性を含んでいる。また、名古屋第二環状自動車道（名二環）が

市内南北に通っており、甚目寺北 IC と甚目寺南 IC を有しているため、交通・物流イン

フラとしては充実しているといえる。物流を必要とする事業者にとっては経営しやすい

環境にある。 
 
 
【表１】名古屋鉄道の一日平均乗降人数表     市内を通る鉄道線と高速道路の位置図 

名鉄津島線の駅名 乗降人数（人） 

甚目寺駅 ９，５２９ 

七 宝 駅 ４，４９９ 

木 田 駅 ６，６８２ 

青 塚 駅 ３，７３２ 

勝 幡 駅 ４，５１８ 

藤 浪 駅 ２，８９４ 

津 島 駅 １３，６５１ 

 
 
（４）地域の特産品 

 あま市の特産品としては、工業製品では七宝焼、ハケ、七宝みそ、七宝しょうゆなど

があり、農産物では、越津ねぎ、小松菜、ミズナ、方領大根などがある。多種類のもの

が特産品として認められ扱われているが突出して地域資源として活用されているもの

はないが七宝焼とハケの生産量は日本一であり、これらの製品をいかに活用していくの

かが地域を発展・PR していくためには不可欠である。 
 
Ⅱ 地域商工業者の現状と課題 

（１）商工業者数の推移 

あま市内で事業活動を行う者の変遷は以下「商工業者の業種別事業所推移表」【参考：

表２】のとおりである。全体的に事業者が減少していることは一目瞭然ながら、そのな

かで大きく目立つのは製造業と卸・小売・飲食業であることが読み取れる。 
 製造業については、多品種を扱うことができる設備を有する業者の進出により少品種

製造業者が淘汰されたことが推察され、また、卸・小売・飲食業については、大型商業

施設やネット通販による商流の変化の影響を受けているといえる。 
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【表２】商工業者の業種別事業所推移表 
（平成２４年までは、美和地区独自調査、平成１８年までは七宝地区独自調査、その他平成２８年、２４年、２１

年は経済センサス調査、平成１８、１３年は事業所・企業統計調査より）         
 建設業 製造業 卸・小売・

飲食業 
金融 

保険業 
不動産

業 
運輸 

通信業 
サービ

ス業等 計 小規模 
事業者数 

平成 
１３年 338 916 1,252 29 248 43 524 3,305 2,770 
平成 
１８年 370 791 1,144 28 194 66 524 3,117 2,599 
平成 
２１年 327 688 1,034 22 232 50 550 2,903 2,381 
平成 
２４年 334 666 1,008 22 231 51 535 2,847 2,338 
平成 
２８年 322 553  839 18 203 66 494 2,495 1,945 

  
（２）小規模事業者の実態把握 

あま市に立地する小規模事業者に向けて、踏み込んだサービスの提供と経営相談体制

を整えていく必要がある。そのために、小規模事業者の経営実態を把握し、事業者が抱

える課題等を明らかにすることを目的にアンケート調査を実施、集計分析をした結果は

以下のとおりである。 
 

 調査対象：あま市内企業（１，６００社を抽出） 

 調査期間：平成２８年１０月１日～１２月３１日 

 回 答 率：５７０件（回答率３５．６％） 

 

◆近年の売上傾向 

 近年の売上傾向に関する質問では、「やや減少」と回答した企業が 173 件（構成

比:30.6%）と最も多くなった。「大きく減少」と回答した企業が 122件（構成比:21.6%）

であるのに対して、「大きく増加」と回答した企業は 7件（構成比:1.2%）にとどまった。 

 業種別でみると、商業（小売・卸）において「大きく減少」、「やや減少」を選択して

いる比率が高いことがわかる。他方、建設業は「大きく増加」、「やや増加」を合わせた

比率が 50％を上回っており、業種間にばらつきがある様子が見て取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1．近年の売上傾向 図表 2．業種別 近年の売上傾向 
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◆現在の経営状況 

 現在の経営状況について尋ねたところ、「普通」と回答した企業が 160 件（構成

比:28.2%）で最も多くなった。次いで、「やや厳しい状況」159件（構成比:28.0%）とな

った。 

 業種別では、近年の売上傾向と同様に商業（小売・卸）において「大変厳しい状況」、

「やや厳しい状況」を選択している比率が高いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆後継者について 

 後継者について尋ねたところ、「考えていない」と回答した企業が 165件（比率:29.2%）

で最も多くなった。「今のところ必要ない」と回答した企業の件数も 116件（比率:20.5%）

と比較的多く、後継者の問題を喫緊の課題として捉えていない企業が約半数程度あるこ

とがわかった。 

 また、業種別でみると、飲食業において、「考えていない」、「今のところ必要がない」

とする割合が高く、後継者の問題を喫緊の課題として捉えていない傾向が窺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3．現在の経営状況 

図表 5．後継者について 

図表 4．業種別 現在の経営状況 

図表 6．業種別 後継者について 
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◆事業の悩み・課題 

事業の悩み・課題について尋ねたところ、「売上減少」と回答した企業が 193 件（比

率:35.7%）と最も多かった。次いで、「人（採用・確保）」170 件（比率:31.5%）、「収益

減少」158件（比率:29.3%）の順となった。全体の傾向としては、「売上減少」を選択し

た企業は、「人（採用・確保）」を選ばない傾向が見られたほか、「人（採用・確保）」を

選択した企業は「人材教育」を合わせて選択する傾向があった。 

事業の悩み・課題については、業種や企業の経営状況によっても異なることが考えられ

るため、業種別、経営状況別でさらに詳しくみていく。 

その結果、業種別では、製造業、加工業と建設業、設備業の課題は類似している一方、

商業（小売・卸売）では「売上減少」が突出している。飲食業において、「設備等老朽

化」が上位にきていることも特筆すべき点である。経営状況別では、経営状況が順調（「大

変順調」「まあまあ順調」）であると回答した企業は、人材の確保・教育の悩みで課題を

抱えていることがわかった。また、経営状況が厳しい（「やや厳しい状況」「大変厳しい

状況」）と回答している企業は、売上・収益の減少が上位にきていることに加え、「資金

繰り」も上位に位置している。 

 なお、全体との位置関係を明確にすることを目的に、上位 3つの選択肢、「売上減少」、

「人（採用・確保）」、「収益減少」を紺色とした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造業・加工業           商業（小売・卸売・飲食） 

図表 7．事業の悩み・課題 

図表 8．業種別の事業の悩み・課題 
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◆事業計画書の策定状況 

 事業計画書の策定状況について尋ねたところ、「事業計画自体、策定する必要がない」

と回答した企業が 129 件（比率:24.0%）となり、最も多くなった。「策定したいが現在

計画はない」および「策定したいがその仕方がわからない」と回答した策定に比較的前

向きな企業は合わせて 111件（比率:20.6%）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画書作成支援の意向については、

「望まない」（322 件）と回答した企業が

全体の 6 割に達した。一方、「望む」と回

答した企業は 35 件あり、約過半数の 17

件は経営状況が順調（「大変順調」「まあま

あ順調」）であると回答している企業であ

った。さらに「望む」と回答した企業の内、

15 件が製造業、設備業であり、業種によ

り意向の差が出てきている可能性もある。 

 

 

◆ホームページの有無 

 ホームページの有無については、ホー

ムページが「ない」と回答した企業は

325件（比率:58.1%）となり、ホームペ

ージが「ある」と回答した企業 188件（比

率:33.6%）を大きく上回った。「今はな

いが今後導入したい」や「作成中、近く

作成予定」と回答している企業も 30 件

あまり確認できた。 
  

 

 

図表 9．事業計画書の策定状況 

図表 10．事業計画書作成支援の意向 

図表 11．ホームページの有無 
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◆国・県等の支援策の利用状況 

 国・県等の支援策の利用有無を尋ねたと

ころ、図表 12の通り「ない」と回答した企

業が 8割を超えた。「ない」と回答した理由

については、「内容や利用方法がわからな

い」が 132 件（比率:32.0%）であり、支援

策の認知度をいかに高めていくかが課題と

して挙げられる。 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果（要旨） 

■近年の売上傾向としては、減少（「やや減少」、「大きく減少」）と回答した企業の割合

が 52.2%に達し、業種別では、商業（小売・卸）で減少と回答した企業の割合が高いこ

とが分かった。大型商業施設やネット通販による商流の変化の影響を受けているものと

推察される。 

■企業の課題・悩みとしては、「売上減少」、「人（採用・確保）」、「収益減少」の順に多

かった。業種や経営状況別でその順番は異なっており、商業（小売・卸売）では「売上

減少」が突出している点は特徴的であった。経営状況が順調と回答している企業では、

「人（採用・確保）」、「人材教育」が上位となっていた。これらのことから業種や経営

状況に合わせたより細かな支援を行っていく必要があるものと考えられる。 

■ホームページを所有していない企業が高い比率を誇っていた。現在はインターネット

を使った情報発信が主流で、企業経営をする上でホームページの有無はビジネスチャン

スに大きく影響を与えるため、ホームページ作成支援を行う必要性は高い。 

■国・県等の支援策の利用は 2割にも達しておらず、事業計画策定の重要性（必要性）

の理解も進んでいないことが確認された。 

 

（３）地域内事業者の課題 

上記のアンケート結果からも読み取れる通り、各業種に共通して挙げられる地域内事

業者の経営課題は、「売上・収益減少」、「人（採用・確保）」である。 
「売上・収益減少」を事業の課題として捉えている卸売業・小売業者は多く、大変厳

図表 12．国・県等の支援策の利用有無 

図表 13．「ない」と回答した理由 
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しい経営環境であるため、需要の変化に対応した経営戦略の策定やインターネット等を

通じた顧客との接点拡大により利益改善を進めることは喫緊の課題である。 
建設業・製造業者は「売上・収益減少」に並んで「人（採用・確保）」を事業の課題

として捉えている。人材問題（人材採用・確保）を解決するためには、人材確保のため

のノウハウを備えることとともに、事業者が自社の強みや魅力を分析し広く PR してい

くことが必要である。また、地域内の建設業・製造業者の多くは親会社や元請会社に依

存している。「売上・収益減少」の課題を解決し、安定した経営をしていくために、下

請構造からの脱却をし、中小企業・小規模事業者自身が商品開発から市場開拓まで一貫

して行っていくことが課題である。 
「後継者対策・後継者問題」については「考えていない」、「今のところ必要ない」と

回答した企業の比率は約半数となっており、地域内事業者の多くが課題として認識して

いない。後継者対策を講じていない事業者は、自分の代で廃業を考えているなど潜在的

廃業層でもあり、益々地域経済を支える小規模事業者が減少してしまうことが考えられ

るため早期に事業承継を推進していくことが課題である。 

 

Ⅲ 支援機関としての役割 

 支援機関としての商工会は地域に密着した唯一の総合経済団体であることから、行政

機関との連携は不可欠であり、地域の発展に寄与するという大きな使命がある。これま

で以上にあま市との連携体制を強化し経営資源に乏しい小規模事業者や自分の夢を叶

えるために新たに創業を志す創業希望者のベストパートナーで存在し続ける必要があ

るため、現在の巡回・窓口相談体制を再度見直し【ワンストップサービス機能を持つ身

近な相談役】のポジションを構築し、唯一無二の組織であることを明確に掲げ地域にと

っての気軽な相談窓口となるような事業を展開していく。 

  

Ⅳ 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

地域の経済状況等に対応するためにあま市が策定した、あま市まち・ひと・しごと創

生総合戦略では、「人・歴史・自然が綾なすセーフティー共創都市“あま”」を将来像に

掲げ、産業面においては、「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」を基

本目標に以下の施策を打ち出している。 
 

○商工業の振興 

 あま市の恵まれた立地条件は、企業や従業員にとって魅力的であり、市内に高度先

端産業の工場等を新設、または増設する中小企業に対し奨励金を支給するなど、様々

な方策による企業誘致を推進し、雇用の拡大を図る。 
 また、市内企業を応援するとともに、企業支援体制の構築を検討し、あま市の地域

産業の振興や地域経済の活性化に取り組む。 
 
○地場産業の振興 

 あま市には、七宝焼や刷毛・刷子（ハケ・ブラシ）など、誇るべき地場産業があり、

特に七宝焼（尾張七宝）は、平成 7 年に経済産業省の伝統的工芸品にも指定されてお

り、日本を代表する工芸品である。これらの地場産業の現状把握を行い、活性化に向

けて市内外への PR を積極的に行うと同時に、次世代の職人育成にも力を入れる。 
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当地域は、名古屋鉄道津島線が東西に通っており市内に 3 つの駅を有している。また、

名古屋第二環状自動車道が市内南北に通っており市内に 2 つの IC を有している。国道

や県道の主要幹線道路にも恵まれていることから交通・物流インフラにおけるメリット

は大きい。名古屋市中心部から約 15 分でアクセスできることや、物流業の海の玄関口

ともいえる名古屋港からは約 40 分で往来ができることは、産業が発展する環境として

は悪くない条件である。このような環境は事業を経営する上で高い優位性を持ち、事業

実施内容や取り組み方法に工夫を加えれば地域外からの顧客獲得にも期待することが

できる。 
また、このような背景から行政機関でも企業誘致推進【参考：あま市の地域構造図（あ

ま市都市計画マスタープランより抜粋）】に取り組む計画がある。企業誘致推進の波及

効果として地域内小規模事業者の取引先増加や地域外からの誘客による売上向上、地域

内雇用の増加、新規創業者の創出等にも発展する可能性を含んでいる。あま市に住みた

い・あま市で働きたい・あま市で創業したい人を増やし、地域内小規模事業者の振興と

地域の活性化を図る。 
参考：あま市の地域構造図（あま市都市計画マスタープランより抜粋） 

 
（商工会としての支援方針） 

地域内小規模事業者を支援するためには、事業者が経営する上で抱いている問題や課

題を、いかに引き出し事業者に寄り添ってサポートできる存在になることが重要であ

る。 

当商工会としては職員間で、事業者情報を共有できる環境を整備し、統一した認識を

持ちながら支援力と提案力、傾聴力を向上させ、どのような課題に対してでも解決策を

提案できる地域に密着した相談窓口となれるよう、職員の支援スキルを高めていく。 

地域内小規模事業者へは、これまでのビジネスモデルが崩壊しつつあることを気付い

てもらうこととともに、地域内小規模事業者の新たな取り組みや改革を内発的に取り組

あま市行政による 

企業誘致推進予定地 
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めるように促し、高い競争力を備えられるような支援を実施し、意欲と魅力のあふれる

事業者を輩出できるよう以下に記載の目標の支援をしていくことで、地域内小規模事業

者の持続的発展、地域経済の活性化につなげていく。 
行政機関や他支援機関との連携を強化し、小規模事業者への有益な情報提供やアドバ

イスができるネットワークを構築し、小規模事業者が経営しやすく、また、あま市で創

業したくなる環境を整える。 
 

Ⅴ 経営発達支援計画の目標と実施方針 

（目標） 

 実態把握アンケートからも読み取れるとおり、地域内小規模事業者の経営力衰退の要

因は、何と言っても売上の減少に他ならない。売上減少を経営課題として感じている事

業者に対して、自社の問題点と伸ばすべき強みを見出してもらう機会を創出し、経済動

向や需要動向を見極めながら内発的動機による取り組みができる小規模事業者を増加

させるための徹底した個社支援をする。また、面的な支援としては行政機関との連携を

密に企業支援体制を構築することで、事業者が活躍できる場や、新たな特産品等を創出

することによりビジネス機会の拡大を図り小規模事業者の振興を基軸に総合的な地域

経済の活性化に寄与する。 

 

（実施方針） 

①地域内小規模事業者支援体制の整備 

 昨今の小規模事業者が抱える経営課題は、規制緩和や業界再編等により経営環境の変

化が頻繁に起こり複雑で高度なものが増加している。専門的な知識を要する相談案件に

ついては、愛知県商工会連合会のエキスパート派遣制度やミラサポ、あいち産業振興機

構の愛知県よろず支援拠点などを活用し、的確なアドバイスが仰げる専門家への橋渡し

をすることで【ワンストップサービス機能を持つ身近な相談役】としての地位を確立す

る。 

②個社へ重点を置いた伴走型支援 

地域の需要の変化に応じ、自社の強みを把握したうえでの事業計画策定、事業計画に

基づく事業推進のフォローアップや計画内容のチェックを定期的に実施することで地

域内小規模事業者の経営は安定し持続的な発展が図れる。一人でも多くの小規模事業者

に計画に基づく経営の必要性に気付いてもらう機会を創り、やる気のある個社に対して

は経営分析を実施し、事業計画策定から事業実施後のフォローアップを重点的に支援し

ていき、売上向上事業者の増加、魅力的な製品や技術を有する事業者を廃業させないた

めの伴走型支援に取組む。 

③創業者の発掘及び、事業承継支援 

地域内の小規模事業者数は、平成 24 年の経済センサス数値では 2,330 事業所であっ

たが、平成 28年経済センサス速報値では 1,945事業所となっており、4年間で 385もの

小規模事業者が減少している状況であり、このまま推移すれば地域経済や地域活力の低

下等が懸念される。 

今後の急激な事業所数減少に歯止めをかけるために、地域内で創業を目指している創

業希望者の発掘とその支援、また、事業承継に関する取り組みが疎かになりがちな小規

模事業者に対して、意識喚起を行いスムーズに事業承継が行われ、事業の維持継続が図
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られるよう伴走型支援を行う。  

④行政機関との連携強化 

地域の経済を活性化するためには、行政との連携は不可欠であるため、これまで以上

にあま市とは密に連絡をとりながら、行政の中長期的ビジョンを踏まえたうえで小規模

事業者の支援と、まちづくりに寄与できる地域に密着した取り組みを実施する。 

 

上記 4つの方針により自社の強みを活かした小規模事業者の創出と、売上・利益の増

加を図るとともに、経営指導員をはじめとする商工会職員スキルの底上げを図り、高度

で専門的な相談事案にもワンストップで対応できる存在となり地域内小規模事業者の

課題解決・持続的発展を実現する。 
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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３１年４月１日～平成３６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） 

 これまでは、商工会として地域の経済動向に関する調査は実施しておらず、また、調

査研究機関などが調査、分析をした数値データを小規模事業者へ提供することも少なか

った。また、経済動向に関する調査結果の情報は、提供するのみに留まり有効に活用さ

れていないことが課題となっている。 

（目的） 

 事業計画策定支援をするためには、地域の経済動向を把握した上で具体性の高い数値

データ等を参考にする必要がある。行政機関や関係機関が定期的に公表する経済動向に

関する情報を参考に、管内小規模事業者への景気動向調査と併せ、地区内における経済

動向を把握する。 

 把握した経済動向を調査・整理・分析することにより、市内および周辺地域を主な顧

客エリアとする小売・サービス業の小規模事業者が、販売力を強化し売上を向上するた

めの施策の基礎データとする。 

（事業内容） 

（１） 地域小規模事業者からの情報収集【拡充事業】 

国の施策として愛知県商工会連合会が実施する景況調査（景況調査は愛知県内

の 180 企業が対象で、その内訳は製造業 36 企業・建設業 27 企業・小売業 50 企

業・サービス業 67 企業である。）を当地域では 15 事業所に協力を得て、売上な

ど（下記調査項目表を参考）について四半期に一度のペースで実施していること

から、そこで得られる業種ごとの景況に関する調査結果を四半期ごとに作成す

る。また、分析調査をするためのサンプル数が少ないため、地域の業種比率を踏

まえ各業種を対象について商工会職員の巡回訪問による聞取り調査を年間 2 回の

頻度で実施し、併せて地域の経済動向調査の結果に反映する。 
 （調査項目表） 

調査項目 
売上 採算 業況 設備投資状況 資金繰り 

仕入単価 従業員 外部人材 長期資金借入難度 問題点 

 （調査対象事業所） 
 建設業 製造業 卸・小売業 飲食業・サービス業 合 計 

景況調査対象 

事業所数 
2 3 4 6 15 

聞き取り調査対象

事業所数（※） 
4 4 3 4 15 

合 計 6 7 7 10 30 

（※：聞き取り調査対象事業所数については、より具体的な地域の経済動向調査、分析をする

ために、地域内事業者の業種比率を踏まえ調査対象業種の配置をした。） 



１３ 
 

（２） 研究機関などが公表する資料からの情報収集【新規事業】 

商業者向けのマーケティングデータ収集を、中部経済産業局の統計データ、愛

知県の中小企業景況調査等を活用して実施する。情報収集能力の低い小規模事業

者にも分かりやすい形で、消費者動向を把握してもらい、商品の企画や開発、仕

入方針などの経営戦略に活用できるよう情報提供していく。 

工業者向けには、経済産業省の鉱工業生産指数や中部経済産業局の金属工作機

械総受注高、国土交通省の主要構造別着工建築物情報などを用いて経済動向の現

状について情報提供していく。 

  （活用する情報） 
発行元 活用資料 項 目 

中部経済産業局 経済動向・統計データ 

品目ごとの生産数、出荷数、在庫数 

品目別の販売動向、商品別販売額、従業

員情報、受注動向など 

愛知県 中小企業景況調査 

業況判断 DI、売上 DI、採算 DI、設備投資、

資金繰り、雇用人員、経営上の問題点な

ど 

経済産業省 生産動態統計調査 

製品の生産数、生産金額、受入数、消費

数、出荷数、在庫数、設備状況、従事者

数など 

国土交通省 建設工事受注動態統計 

建築物の民間受注工事請負額、建築物の

公共受注工事請負額、都道府県別請負契

約額など 

 

（３） あま市からの情報収集【新規事業】 

    あま市の担当部署と年間 4回の頻度で地域の経済動向に関する情報交換をする

機会を設け、あま市内の経済に関する景況や、公共工事の発注状況などの各種経

済動向について情報収集し調査分析する。 

 

（活用方法） 

 上記にて収集した情報の調査分析については、研究機関等の協力を得ながら調査結果

についての報告書を作成し、商工会報（年 1回発行）、及び商工会 HPへ掲載し情報提供

する。地域の経済動向を小規模事業者に周知することで、経営環境の変化を把握し、今

後の事業展開を検討する意識付けをしてもらう機会を創出し、事業計画策定の重要性を

感じてもらい、商工会としては小規模事業者へ計画書策定支援につなげていく。 

 地域の経済動向情報を地域の小規模事業者へ定期的に提供することで、経営環境の変

化を予想し、事業計画策定やその後のフォローアップ支援、セミナーテーマの検討材料

としても活用する。小規模事業者への情報提供の方法については、巡回訪問時または窓

口相談の際に施策普及資料等と併せて提供する。 
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（数値目標） 

内  容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査結果を商工会ＨＰで

公表する回数 
事業内容(1）(2)についての 

調査結果を半期ごとに提供 

未実施 2 2 2 2 2 

調査結果を商工会報で公

表する回数 
事業内容（2）についての調 

査結果を提供 

未実施 1 1 1 1 1 

巡回・窓口指導時の情報

提供回数 
すべての事業内容について 

の調査結果を随時提供 

未実施 400 400 400 400 400 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

 これまでは、経営分析依頼事業者や小規模事業者持続化補助金等の申請書作成支援事

業者を対象に経営分析を実施してきた。金融相談や税務相談の場においては簡易的な財

務分析をするのみに留まり、踏み込んだ経営分析は実施していなかった。過去２年間の

当商工会のサポートによる融資の斡旋件数及び、確定申告書提出件数は以下の表のとお

りであるが、相談事項が解決した後のアフターフォローとしては現状特に何も行ってい

ない。 

 今後は、経営分析の必要性や手法を分かりやすく小規模事業者に伝え、支援事業者の

掘り起こしを行うことが課題である。 

   （過去２年間の金融、税務支援件数） 

内  容 平成 28年度 平成 29年度 

融資の斡旋件数 54 50 

確定申告書提出件数 733 732 

（目的） 

 地域内小規模事業者、とりわけ事業所減少比率の高い、製造業者と卸・小売・飲食業

者を中心に経営状況等の把握と分析を行う。 

製造業者においては、自社の強み（Strengths）と機会（Opportunities）を見つけるこ

とへの支援、卸・小売・飲食業者においては、地元顧客の囲い込みを追及した販売強化

から売上アップを目指すことへの支援を主眼に置き、経営指導員等による巡回指導・窓

口指導、特に深くヒアリングすることが求められる融資相談や確定申告相談を契機に小

規模事業者の経営状況等の把握と分析を行う。 

 

（経営分析の方針） 

 ●製造業者に対する経営状況把握と経営分析の方針 

製造業者においては、SWOT分析により外部環境（経済、景気、社会、技術動向や業界

環境の変化）と内部環境（自社の強み、弱み）を把握し、3C 分析により市場、顧客

（Customer）・競合（Competitor）・自社（Company）の分析をし、小規模事業者の進行
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方向を見定める。自社の魅力を改めて見つけ出し、財務分析により収益性、安全性、安

全性を把握することで経営戦略立案の基盤とする。 

●卸・小売・飲食業者に対する経営状況把握と経営分析の方針 

卸・小売・飲食業者においては、SWOT分析により強み・弱み・機会・脅威を把握する

とともに、現代の消費者ニーズ等を理解するための定性分析を実施することで、自社が

提供する商品やサービスの強みと弱みを分析し、財務分析により収益性、安全性、安全

性を把握することで地元顧客の囲い込みを追及した販売強化と新商品やサービスを創

り戦略立案の基盤とする。 

 

（事業内容） 

（１） 巡回指導・窓口指導からの経営分析【拡充事業】 

 経営指導員等による巡回指導・窓口指導の際に財務分析・経営分析の重要性を

説明し経営分析を行う。金融相談や税務相談を受ける際は、決算関係書類を確認

する必要があるため、経営指導員による財務分析を実施し分析結果を伝え経営分

析の重要性を理解してもらえた事業者に対して経営分析を実施し事業の持続的

発展につながる踏み込んだ支援を提供し事業計画策定へとつなげる。 

 

（２） 経営分析セミナー等参加者への経営分析【新規事業】 

経営分析セミナーや弥生会計ソフトセミナー等、地域内小規模事業者向けに開

催するセミナーへの参加者に対して経営分析を実施する。実施する分析は、売上

減少の要因を掴むための財務分析（直近 2期分の決算書を比較した売上・利益の

増減原因分析と損益分岐点分析）や、より効率よく売上向上を図るための商圏分

析（市場情報評価ナビなどの統計情報を用いた商圏情報の把握・分析）、自社の

強みや弱みを再確認するための SWOT分析等を行う。 

現状はセミナーを開催するだけにとどまり、参加者へのアフターフォロー方法

としては明確な取り決めもなく実施できていないため、経営分析の重要性を説明

し、必要性を感じてもらえる意欲のある事業者に対しては SWOT 分析、3C 分析を

勧め、専門家派遣制度や他支援機関の専門家を利用しながら伴走型支援により売

上向上支援に努める。 

 

（３） 記帳継続指導受託先への経営分析【新規事業】 

 記帳継続指導受託先（現状 130事業所より受託）のなかには、計画的に事業運

営ができず持続的発展が危ぶまれる小規模事業者がいる。そのような事業者に対

しては、経営分析の重要性と必要性を理解して感じてもらい前向き経営に取り組

む足がかりとしてもらう。記帳担当職員の資質向上を図るために、記帳職員が訪

問する際には経営指導員が帯同し OJTをする。また、自社の経営状態を的確に把

握するために、弥生会計ソフトの経営分析機能を使い決算書だけでは分かりにく

い数字をグラフ化したものを提供し、SWOT分析、3C分析、ABC分析などの方法も

提案し、事業計画策定支援へとつなげる。 
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□経営分析フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果の活用方法） 

 分析の結果については、巡回訪問等で小規模事業者へ提供し、自社の現状と経営課題

を認識してもらう。その後、経営分析により確認できた経営課題を解決するための事業

計画策定の重要性を理解してもらい、計画的事業運営を進めるための事業計画書策定支

援につなげていく。 

 また、経営分析を実施した小規模事業者と同業種で同等規模の事業者をピックアップ

し、分析結果の情報を提供することで自社の経営状況と照らし合わせ今後の経営戦略を

検討してもらう機会をつくる。 

 

（数値目標） 
内  容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

巡回・窓口相談による経営分析実施

件数 
4 12 12 16 16 20 

セミナー参加者を対象とした経営分

析実施件数 
未実施 10 10 10 10 10 

記帳継続指導受託先への決算書や事

業内容から見る経営分析実施件数 
3 10 10 10 15 15 

合  計 7 32 32 36 41 45 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

 これまで事業計画の策定は、補助金の申請や融資の斡旋など小規模事業者より特定の

施策を受けるために相談があり、その目的を達成するためだけの場当たり的な策定支援

にとどまってきた。当商工会の経営発達支援計画策定により、小規模事業者の事業計画

策定の必要性と、PDCAサイクルをまわすことによる計画に沿った事業運営の重要性をよ

り多くの地域内小規模事業者に浸透させることが課題である。 

（支援に対する考え方と取り組み） 

 地域経済動向調査の結果と経営分析の結果を踏まえ、地域内小規模事業者が経営課題

事業計画策定支援へつなげる 

①巡回指導・窓口指導からの経営分析 

②事業計画策定セミナー等参加者への経営分析 

③記帳継続指導受託先への経営分析 

 【財務分析・SWOT分析・3C分析・ABC分析】 

 

経営分析を実施し、小規模事業者の経営実態や自社の強みを把握 
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を解決し持続的発展をしていくために事業計画策定先の掘り起こしと策定支援を行う。 

補助金や融資等の申請にかかわらず事業計画を策定し、それに沿った経営を実行して

いくことが事業の持続的発展のために有効であることを広く啓蒙していき、意欲的な事

業者への事業計画策定支援により地域内小規模事業者の経営ビジョンと将来像を明確

にする。商工会職員が事業者に寄り添い、専門家や各種支援機関からの指導を仰ぎなが

ら各種事業計画策定支援を伴走型により実施することで、具体的で実現性の高い計画書

策定につなげる。 

また、支援対象者は経営分析を実施した意欲のある小規模事業者を対象に実施し、経

営分析を行った事業者の７割程度の事業計画策定を目指す。 

（事業内容） 

（１） 事業計画策定について啓蒙【拡充事業】 

地域内企業へのアンケート調査結果から、事業計画書を策定することの重要性

を理解していない事業者が多いことが読み取れる。事業計画の重要性を理解する

機会の創出と、事業計画策定を動機付けること、また地域内小規模事業者への計

画書策定を啓発することを目標に、集団セミナーを開催し事業計画策定に意欲的

な小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

（２） 個別相談会の実施【拡充事業】 

 上記のセミナーで反応のあった受講者及び、地域内企業へのアンケートにより

「策定したいがその仕方がわからない」・「計画はあるが策定していない」と回答

した事業者を中心に積極的な巡回訪問を実施し定例で行う個別相談会へ誘導し

事業計画書策定につなげていく。 

 個別相談会では、経営指導員が中小企業基盤整備機構の経営計画作成アプリ

『経営計画つくるくん（下図１参照）』を活用しながら事業者と一緒に考え事業

計画を策定し、そのブラッシュアップを支援する。また、事業計画書策定のうえ

で重要となるマーケティング情報については市場情報評価ナビ MieNa（下図２参

照）を活用し、より具体的かつ論理的な計画書策定を支援する。 

高度で専門的な案件は、愛知県商工会連合会のエキスパート派遣制度やミラサ

ポ、あいち産業振興機構の愛知県よろず支援拠点などを活用する。専門家からの

支援を仰ぐ際は、必ず経営指導員が同行・同席し資質向上を図る。 

 

 

 

図１：経営計画つくるくん 

（中小企業基盤整備機構

HPより） 
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（３） 事業計画の策定支援方法【新規事業】 

 経営分析を実施した意欲のある小規模事業者及び、上記（１）（２）により事

業計画策定を希望する小規模事業者に対しては、巡回訪問等により事業計画策定

に必要な項目についてヒアリングを行い整理する。整理した事業計画策定に必要

な基礎的項目を基に、SWOT分析を活用した現状分析を実施し、「強み」と「機会」

を活かした計画の骨子をつくる。事業計画には目標数値と実施スケジュールを設

定することで、精度の高い事業計画書策定の支援をし、小規模事業者に PDCA サ

イクルをまわすことを意識してもらいながら伴走型にて支援を行う。 

 

（４） 創業者の発掘と事業計画策定支援【拡充事業】 

 あま市、いちい信用金庫、NPO 法人ほっとネット・みわと連携を図り、地域内

で創業を目指している創業希望者の発掘とその支援を行う。創業したいと考えて

いるが、あと一歩前に踏み出せずにいる方、事業を開始することは決まっている

が、経営者になることへの不安が拭えない方などへ事業（創業）計画書策定の支

援をし、裏づけ資料を作成して事業成功の後押しをする。 

 創業者の発掘は、創業セミナーの開催チラシ（あま市を中心に近隣市町 50,000

世帯）により地域内外全域へ周知し発掘、個別支援については、経営指導員によ

る創業相談窓口を新たに設け経営・財務・人材育成・販路開拓のセクションにつ

いての相談に経営指導員が随時対応できる体制を整える。   

 

（５） 事業承継計画策定支援【新規事業】 

    事業承継に関する取り組みが疎かになりがちな小規模事業者に対して、意識喚

起を行い早期に計画的な事業承継ができるよう支援を行う。 

事業承継は相当の準備期間を要するため、ニーズの掘り起こしと情報収集をす 

るために事業承継ネットワーク構築事業の事業承継診断票を用いてヒアリング調 

査を実施し、地域内事業者の現状把握をする。 

現状把握をした結果、将来性のある事業体でありながら事業承継問題を抱えて 

いる事業者に対しては、愛知県事業引継ぎ支援センターや、愛知県よろず支援拠 

点、あいち事業承継ネットワークなどの専門家の指導を仰ぎながら、事業承継計 

画の策定を支援する。 

 

 

 

 

図２：市場情報評価ナビ 

MieNa 

（株式会社日本統計セン

ターHPより） 
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（数値目標） 
内  容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

計画策定啓発集団セミナー開催数 未実施 1 1 1 2 2 
計画策定個別相談会の開催回数 未実施 5 6 6 12 12 
事業計画策定件数 13 24 28 28 28 28 
創業セミナー開催回数 1 2 2 2 2 2 
創業個別支援件数 未実施 3 3 3 5 5 
創業計画策定件数 1 3 3 3 4 4 

※事業計画策定件数は、経営革新計画、経営力向上計画、事業承継計画等も含む。 

 

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） 

 これまで事業計画の策定支援を行ってきた事業者に対してのフォローアップは、思い

ついたときに巡回訪問するのみにとどまっており、計画的に実施してこなかった。また、

事業計画策定支援自体の多くが、補助金や助成金を目的とするものであったため、補助

金や助成金の実績報告期限が近づいてきた時期に集中して事業所へ訪問していること

が多く、事業計画策定後の PDCA サイクルをフォローする意味では物足りないものであ

った。 

（目的） 

 事業計画策定後、事業を実行していくのは事業者自身であるが、これまでに事業計画

を策定したことのない事業者にとって PDCA サイクルを廻していくことは難しいことで

ある。当商工会では、事業計画の策定支援は実施しているものの、策定後のフォローは

不足している現状であり、時間や人的な余力があまり無く、実行力に乏しい小規模事業

者にとっては、伴走型によるフォローアップが不可欠であるため、計画的で定期的なフ

ォローアップ支援を実施する。 

 

（事業内容） 

（１） 商工会職員による事業の進捗状況確認【拡充事業】 

 事業計画策定直後の 6ヵ月間は、最低 2ヵ月に 1回の巡回訪問や窓口対応によ

り事業の進捗状況を確認し、必要な情報の提供や実施方法の提案を行っていく。

進捗状況確認のための巡回訪問については、商工会職員のスキルを底上げするこ

とを視野にいれ、全職員にて行い職員間で情報の共有をし、内部コミュニケーシ

ョン向上の一助とする。 

 計画策定後、6 ヵ月を経過したあとは概ね 3 ヵ月に 1 回の頻度で事業者と接触

する機会を設け、事業実施状況の確認と把握をし、担当経営指導員による適切な

フォローアップを行い、少なくとも年間で 5回の支援を実施する。 

 

（２） 創業者（創業予定者）に対するフォロー【拡充事業】 

 創業者（創業予定者）が創業計画策定後、創業プランに沿ったアクションを起

こせているかを、創業計画策定後 2ヵ月に 1回の頻度で巡回訪問や窓口相談等に

より把握・確認をする。その結果、困難な問題や障壁が確認できた場合には、経

営指導員等が問題解決に向けた提案をし、伴走型支援により開業までの後押しと
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開業後のフォローアップを行う。 

 

（３） 専門家による助言・指導【拡充事業】 

 事業者が計画実施をする上で、困難が生じていることが確認できた場合には、

より効果的に実行できるよう愛知県商工会連合会のエキスパート派遣制度等を

活用し実地訪問による支援を実施する。 

 

（４） 資金調達支援【拡充事業】 

 事業計画実施にあたり資金繰りが不安定であることが確認される場合には、日

本政策金融公庫のマル経融資制度を軸に事業資金融資の提案を行い、スムーズな

事業計画実行の下支えをする。 

 

（数値目標） 
内  容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画策定後のフォローアップ

回数 
※既事業者に対しては年間 5回 

12 120 140 140 140 140 

創業者等の事業計画策定後のフォ

ローアップ回数 
※創業者等に対しては年間 6回 

1 18 18 18 24 24 

上記に付随し派遣する専門家指導

回数（内、創業者支援事業所数） 

2 

（1） 

6 

（2） 

7 

（2） 

7 

（2） 

8 

（3） 

8 

（3） 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

 これまでは、需要動向に関する調査等は実施しておらず、新規顧客の獲得や販路拡大

を図る小規模事業者へ支援するために必要な情報が不足していた。小規模事業者の多く

は、消費需要動向を掴まずに数的根拠のない勘や経験に頼り販売する商品や、提供する

サービスのラインナップをしており、消費者ニーズに反した効率の悪い経営をしている

ことが窺える。また、当商工会としても根拠が無く正確性に欠ける職員個々の主観的な

アドバイス等により事業者を混乱させてしまうケースもあり、事業者が納得できる根拠

を持った具体的なデータに基づいた支援をする体制を整えることが課題である。 

（目的） 

 消費者の需要は日々変動することが常であり、地域性によるバラつきも大きいため地

域内の小規模事業者が持続的発展していくためには、地域内外の需要動向をつかみ、需

要予測をすることが不可欠である。これまで当商工会による需要動向調査の実績は無い

ため的確な動向分析をするために、研究機関等と連携しながら情報収集と調査・分析を

進め、情報提供することで、売上減少による悩みを解決に導く支援の手立てとする。 

 また、生産量日本一を誇る地域の特産品の七宝焼やハケについては、産業としては停

滞していることが窺え、それぞれ生産者組合（七宝町七宝焼生産者協同組合、愛知刷毛

刷子商工業協同組合）はあるものの需要動向を把握するような調査分析等は行っていな

いため、これらの産業を後押しすることにも役立てる。 
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（事業内容） 

（１） 地域内消費者ニーズ調査【新規事業】 

 地域内の需要動向を把握するため、毎年 11 月に当商工会青年部が実施するイ

ルミネーションフェスタ（注１）点灯式へ出展する飲食業者及び食品製造業者が

提供する商品やメニュー等について消費者ニーズのアンケート調査を実施する。 
（（注１）イルミネーションフェスタは、点灯期間中に約２万人の来場者があり、地域での認

知度は高く、地域内外からたくさんの来場が見込めるイベント。地域内の小規模事業者へ出

展の募集をし、例年 15社程度の飲食業者や食品製造業者の出展がある） 

   （アンケート調査項目） 
    ※イルミネーションフェスタに来場した一般消費者に対し、１調査対象物あたり 20件 

のアンケートを実施 

飲 食 業 者 
性別 年代 居住地 味 価格 満足度 好感度 

提供メニューに対する感想 

食品製造業者 
性別 年代 居住地 味 価格 満足度 パッケージ 

改善点 提供商品（パッケージ含む）に対する感想 

 

（２） 地域特産品の需要動向調査【新規事業】 

 地域の特産品である七宝焼製造業者とハケ製造業者に焦点を絞り、需要動向調

査を実施する。かつては大きなマーケットがあり事業体として成り立っていた産

業であるが、昨今は衰退の傾向にあり、2 つの地域特有の伝統工芸を再度隆盛さ

せるためには、必要な調査を行い分析した結果の情報をもとに支援をしていく。 

 

（アンケート調査項目） 
※七宝焼製品の需要動向については、あま市観光協会と連携し毎年あま市七宝焼アー 

トヴィレッジで開催される「尾張七宝新作展」へ来場する一般消費者に対して 30件の 

アンケートを実施     

七宝焼製品 
性別 年代 居住地 価格 満足度 好感度 購入目的 

パッケージ  製品に対する感想 

※ハケ製造業者が提供する商品の需要動向について、バイヤーに対する 20件のアン 

ケートを実施 

ハケ製造業者が

提供する商品 

価格 満足度 改善点 利用目的 使いやすさ 

製品に対する感想 ハケ・ブラシ製品の需要 

 

（３） 個別商品等の需要動向調査【新規事業】 

事業計画を策定した小規模事業者（主に小売業、製造小売業、飲食・サービス 

業）が扱う個別商品や提供サービスの需要動向調査を実施する。 

個別の事業者が取り扱う商品や提供サービスの需要動向を把握することで、新商 

品開発や仕入計画、売上計画の経営戦略を立てることに活用ができ、収益改善す 

るための支援やアドバイスをする指導資料とし、個社のさらなる事業の発展に寄 
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与する。個別商品等の需要動向調査は、当初 3年間は年に 1度実施しその後は年 

に２度の調査を目標とする。個別商品等の需要動向調査結果は個社特有の情報に 

なるため、公表はせず特定の個社への支援に活用し、伴走型支援の徹底を図り売 

上向上の支援をする。 

    

   （アンケート調査項目） 
※個別商品等の需要動向調査については、甚目寺観音で実施される朝市への来場者を 

対象にアンケート調査を実施する。調査項目は調査対象物ごとの特性に応じて下表よ 

りピックアップする。 

※個別商品や提供サービスごと、50 件の回収を目標とする。 

性別 年代 利用場面 価値（視覚、味覚、触感、利便性） 

デザイン（色、形状、大きさ、重量） 価格 満足度 必要性 

改善点 提供商品（パッケージ含む）に対する感想 

 

（数値目標） 

内  容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

地域内消費者ニーズ調査結果提供事

業所数 
※イルミネーションフェスタ時に実施し

た結果を出展者へ提供 

未実施 15 15 15 15 15 

地域特産品（七宝焼製品）の需要動

向調査回数 
未実施 1 1 1 1 1 

地域特産品（ハケ・ブラシ製品）の

需要動向調査回数 
未実施 1 1 1 1 1 

個別商品の需要動向調査回数 未実施 1 1 1 1 1 

需要動向調査をする個別商品数 未実施 3 3 3 4 4 

（成果の活用方法） 

収集した情報については、整理と分析を行い、各種統計調査の情報と併せて報告書を 

作成し対象事業者に提供する。情報提供をした後、商品製品等のブラッシュアップや新

たな商品開発等の高度な相談案件に発展するようであれば、愛知県商工会連合会のエキ

スパート派遣制度等を活用し実地訪問による支援を実施し、【ワンストップサービス機

能を持つ身近な相談役】として個社に対する伴走型支援体制を充実させていく。 

 

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） 

 これまでは、需要開拓に寄与する取り組みとして企業情報誌や、商店や飲食店のガイ
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ドマップの作成と配布、商業者の売上向上に資することを目的としたスタンプラリー事

業等を実施してきた。これらの取り組みは、一過性の事業としての位置づけであり、無

事完了させることに主眼を置いており、結果的に参加事業者の需要開拓に直接好影響を

与えたかなどの検証をすることが無く、実施側の自己満足で終わっている。 

 これからは、事業の実施効果検証も含み PDCA サイクルを意識して取り組むことが課

題である。 

 

（目的） 

 経営資源が不足しがちな小規模事業者にとって、情報発信力を備えることは販路開拓

をし、持続的経営をするために不可欠な要素である。当地域内の小規模事業者において

も、経営実態把握アンケートの結果で分かるとおり自社ホームページを所有していない

事業者の比率は高く、情報発信力が欠けていることが窺える。地域の経済動向や需要動

向の調査分析した結果から導く、個社が販路開拓をしていくために一番有益である情報

発信方法を提案し、ビジネスパートナーの発掘支援やエンドユーザーへの訴求力を高

め、事業の持続的発展に寄与する取組みをする。 

 

（事業内容） 

（１） インターネットによる販路開拓支援【拡充事業】 

   昨今のインターネットが著しく普及している環境下では、自社ホームページを 

所有していないことは、ビジネスチャンスを逸しているといわざるをえないた 

め、ホームページを所有したいが費用的余力の無い事業者を対象に、全国商工会

連合会が運営するコンパスクラブの事業者支援システム「SHIFTの活用を推進し伴

走型によりホームページ作成の支援を行い事業者の露出機会を創出する。 

 また、ホームページを作成することだけでは補えない新たな需要の開拓方策と

しては、「Facebook」や「Twitter」、「LINE」などの高い認知度を誇るソーシャル

ネットワークサービスの活用を勧め、小規模事業者の情報発信力強化を支援して

いく。  

 

（２） アンテナショップ等による販路開拓支援【新規事業】 

 地域の特産品（七宝焼・ハケ・ブラシ）や、逸品を取り扱いながら地域近隣エ

リアのみの販路しか有しない事業者に対しては、愛知県商工会連合会により運営

実施されている、アンテナショップ「まるッと！あいち」と「ピピッと！あいち」

や、全国商工会連合会により実施されている「ニッポンセレクト．com」、「販路

開拓支援拠点むらからまちから館」への出展を勧奨し露出頻度の増加と認知度向

上により売上拡大を図る。 

 アンテナショップ等への出展者に対しては、販売動向などを確認しながら定期

的なフォローをし、新商品の開発支援や既存商品の品質向上等の面でブラッシュ

アップにもつなげていく。 

 

（３） スタンプラリー事業【既存事業】 

    店舗を有する商業系の事業者にとって、店舗の認知度を高めることは最重要で 

ある。広告宣伝費に割ける運転資金余力がない事業者にとって、折込広告などを 
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用いて自社の PRをすることは現実的には難しく、一般消費者の来店を促進する 

ことや、消費者の購買意欲を駆り立てるような広告宣伝を打つ機会を創ることは 

非常に難しいことである。 

当商工会では、市内及び近隣地域の約 11万世帯を対象に、地域内事業者の営 

業情報や商品情報を新聞折込広告や、地域情報誌を展開する媒体「情報誌アクア」 

と提携し各世帯へのポスティングによる周知を参加料無料で行う。スタンプラリ 

ー事業は、平成 27年度より継続実施しており、より消費者の目を引く形態にな 

るよう検討し変更を重ねながら推進している。スタンプラリーというツールを活 

用することで、地域内店舗の認知度を高め、売上拡大に寄与しており今後も継続 

して同事業を実施していく。 

 

（４） 広域的な販路拡大及び、商品・技術の商談支援【新規事業】 

当商工会が主体となり産業ビジネスフェアの実施と、金融機関や他団体が実施

するビジネスマッチングフェア等への参画を勧奨する。 

産業ビジネスフェアについては、地域内小規模事業者等の保有する自社製品や

技術の展示 PR、ならびに製造業を中心とした発注企業と受注企業が商談できる場

を創出し販路拡大と売上増加に寄与する。 

金融機関や他団体が実施するビジネスマッチングフェア（しんきんビジネスマ

ッチングフェア・異業種交流展示会メッセナゴヤ等）への参画については、魅力

ある製品等を有する事業者にとって、自社製品を PR する機会を提供しビジネス

チャンスの創出をする。参画機会の提供方法としては、あま市と提携して当商工

会のブース展開し地域内小規模事業者へ出展を促し、販路拡大のための機会創出

支援を行う。 

  

（数値目標） 
内  容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

ホームページ作成支援件数 未実施 12 12 12 20 20 

ソーシャルネットワーク活用セミナ

ー開催回数 
未実施 2 2 2 3 3 

ホームページ作成・ＳＮＳを活用し

た販路開拓を実施した事業者の年商

前年対比３％以上向上件数 

未実施 8 8 8 12 12 

アンテナショップ、物産展等への出

展支援事業者数 
3 10 10 15 15 15 

アンテナショップ等への出展事業者

の年商前年対比３％以上向上件数 
未実施 5 5 7 7 7 

スタンプラリー事業開催回数 1 1 1 1 1 1 
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スタンプラリー掲載事業所数 121 150 150 150 150 150 

産業ビジネスフェア開催回数 調査 1 1 1 1 1 

産業ビジネスフェアによる契約件数 調査 3 3 3 4 4 

金融機関等が開催するビジネスマッ

チングフェア等への参画回数 
未実施 1 1 1 2 2 

金融機関・他団体が開催するビジネ

スマッチングフェア等への出展事業

所数 

未実施 5 5 5 10 10 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（目的） 

第 1次あま市総合計画において、目標のひとつである「自らの力で歩み続ける、活力

のあるまち」の施策として「地域産業を活性化し賑わいと活力のあるまちをつくる」と

提唱されている。当商工会はこの総合計画の実現に向け、これまで以上にあま市との連

携を強化しながら、また、平成 26 年度より発足したあま市観光協会とも協調しながら

市民、事業者、各種団体、行政が総力を結集した「オールあま」体制により、以下の地

域活性化事業に取り組む。 

 

（事業内容） 

（１） 商工会街路灯（企業広告灯）の刷新による地域活性化【新規事業】 

 あま市は、平成 22 年に七宝町、美和町、甚目寺町の３つが合併をした比較的

新しい自治体で、それらの特性を残したまま商店街の活性化を図ってきたが、合

併後 5年以上を経過した現在でも街路灯の形状や発光色、発光度等については統

一感がなく市内の賑わいについてもバラつきがあり地域の一体感が薄いため活

気のない印象を与える。 

当商工会は個々の事業所の PR と活気のある地域を創り出す目的で、現状街路

灯 718基を有しているが（水銀灯 473基、ナトリウム灯 245基）前述の理由もあ

り寂れた雰囲気を醸し出している。街が暗いため飲食店を中心とした商店の衰退

及び撤退などを招いているため、街路灯の LED 化を平成 30 年度以降複数年計画

により実施し発光色を白色で統一、「オールあま」の街並み風景として一体感を

持ち、活力のある地域を形成することで、地域経済の活性化に寄与していく。 

 

（実施スケジュール） 
内  容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

街路灯のＬＥＤ化

工事基数 

調査中 

30年度内に 200

実施予定 

200 200 118 ― ― 

 



２６ 
 

（２） あま市地域グルメブランド確立による地域活性化【新規事業】 

あま市及びあま市観光協会と密接に連携を取りながら、「あまで麹の甘酒」に

よる地域グルメブランドを確立し、市内飲食店と地域経済を活性化する事業に取

り組む。「あまで麹の甘酒」については、ブランド力を高めるために評価制度を

採用し、質の向上を目指していく。 

 「あま市地域グルメブランド確立支援事業」は、あま市への移住や店舗進出を

促進するためには、まず、あま市へ来てもらい、見てもらい、知ってもらうこと

が重要であるとの視点に基づき、「あま市 まち・ひと・しごと創生総合戦略」

において、市外からの滞在・交流人口の増加を図る戦略の一端を担うひとつの呼

び込みツールとする。新たな観光資源を創出することで、広域への情報発信を行

うことができ、観光客の流入を増加させ地域消費の活性化による地域経済の発展

を図る。 

（「あまで麹の甘酒」認定制度の概要） 

１ 米麹から作る甘酒であること 

２ あま市内の飲食店で提供し、またはあま市内の店舗で販売していること 

３ アルコール分が含まれないこと 

４ 
子ども、妊産婦または病気中の方でも安心して飲むことができ、「健康」

の方向に沿ったものであること 

５ あま市のイメージを損なわないものであること 

６ 製造責任者の顔写真を販売場所で掲示できること 

７ 評価制度の導入に賛同するもの 

 

（３） 地域の空き家・空き店舗を活用した地域活性化【新規事業】 

 当商工会は、平成 29 年 2 月にあま市及び公益社団法人愛知県宅地建物取引業

協会名南西支部と「空き家・空き店舗等を活用した創業支援事業」について連携

協力する旨の協定を締結した。あま市内で空き家・空き店舗等を活用し、創業ま

たは事業所の移転を考えている事業者を支援することで、賑わいと活力のある地

域を構築する機会となり商工業の発展に寄与し地域経済活性化に資することが

できる。 
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（連携協力体系図） 

 

     

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１） 金融機関との情報交換 

① 日本政策金融公庫名古屋支店との情報交換 

   （開催内容） 

名  称 開催時期 開催頻度 

経営改善貸付推薦団体連絡会議 6月・10月 年 2回 

経済情勢に関する情報交換会 7月 年 1回 

   （開催目的と得られる効果） 

    全国各地に営業店を有する日本政策金融公庫と情報交換の場を作ることで、国 

内全域と局所の双方の小規模事業者を取り巻く経営環境や情勢について、いち早 

く掴むことが可能となり、金融制度の理解醸成にもつながるため説明根拠や提案 

メニューを持ち小規模事業者に寄り添った経営支援をすることができる。 

 また、定期的に日本政策金融公庫との情報交換をすることで、担当者とのコミ 

ュニケーションを図ることができ、良好な関係を構築し相談者へワンストップで 

迅速な対応が可能となる。 
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  ② 創業支援事業連携先との情報交換 

   （開催内容） 

名  称 開催時期 開催頻度 

創業希望者に関する情報交換会 

（あま市、いちい信用金庫、NPO

法人ほっとネット・みわ） 

7月～11月 年 4回 

創業相談者情報の情報共有 

（電子メールでの情報共有含む） 
随時 随時 

（開催目的と得られる効果） 

    地域に密着し地域に根ざした活動を行っており、メディア戦略やパッケージの

デザイン、イラスト分野の面で経営支援のノウハウを有する「NPO 法人ほっとネ

ット・みわ」と、地域内に 2つの営業店を構え、地域内に関する膨大な情報量を

持つ「いちい信用金庫」との情報交換会を実施する。前述の２者とは、創業支援

事業の連携実施先でもあることから、情報交換会を開催することで連携を強化で

き創業希望者の発掘、支援につなげることが可能となる。これまでの当商工会で

はイラストやデザインの相談案件については専門家に頼ることが主になってい

たが、情報交換を重ねることでその分野においての商工会職員のノウハウ醸成に

もつながり支援力向上にも期待がもてる。 

 

  ③ 海部地区商工会職員協議会での情報交換 

   （開催内容） 

名  称 構 成 職 種 開 催 頻 度 

第１委員会 事務局長 年４回程度 

第２委員会 経営指導員 年４回程度 

第３委員会 補助員・記帳関係職員 年４回程度 

   （開催目的と得られる効果） 

    海部地区内の 6商工会（愛西市・弥富市・蟹江町・飛島村・大治町・あま市） 

で構成される海部地区商工会職員協議会には、職種ごとに分かれて情報交換をす 

る委員会があり、現状では地区内商工会が共同で実施する事業の計画や、勉強会 

の開催、個人間レベルでの情報交換が行われているのみである。今後は、同じ立 

場にある組織の支援機関であることを大いに発揮し有益な情報は共有できる環 

境を整える。各商工会で好評を得ている取組み事例や、支援事例の発表、セミナ 

ーの内容などについても情報共有を図り、単個の商工会のみならず海部地区全域 

の商工会職員レベル向上につなげることができる。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（目的） 

 当商工会においても、合併商工会特有の旧商工会地区の壁を未だに取り払えず、合併

後の商工会全体の姿を見渡せていない環境にあり、誰がどこの事業所にどのような支援

を行っているのかという情報共有ができていない。また、具体的な担当地区の割り振り

もできていないことから指導経験をする機会を逸している職員も多く、小規模事業者へ

の支援内容や提案内容にバラつきが出ている。地域小規模事業者の経営支援をする上で

商工会職員資質と、指導能力を底上げし【ワンストップサービス機能を持つ身近な相談

役】としての統一した支援体制を整えることが必要である。 

 

（内容） 

（１） 関係支援機関等が主催する講習会等への参加 

 全国商工会連合会や愛知県商工会連合会が主催する講習会等への積極的な参

加を呼びかけ、経営指導員をはじめとする全職員は最低でも年に 1回講習会へ参

加できる環境を整え支援能力の向上を図る。講習会参加後は、参加した職員によ

るレポートに基づく勉強会を開き、全職員が小規模事業者支援についての理解を

深める機会をつくり支援ノウハウ等の情報共有を図る。また、職員が自発的に自

己研鑽に努めるよう、積極的な経営指導員等 WEB研修受講を推奨する。 

 

（２） 個々の職員が持つ支援ノウハウのデータベース化 

 職員の経験年数や職務内容の違いから経営支援能力に差があり、また、支援ノ

ウハウや成功事例等についても個々の経営指導員に属人的に集積しているのが

現状である。職員の資質向上を図るためには職員間で支援ノウハウの共有化を

し、個々が有する支援ノウハウを組織の財産として受け継ぐために支援内容のデ

ータを相談事案のカテゴリごとにフォルダ分けし、データを蓄積させ誰もが参考

にできる相談マニュアルを作成する。 

 

（３） OJTによる支援能力向上 

 経営指導員は高度かつ専門的な課題解決に対応するために、愛知県商工会連合

会の専門家派遣制度や愛知県よろず支援拠点のマネージャー相談などを活用し、

OJT により支援能力の向上を図ることができるが、経営指導員以外の職員は同席

する機会があまりない。経営指導員以外の職員にも同席できる機会を創り職員全

体の資質向上を目指す。また、専門家派遣以外でも支援ノウハウを習得するため

経験年数が浅い職員と経験豊富な事務局長や経営指導員が帯同して巡回訪問す

ることで、傾聴力の向上や指導・助言内容、情報収集方法等について OJTにより

習得し支援能力の向上を図る。 
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 ３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 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、以下の方法により評価・

検証を行う。 

 

（１） あま市の担当部局及び中小企業診断士等の有識者を含めた委員会「経営発達支

援事業評価検討委員会（仮称）」により半年ごとに事業の実施状況、成果の評価・

見直し案の提示を行う。 

 

（２） 「経営発達支援事業評価検討委員会（仮称）」において、評価・見直しの方針を

決定する。 

 

（３） 事業の成果・見直しの結果については、理事会へ報告し承認を受ける。 

 

 

（４） 事業の成果・見直しの結果を、あま市商工会のホームページで計画期間中公表

する。 

 

経営発達支援事業評価検討委員会（仮称）構成メンバー（案） 

あま市商工会 

会 長 

副 会 長（２名） 

監  事（２名） 

あま市産業振興課 
課  長 

主  幹 

外部有識者 中小企業診断士等（２名） 
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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３０年９月現在） 

（１）組織体制 

 

 

 

 

商工会事務局（１１名） 

経営発達支援事業の実施 

経営指導員（４名） 

補 助 員（２名） 

記帳指導職員（３名） 

事業推進サブスタッフ 臨 時 職 員（２名） 

 

     

 

 

 

経営発達支援事業推進における業務分担表 

担当職名（人数） 経営発達支援の内容 

事 務 局 長（１名） 事業の指揮、事業の進捗状況の把握と管理、支援先の発掘 

経営指導員（４名） 

補 助 員（２名） 

経営分析、創業支援事業推進、需要動向調査、創業者発掘と支援 

セミナーの企画及び実施、需要動向分析 

記帳指導職員（３名） 記帳機械化委託事業所に対する経営分析（経営指導員と連携） 

臨 時 職 員（２名） 事業推進のための情報収集活動補助 

 

 

（２）連絡先 

   あま市商工会 

   所在地：〒490-1111 愛知県あま市甚目寺東大門８番地 

   ＴＥＬ：０５２－４４２－８８３１  

ＦＡＸ：０５２－４４３－１５１５ 

ホームページ：https://www.ama-sci.com/ 

      e-mail：ama@aichiskr.or.jp 

 

事業実施総括責任者 
事務局長（１名） 

 

経営発達支援事業評価検討委員会（仮称） 
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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 31年度 

(H31 年 4 月

以降) 

平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 ４，５００ ４，５００ ４，５００ ４，５００ ６，７００ 

 

 

動向調査分析

費 

 

各種セミナー

開催費 

 

需要開拓・販路

開拓事業費 

 

資質向上事業

費 

 

 

５００ 

 

 

２００ 

 

 

３，８００ 

 

 

１００ 

 

５００ 

 

 

２００ 

 

 

３，８００ 

 

 

１００ 

 

５００ 

 

 

２００ 

 

 

３，８００ 

 

 

１００ 

 

５００ 

 

 

４００ 

 

 

３，８００ 

 

 

１００ 

 

５００ 

 

 

４００ 

 

 

５，８００ 

 

 

１００ 

（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 

 

商工会費収入 

事業賦課金収入 

愛知県小規模事業経営支援事業費補助金 

あま市小規模事業補助金 

あま市商工会事業費補助金 

 

（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。 

 

 



３３ 
 

（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．経済動向調査、需要動向調査の分析 

２．専門家派遣制度による高度かつ専門的な課題に対する支援 

３．創業希望者の発掘と創業支援 

４．資金調達支援 

５．地域経済活性化に関する取組み 

６．経営支援ノウハウ等の情報交換 

連携者及びその役割 

 

１．経済動向調査、需要動向調査の情報入手と収集した情報の分析を連携して実施する。 

連携者（代表者の職氏名） 所在地 

あま市 

（市長 村上浩司） 
愛知県あま市木田戌亥 18-1 

愛知県 

（知事 大村秀章） 
名古屋市中区三の丸 3-1-2 

愛知県商工会連合会 

（会長 新美文二） 
名古屋市中村区名駅 4-4-38 

全国商工会連合会 

（会長 森 義久） 
東京都千代田区有楽町 1-7-1 

(独)中小企業基盤整備機構中部本部 

（本部長 三澤 孝） 
名古屋市中区錦 2-2-13 

(公財)あいち産業振興機構 

（理事長 梶藤和彦） 

愛知県よろず支援拠点 

（ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 山中康裕） 

名古屋市中村区名駅 4-4-38 

㈱帝国データバンク名古屋支店 

（支店長 小川孝司） 
名古屋市中村区名駅 5-17-10 

２．専門家派遣制度を活用し、高度で専門的な相談事案に対する的確な指導を仰ぎ経営 

計画策定支援や販路開拓支援、商品開発・商品ブラッシュアップ等の支援を実施する。 

連携者（代表者の職氏名） 所在地 

愛知県 

（知事 大村秀章） 
名古屋市中区三の丸 3-1-2 

愛知県商工会連合会 

（会長 新美文二） 
名古屋市中村区名駅 4-4-38 

(公財)あいち産業振興機構 

（理事長 梶藤和彦） 

愛知県よろず支援拠点 

（ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 山中康裕） 

名古屋市中村区名駅 4-4-38 
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連携者（代表者の職氏名） 所在地 

中小企業庁（ミラサポ） 

（長官 安藤久佳） 
東京都千代田区霞が関 1-3-1 

３．創業希望者の発掘と創業者への個別支援について連携して情報共有をする。創業後

の安定した経営を支援する。 

連携者（代表者の職氏名） 所在地 

あま市 

（市長 村上浩司） 
愛知県あま市木田戌亥 18-1 

いちい信用金庫 

（理事長 粟野秀樹） 
一宮市若竹 3-2-2 

NPO法人ほっとネット・みわ 

（理事長 立松武子） 
愛知県あま市森 5-1-15 

４．小規模事業者の資金繰り安定化に資するため、資金調達支援を実施する。 

連携者（代表者の職氏名） 所在地 

あま市 

（市長 村上浩司） 
愛知県あま市木田戌亥 18-1 

㈱日本政策金融公庫名古屋支店 

（事業統轄 大西俊典） 
名古屋市中村区名駅 3-25-9 

愛知県信用保証協会 

（理事長 小川悦雄） 
名古屋市中村区椿町 7-9 

５．地域経済を活性化する目的で取組む各事業について、密接な連携を図りながら円滑 

な事業展開をする。 

連携者（代表者の職氏名） 所在地 

あま市 

（市長 村上浩司） 
愛知県あま市木田戌亥 18-1 

あま市観光協会 

（会長 清水明俊） 
愛知県あま市七宝町十三割 2000 

(公財)愛知県宅地建物取引業協会名南西支部 

（支部長 波多野昭一） 
愛知県海部郡蟹江町学戸 5-111 

６．経営支援力向上を図るために、多数の経営支援ノウハウを有する関係機関との情報

交換会を実施し、ノウハウの吸収と習得を目指す。 

連携者（代表者の職氏名） 所在地 

あま市 

（市長 村上浩司） 
愛知県あま市木田戌亥 18-1 

㈱日本政策金融公庫名古屋支店 

（事業統轄 大西俊典） 
名古屋市中村区名駅 3-25-9 

いちい信用金庫 

（理事長 粟野秀樹） 
一宮市若竹 3-2-2 

NPO法人ほっとネット・みわ 

（理事長 立松武子） 
愛知県あま市森 5-1-15 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困りごと相談 ヒアリング 

地域内小規模事業者 

【ワンストップサービス機能を持つ身近な相談役】 

あま市商工会 

愛知県商工会連合会 

よろず支援拠点 

ミラサポ 

日本政策金融公庫 

愛知県信用保証協会 

各金融機関 

あま市 

ほっとネット・みわ 

宅建協会名南西支部 

愛知県 

あま市 

あま市観光協会 

地域内事業者の持続的発展を伴走型により支援 
 

専門家派遣による指導 円滑な資金繰り支援 創業者の発掘と支援 地域経済の活性化 
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