
経営発達支援計画の概要 

実施者名 東郷町商工会（法人番号 4180005007325 ） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

①「ららぽーと」の集客を生かした、魅力ある個店の創出と育成 

②製造業における経営環境の課題の克服 

③小規模事業者の生産性の向上 

④次世代経営者の育成 

⑤地域ブランドの確立 

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）後半】 
（１） 愛知県、愛知県商工会連合会、日本政策金融公庫、金融機関等が行って

いる経済動向調査のデータにより愛知県内及び地域経済動向を分析して
提供する。 

（２） 地域経済動向調査ツール「ＲＥＳＡＳ」の活用。 
（３） 事業所情報を把握している小規模事業者に対して、経済動向等を問うア

ンケートを実施、回答データの集計・分析・提供を行い、経営判断等に
活用する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針（１）】 
（１） 小規模事業者をピックアップし、中小企業基盤整備機構の「経営計画つ

くるくん」等を経営指導員等が活用し、収益性・効率性等を分析し、経
営状況の把握を行う。 

（２） 上記経営分析の結果等を基に、愛知県商工会連合会所属の専門家等と連
携し、３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析などを行い、下記３、４の事業計画の策
定・実施支援へ繋げていく。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針（１）】 
（１） 上記２の経営分析の対象者並びに事業計画策定講習会の参加者等に対

し、事業計画策定支援を行う。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針（２）前半】 
（１） 事業計画策定後に、小規模事業者の状況に合わせて、進捗状況のチェッ

クを行うとともに、専門家と連携し、その時々の課題解決に必要な指導・
助言を行う。 

（２） 事業計画遂行に際し、ＰＤＣＡサイクル等の手法を活用し、内容を適宜 
改善していけるように支援する。 

５．需要動向調査に関すること【指針（２）後半】 
（１）展示会・商談会等に出展する小規模事業者に対して、来場したバイヤー 
   等にモニタリング調査を実施して分析する。 
（２）地域ブランドの確立を目的とした特産品開発品の需要動向調査を、町内

の催事において実施する。 
 
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）商談会や展示会の開催情報の提供と支援を行い販路拡大に寄与する。 
（２）ＩＴを活用した販路拡大支援を行う。 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
（１）地域の各団体で地域経済活性化について意識の共有と連携を図る。 
（２）東郷町文化産業まつりを東郷町等と協力して町の産業をＰＲする。 
（３）地域ブランド創出会議（仮称）を設置して、地域ブランドの確立を図る。 
 

連絡先 

東郷町商工会  
〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町申下１３３７－１ 
電話 0561-38-0821 ＦＡＸ0561-39-3115 
URL:http://www.shoukoukai.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

 (１）地域の現状 
  ①立地と面積 

    愛知県にある東郷町は、名古屋市と豊田市の間に位置する、比較的小さな町である。面積

は、18.03 平方キロメートル。 

    地形は起伏に富み、住宅地、農地、河川、人工池などが点在している。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隣接する市と面積比較 

名古屋市 326.04km 

日進市     34.91km 

みよし市   32.19km 

豊明市   23.22km 

東郷町   18.03km 

東郷町役場 

東郷町商工会 
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 ②東郷町の交通 

    町内に鉄道駅は無く、最寄り駅は、隣接する日進市に地下鉄の「赤池駅」と名鉄の「日進

駅」がある。 

主要幹線道路は、名古屋と豊田を結ぶ国道 153 号線と県道瀬戸大府線、県道名古屋岡崎線

が町内で交差しており、その交通量は多い。 

  また、東名高速道路みよし ICへのアクセスが町中心部から 5km、車移動で 10分程度と利 

便線が高い。 

  路線バスとして、私鉄の名鉄バスが運行し、東郷町と周辺市とを結び、町が運営する巡回 

バスが町内を回っている。 

 

  ③東郷町の人口とその推移 

   ・人口：43,525 人（平成 30 年 3月 31 日現在） 

        町の人口は、昭和 45 年以降増え続け、平成 30 年では 43,525 人となっている。 

    （名古屋市や豊田市のベッドタウン化した） 

    将来推計では 2030 年までは人口増加が続き、その後はゆるやかに減少していくと見込ま 

れている。（「東郷町人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略」） 
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④東郷町の地域性 

    住宅のまちとしての性格が強く、市街地の周辺には良好な水辺と緑の自然環境が残されて

おり、快適でうるおいのあることが町の特色である。 

   また、旧来の集落地には、寺社仏閣も点在し、昔ながらの集落の佇まいも残されている。 

   （主な地域資源） 

  ・愛知池･･･水道水供給を目的とした調整池。ボート競技も頻繁に開催されている。 

    ・祐福寺･･･鎌倉時代の建久 2年（1191）、源頼朝の家臣が草庵念仏の道場として開設。 

    ・名古屋ゴルフ倶楽部･･･毎年、男子プロゴルフツアー「中日クラウンズ」の舞台となる 

               中部地区で最も歴史のある名門ゴルフコース。 

 

  ⑤東郷町の主な課題 

   ・高齢化が進み、町を持続的に発展させるには財政規模が小さい。 

   ・鉄道駅が無く、公共バスも十分整備されておらず、移動が自動車に依存。 

   ・人が集う施設、場所がないので、昼間人口が少なく、賑わいが無い。 

   ・町民の消費活動の８割が「町外」でされている。 

   ・働く場所が少ない。 

     

そんな中で、平成２５年頃より、新しいまちづくりの取り組みとして「東郷セントラル開発」 

が本格的にスタートした。 

町中心部の広範囲な田畑や雑木林を、商業系市街地へと変貌させる開発である。 

最近、大型商業施設「ららぽーと」の進出が三井不動産より発表され、注目が集まってい 

る。 

 

  ⑥東郷セントラル開発の狙い 

   ・町に中心核をつくり、町内で雇用を生み出し、町の財政基盤強化を図り、町を持続的に発

展させていく取り組み。 

   ・大型商業施設「ららぽーと」を中心に飲食店や娯楽施設などが立ち並ぶ大通りが整備され、 

町内に賑わいを創出する。 

   ・賑わいのある幹線道路から少し離れたところに、ゆとりある落ち着いた雰囲気の戸建て住 

宅が立ち並ぶ住宅街が広がる。 

   ・交通の拠点となるバスターミナルを整備し、利便性を高める。 
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⑦東郷町の産業 

 【現状】 

   町を象徴するような産業は無いものの、大都市名古屋のベッドタウンである側面から生活

関連の小売業やサービス業、飲食店舗が、幹線道路沿いにいくつも点在している。 

また、愛知県の自動車産業地域に位置する側面から、自動車関連部品製造業を中心に製造

業が盛んな地域である。 

人口増加に伴い、就業者数は増加しているものの、町内で就労する人の割合は、減少傾向

にある。業種別割合を下記に記す。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   総務省統計局 28経済センサス活動調査より 

 

 

 

 

 

町内事業者 総数 

卸売 

小売 製造業 建設業 

医療 

福祉 飲食業 

サービ

ス業 その他 

業種別数 1239 256 219 158 111 101 360 34 

業種別割合   20.7% 17.7% 12.8% 9.0% 8.2% 29.1% 2.7% 

（割合） 
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  【産業別商工業者数の推移】 

    商工業者数は、10 年程前より減少に転じているが、最近 5年間に大きな変化は無い。 

   業種別の推移については、増加傾向にある業種は特に無く、現状維持もしくは微かな増減が 

大半となっているが、製造業者数は年々減少している。 

 

商工業者数の推移 

産業分類 Ｈ２１年 Ｈ２４年 Ｈ２６年 Ｈ２８年 

総数 1,372 1,231 1,275 1,239 

卸売業、小売業 285 257 269 256 

製造業 249 237 232 219 

建設業 191 156 145 158 

医療、福祉 102 89 125 111 

宿泊業、飲食サービス業 128 106 105 101 

生活関連サービス業、娯楽業 110 102 100 98 

サービス業（他に分類されないもの） 93 100 92 91 

教育、学習支援業 80 62 73 77 

学術研究、専門・技術サービス業 47 46 53 51 

不動産業、物品賃貸業 42 36 39 36 

運輸業、郵便業 18 14 13 14 

金融業、保険業 12 11 11 10 

情報通信業 6 7 7 7 

複合サービス業 6 6 7 7 

農林漁業 1 2 3 3 

鉱業         

電気・ガス・熱供給・水道業 2   1   

   ※総務省統計局経済センサスより抜粋 

 
 ⑧町の小規模事業者 

  【現状】 

    全国的に小規模事業者が減少しているにも関わらず、町内小規模事業者は、製造業を中心

に減少傾向にあるものの、大きな落ち込みは無い。 

（5年間で 21 件減少し、製造業で 20 件減、商業で 26 件、減少している。一方、教育学習 

支援業、医療福祉関係業種は増加している。） 

 

  【特徴】 

    際立って特色のある小企業は少ないが、堅実な事業経営で、長らく続いている企業が、数 

多く存在している。 

    業種の割合をみると、製造業者数が最も多く、雇用される従業員数においても製造業が、 

断然に多い。 

    

  【傾向】 

    小規模事業者数に大きな落ち込みは無いものの、減少傾向にある。事業者の高齢化が進み、

高齢を理由に廃業する事業者が増えている。 

    雇用において、慢性的な人材不足の状況となっており、特に建設業や製造業において、深
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刻化している。 

    施設や設備の老朽化が目立ち、台風など災害による被害も年々増えている。 

   

  【課題】 

    厳しさと変化のスピードが増している経済環境において、小規模事業者が抱える課題も、

これまでに無いほど、厳しいものとなっている。 

    どの業種においても、強みを生かした戦略的な経営が基本となるが、確かな自社分析と的

確に地域の動向を捉えて、市場・顧客ニーズの把握を基にした経営スタイルを確立していか

なければならない。 

 

  【参考資料】 

小規模事業者数の推移 

産業分類 Ｈ２４年 Ｈ２８年 増減 

総数 896 875 ▲ 21 

農林漁業 1 1 0 

鉱業     0 

建設業 152 152 0 

製造業 187 167 ▲ 20 

電気・ガス・熱供給・水道業     0 

情報通信業 6 6 0 

運輸業、郵便業 5 7 2 

卸売業、小売業 163 152 ▲ 11 

金融業、保険業 6 5 ▲ 1 

不動産業、物品賃貸業 26 31 5 

学術研究、専門・技術サービス業 41 45 4 

宿泊業、飲食サービス業 69 58 ▲ 11 

生活関連サービス業、娯楽業 87 81 ▲ 6 

教育、学習支援業 49 61 12 

医療、福祉 36 43 7 

複合サービス業   5 5 

サービス業（他に分類されないもの） 68 61 ▲ 7 

     ※総務省統計局経済センサスより抜粋 

 

 

 

 

 

（２）地域産業の課題 

  ①工業（製造業） 
  【現状】 

    愛知県の自動車関連産業の一端をなし、長らく製造業が活発な地域である。 

    製造業出荷額は、2009 年のリーマンショック以降は回復しており、事業者数は減少してい

るものの、出荷額は増加している。 
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上記、製造品出荷額を参考にすると、近隣他市に比べ、本町は面積・人口ともに小さいが、

製造品出荷額は、同レベルを、維持していることから、町の根幹を成す重要な産業である。 

 また、「愛知ブランド企業」に選ばれる優良な企業が多数立地しており、地域の製造業を

けん引している。 

    自動車系部品の製造を中心に金属製品製造業、生産用器具製造業、輸送機器製造業、プラ

スチック製造業が全体の 60％を占めている。 

 製造業における小規模事業者の割合は、事業者全体の約 70％であるが、そのほぼ全てが下

請け業者であり、サプライチェーンとして自動車関連産業のネットワークを下支えしている

存在である。取引先との関係では、コストカットや短納期、多品種少量生産、高水準な品質

の要求が年々厳しさを増している。 

 

【工業用地】 

  本町は、町内に２つの工業用団地を擁し、30 社程度が集積している。 

昨今は、東名高速インターチェンジの周辺地で、物流機能を持つ倉庫が増えつつあるなど、 

町内外企業の進出・移転ニーズが高い。さらに、町行政も東郷町都市計画マスタープランに

基づき、奨励金制度を設けるなど、企業誘致を図っている。 

 



- 8 - 
 

【製造業の課題】 

    本町の製造業は他の業種に比べ、事業者こそ少ないものの、雇用や生産力の影響力は、大 

きく、町の持続的発展に欠かすことのできない産業である。 

しかしながら、製造業を取り巻く環境は、大きな変化・変革の時代に突入しており、今後 

は、従来の手法や考え方では適応していくことが困難であると予想される。 

 また、町内の製造業者数は、開業数よりも廃業数が多く、年々、減少している。 

これまでの商工会の巡回・窓口相談指導業務から得られた情報の中で、本町の製造業者が 

現在、直面している課題や今後、対応していかなければならない課題を下記に列挙する。 

 

 

ア．下請構造 

  小規模事業者の多くが、下層域の下請け企業に属し、親会社への業務的・精神的な依存 

度が高い。さらに受動的で非自立的な存在であることが多い為、コストカット要求を受け 

入れなければならない等、経営を圧迫している。 

 

イ．ニーズ変化への対応 

 製品ニーズが、大量生産から多品種少量生産品へと変化している。 

製品サイクルが短くなり、短納期要求が増加している。 

今後さらに、緻密な生産管理が必要となるが、小規模事業者は、知識や手法、人材が圧 

倒的に不足している。 

      

   ウ．自動車産業の大変革期 

     環境問題が顕在化している現在において、世界的規模で、電気自動車（ＥＶ車）化への

動きが急速に進展している。遅くとも 2050 年頃までに、生産されるほぼ全ての自動車が

燃料系駆動から電気系駆動へと切り替わると予測されている。 

完全なＥＶ化が実現すると、部品点数はおよそ 25％減るといわれており、自動車産業 

構造が一変する。 

ただし 2030 年頃までは、現在、主流になりつつあるハイブリット車（燃料・電気併用 

車）の生産量が増加していき、電子製機械部品を筆頭に、部品点数は増加する見込みとな 

っている。 

  製造業者への影響は計りしれず、小規模事業者にとっても、決して見過ごすことのでき 

ない変化である。 

 

   エ．人手不足の影響 

     製造業の現場において、長らく人手不足が、深刻な状況となっている。新たな取り組み

が必要と認識している事業者は多いが、日常的な業務に追われて、実施に至ってはいない。 

 

   オ．ＩＴ化   

     生産性を向上させる為に必要不可欠なものであるが、経営にＩＴを活用している事例は 

少なく、導入は遅れている。 

ＩＴを活用できる人材不足が一番の要因であるが、社会はＩoT（アイオーティー）や、

ＡＩ（人工知能）といった技術革新が、急速に進む様相を呈している為、小規模事業者に

おいても、ＩＴ化は避けては通れない課題である。 
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②商業 
  【現状】 

    大都市名古屋に隣接し、町内には交通量の多い幹線道路がいくつか走り、商業地としての

潜在的な力を持った地域である。 

    日用品販売店や生活関連サービスの店は一定程度、存在し、いわゆる最寄り品の町内消費

量は高い。 

しかしながら、品質・価格・スタイルを比較的時間をかけて検討するタイプ商品を販売す

る専門店やショッピングセンターは少なく、町外での消費が多い。 

町内商業の現状の主な点を、以下に列記する。 

 

    ・卸売業、小売業の割合が比較的高い。 

・店舗や設備の老朽化が進んでいる。 

・特出した物品はなく、一般的な生活用品扱っている事業者が多い。 

・中規模のスーパーマーケットが町内に５店舗ほど進出している。 

・交通量の多い幹線道路沿いに、大手チェーンのコンビニエンスストア、ファーストフー 

ド店が点在している。 

・町民や町内在勤者から支持され、長らく営業をしている店舗は飲食業を中心にいくつも

存在する。しかしながら、トレンドを意識した若い世代に支持されるような店舗はごく

ごく少なく、そのような店舗の進出も少ない。 

・2020 年に、町中心部に大型商業施設「ららぽーと」が進出する予定。 

ららぽーと進出は、流出していた町民の購買活動の引き戻しと、町外から訪問者を呼び 

込む効果が期待されている。 

 

   ・2005 年の愛知万博を契機に、近隣する他市の商業が活性化していて、本町は後れをとっ 

ており、行政や事業者の危機感も高い。 

    （近隣他市での商業活性化の例） 

      いずれも本町より、商圏 15Km 圏内である。 

 

      ○長久手市・日進市の商業の現状 

       ・外資系家具量販店「イケア長久手店」の進出 

       ・長久手イオンモールの進出 

       ・長久手日進「竹ノ山地区」にて、新たな商業店舗がいくつも進出し、注目されて 

いる。 

       ・2018 年、日進市に大型商業施設プライムツリー赤池がオープンし、連日、賑わ

いを見せている。 

       ・長久手・日進地区は住みやすい街ランキングで、全国的に上位上がるなど、飛躍

的な人口増加が続いている。 

 

 

【商業の課題】 
    これまで、商工会が相談指導業務や地域商品券の発行等の販売促進支援活動を通じて、商 

業事業者と接してきた中で、事業者が現在直面している課題、今後、対応していかなければ 

ならない課題を下記に列挙する。 
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ア．ららぽーと進出 

      既存の商店や飲食店にとって、大型商業施設の進出は、顧客離れや人材不足、人件費 

高騰を招く脅威である。しかしながら、日に５千人規模と予想される「ららぽーと」 

の集客力は、町内の店舗にとって、新たな顧客を獲得するチャンスでもある。進出の影

響を分析し、対策を講じていく必要がある。 

 

    イ．ニーズの変化 

      顧客ニーズが多様化し、画一的な店舗運営、従来の営業スタイルでは、モノやサービ

スが売れなくなっており、売上及び利益の確保には、より顧客を意識した事業者の創意

工夫が求められている。 

      

    ウ．マーケット志向 

      小規模事業者の多くは、これまでの経験や勘、業界の慣習に基づいて、経営判断を行 

っている。比較的に環境の変化の少ない時は、その強みが発揮されるが、経験したこと 

が無いような大きな変化が起こっている場合は、対応が後手に回り、最悪の場合、致命 

的な事態になってしまう可能性がある。 

      市場＝マーケットを強く意識して、自らを分析し、論理的な裏付けを経営判断に、取

り入れていく必要がある。 

     
    エ．広報力の強化 

      商業者の経営にとって、第一に、店舗（無店舗も含む）を、認知させることが必要

となってくる。ただ良いものを提供していても、市場（顧客）に認知されなければ、

集客は限定され、販路の拡大は望めない。広報活動は、経営資源が限られる小規模事

業者にとって、厳しい課題の一つであるが、事業を発展させていく上で、欠かすこと

ができない。ＳＮＳやホームページといったＩＴツールを活用し、時に紙面による宣

伝広告を行いながら、販促効果を高めていく必要がある。 

 

    オ．地域資源の活用 

      特色ある地域資源に乏しい本町にとって、地域ブランドの創出は、進展していないの

が現状である。8年程前に、商工会が全国展開支援事業を展開し、特産品開発を始動さ

せているが、地域を象徴するような産品の創出には至っていない。 

      ららぽーと進出計画により、町の内外から「東郷町」に注目が高まっており、独自性

をもつ魅力ある地域ブランドの創出が、町や町内商業者にとって、急がなければならな

い課題である。 

 

 ③東郷町の地域資源 
  【現状】 

町内に歴史ある神社仏閣はあるものの、県外からの旅行者が多数訪れ観光名所は無い。 

   また、地域資源を活用して、地域活性化を図ろうとする意識も低い。 

町の主な生産物は一般的なコメが作られている。こだわりの野菜を出荷する農家もいる 

が、町を象徴する野菜や果物は特段に無い。 

    一方、10 年程前から、ハイビスカス科の「ローゼル」を町内で栽培し、ジャム等で楽し

む町民が増え、町内小学校の給食でも「ローゼルジャム」が提供されるなど町内において、

ローゼルの認知度が上がっている。 
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  【課題】 

 地域ブランドの創出は、地域で活動する小規模事業者の存在が不可欠で、事業者の販路 

拡大、売上増加にも寄与されるものである。 

 地域ブランドの取り組みには、事業者、農家、行政、支援団体、教育機関、金融機関等の

連携が重要とされていて、その関係性の構築が急がれている。 

 
【地域ブランド・ローゼルへの取り組み】 

    「東郷町産ローゼル」を地域ブランドとして確立すべく、本町の行政と商工会は連携し 

栽培農家の支援や、飲食事業者による商品開発や販売ルートの開拓を支援している。 

 現在、製品化されている商品は、ローゼルジャムを始めローゼルハーブティ、ローゼルア

イスなどがあり、開発した飲食店や周辺の商業施設で特産品として販売をされている。 

ローゼルの商品開発には、健康促進効果をアピールし、消費者が日常的に取り入れられ 

るものとして商品化することが普及において欠かせない。 

栽培は比較的容易であるが、花の萼（がく）を使用する為、手作業による実の除去に手間

がかかり、思うように栽培農家が増えず、生産量はここ数年、増えていない。 

 

    ＜取り組みの課題＞ 

     ・魅力的な商品の開発 

     ・ローゼルを扱う事業者の発掘と育成 

     ・ローゼルのＰＲ 

     ・ローゼル実の除去作業の機械化 

     ・栽培農家の育成と生産量の拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローゼルに含まれる栄養素と効能は、昨今の美容・健康志向ブームを背景に、健康食品市

場への新たな進出が見込める潜在的な力がある。 
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（３）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 
  ①10 年先のビジョン 

   商工会の 10 年後のビジョンは「新たな街づくりに欠かせない存在として、多くの魅力ある

小規模事業者が活躍する地域社会の到来」である。 

 

大型商業施設「ららぽーと」を中心とした一大商業地区の誕生により、多くの人達が集い、 

賑わう町が形成されていく中で、小規模事業者においても、力強く適応していかなければな

らない。 

商業において、小規模事業者が、その強みを生かし、個性的で魅力ある商品やサービスを

展開し、「ららぽーと」への来訪者を、個店へと繋げていくことによって、「ららぽーと」と

共存し、町の持続的な発展への役割の一端を担う存在となる。 

製造業においても、小規模事業者が自発的に技術力を高め、付加価値の強化を図りながら 

新たな業界へ販路拡大していく為に、積極的に製品開発を行っていく。このような取り組み

によって、予測される産業構造の大変革期を乗り切る為の経営力強化を図る。 

 

  ②東郷町地域総合計画との連動性・整合性 

   町が制定する「第５次東郷町総合計画」のテーマとして＂人とまち みんな元気な 環境都

市＂が標榜され、今後のまちづくりの前提として、少子高齢化と人口減少、さらに町民の価値

観やライフスタイルの多様化が進んでいることが述べられている。 

   町の産業については、「町の産業を活性化し、新たな産業の誘致・育成を進める」ことを目

的に、以下の施策を行うこととしている。 

   (1)商業施設の立地促進 

   (2)町内企業の拡張及び産業の誘致・育成 

   (3)特産品の商品化への支援 

   (4)新たな産業を担う NPO 等の育成 

    

   上記、(1)商業施設の立地促進とは、「ららぽーと」の進出を指しており、本計画の商業にお

ける課題に対応している。また、(2)町内企業の拡張及び産業の誘致・育成については、新技

術や新製品開発などの技術革新をとおして、新たな産業への参入を図ることを指している。 

こちらも本計画の内容と整合している。 

 

   さらに、東郷町は、平成 31 年度より、施行が予定される「東郷町中小企業振興基本条例」

において、本町の中小企業の振興について基本理念を定めている。その中で、商工会を条例の

重要な役割を担う中小企業団体と位置付けて、国や県、金融機関等と連携することで、地域経

済の持続的発展及び町民の生活向上に寄与するとしている。 

 

  ③商工会の役割 

  【現状と課題】 

商工会の小規模事業者支援については長らく、税務指導や労務指導といった実務的な指導

を中心として、資金課題の解決策として日本政策金融公庫のマル経融資制度による金融斡旋

や、補助金を活用した事業活性化への取り組み支援を行ってきた。 

    これらの取り組みに対し、ある一定の評価を受けているものの、小規模事業者を取り巻く

環境が厳しさを増し、変化のスピードも速まるなかで、事務的で単発的、かつ限定的な経営

支援だけでは、小規模事業者の持続的発展には対応できない。 

    小規模事業者に寄り添い、販路拡大や付加価値の強化に繋がる実効性の高い支援が、求め
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られている。小規模事業者の持続的な発展に主体的に取り組み、地域の行政や関係する支援

機関との連携を図りながら、支援方法や支援体制を抜本的に見直して、新たな支援体制を構

築していかなければならない。 

       また、当の商工会組織自体においても、課題が山積する状況である。 

年々、会員数が減少し、会員組織率（会員数÷商工業者数）も 55.4％まで低下し、組織の

弱体化や影響力低下、ひいては支援力の低下に繋がっていくことが懸念されている。 

    支援力の向上だけで無く、マンネリ化し、魅力が低下している事業の見直しや、効果的な

会員獲得活動の展開などが求められており、組織運営における喫緊の課題となっている。 

    下記に、今後の商工会の組織運営の方向性について列記する。 

(1)地域経済団体として、商工会の役割の再定義 

     (2)変化する支援ニーズへの対応 

         (3)新たな支援体制の構築 

(4)地域の各団体との連携強化による支援力向上 

(5)従来の事業、業務の見直しによる事業満足度の向上 

(6)組織基盤の強化 

 

 

（４）経営発達支援事業の目標（５ヶ年計画） 
   東郷町商工会は、商工会の役割や業務を見直し、新たな支援体制を再構築していくことによ

り、小規模事業者の課題の克服と、販路開拓への新たな取り組みを支援し、小規模事業者の中

長期的な振興へと繋げていくことを目標とする。 

  

   ①「ららぽーと」の集客を生かした、魅力ある個店の創出と育成 

     顧客ニーズに対応し、新たに商品やサービスを提供していく事業者を支援して、魅力 

ある店舗を創出し、「ららぽーと」だけでなく、町全体の商業活性化を図る。 

     

   ②製造業における経営環境の課題の克服 

     短納期・多品種少量生産のニーズに対応し、技術力を向上させて、精度の高い製品を 

    継続して生産できる体制づくりを支援する。 

     新たな取引先の開拓に取り組み、多くの取引先を確保していくことによって、長期的 

な経営の安定を図る。 

     さらに、これまで培ってきた技術を水平展開させて、新たな分野へ進出する小規模事業 

者を支援する。 

 

   ③小規模事業者の生産性の向上 

     年々、人手不足の状況は深刻さを増しており、経営資源に乏しい小規模事業者にとって

は、事業を継続していく上で、死活問題となり得る状況である。 

設備投資やＩＴ活用などの取り組みを支援し、生産性向上を図る。 

 

   ④次世代経営者の育成 

     地域経済の次世代を担う人材を発掘し、必要知識の習得や経営者としての課題、事業の

将来性分析、課題に対する解決能力の開発を通じて、新たなビジネスモデルを構築できる

人材を育成する。 
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   ⑤地域ブランドの確立 

     地域ブランドを確立し、特に飲食業者や食品製造業において、地域ブランドを活用した

販路開拓を支援し、ららぽーとへの来客者に東郷町をＰＲできる地域の産品を作りあげ

る。 

 

 

（５）目標達成に向けた方針 

小規模事業者の実態把握に努め、支援が必要な事業者に対して３年～５年の事業計画 

    策定と事業遂行を、伴走型で支援する。 

また、定期的なフォローアップを行って、支援の効果を計る。 

 

①魅力ある個店の創出と育成 

 ア．戦略的な支援 

  小規模事業者の売上、利益増加への新たな取り組みについて、自社の経営分析と事業 

計画の策定、需要動向の調査を組み合わせて総合的に支援する。 

 

イ．「ららぽーと」への来客者の傾向や動向を分析し、どのようにしたら個店への集客に

繋げていくかの取り組みを支援する。 

  

   ②製造業の課題解決 

 課題解決に際し、専門家を活用して、専門的な意見や助言指導によって、新たな取り組

みの精度を向上させて、より効果的な事業展開が図られるように支援する。 

 

   ③設備投資やＩＴ活用による生産性向上 

     経営分析によって抽出した経営課題について、経営革新の手法や商工業者の活性化に資

する補助金を活用し、より少ないインプットから、大きなアウトプットが得られるように

戦略的な設備投資とＩＴ活用を支援していく。 

 

   ④次世代経営者の育成 

     次世代の経営者育成を目的とした「経営塾」を創設し、地域社会において、新たな感覚

をもつ次世代の経営者による新たなビジネスモデルの構築を支援する。 

 

   ⑤地域ブランドの確立 

     まず、ローゼルの地域ブランドとしての可能性を探る。 

ローゼルの特性を生かし、特に健康食品市場において、存在感を発揮できるかを検証する。

また、市場価値だけなく、原材料ローゼルの生産力も検証し、今後の地域ブランドとして

の発展可能性を検証する。 

 地域ブランドの定義を、町内原産品の使用に限定せず、東郷町を内外にＰＲできる物を

町の名産品であると捉えて、「MADE IN TOGO」の魅力ある商品を新たに開発する事業者を

支援し、地域ブランドを開発する。 
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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 
 

２．地域の経済動向調査に関すること【指針(３)後半】 
(1)現状と課題 

    現在、商工会が提供している経済動向情報は、愛知県商工会連合会の景況調査結果を、 

巡回窓口指導において提供しているが、小規模事業者への全体的な広報活動は、実施して 

いない。 

情報の内容についても、業界の景況感を伝える情報であるものの、地域の経済動向を全般

的に分析したもので無く、事業者の新たな取り組み資する情報とまでは、至っていない。 

また、商業的な環境において、大きな変化が予想される「ららぽーと進出」について 

も、その影響の分析や対策、情報の提供も行っていない。 

 

【課題】 

   地域経済動向を捉える為の資料として、産業別の事業者調査の実施と、提供されている

各種の動向調査や、ビッグデータに、統計的な分析を加え、地域経済動向調査として提供

していく必要がある。 

 

   【目的】 

     小規模事業者にとって、地域経済動向の知ることは、自社のビジネスが地域経済におい

て、どの位置にあるかを認識することができる。さらに、今後の事業展開において、いつ、

どの分野で、どのように稼いでいくのかをデータを用いて検証していくことにより、新た

な事業の効果を高める目的がある。 

 

  (2)事業内容 

   ①行政・金融機関等実施の景況調査結果を利用した経済動向調査 

日本政策金融公庫、中部経済産業局、愛知県、愛知県商工会連合会、地域の金融機関の 

    経済動向調査経済動向調査のデータを収集し、経済動向を分析する。 

整理・分析に当たっては、外部の専門家と協力して行う。 

 

【活用する情報と目的】 

調査名 実施基幹 収集項目 目的 

あいちの景気動向 愛知県 県内の動向調査 愛知の景気動向把握 

愛知管内景況調査結果 日本政策金融公庫 県内の景況調査 愛知の景況把握 

中小企業景況調査 愛知県商工会連合会 
県内の中小企業

の景況調査 

愛知の中小企業の

業種別景況把握 

民間金融機関の景況

調査及び融資状況 
民間金融機関 

景況調査、融資

状況、 

地域の景況把握と

融資情報の把握 

東郷の統計 

経済センサス 

東郷町 

総務省 

町内人口や事業

者数等 

町内の事業者数や

事業規模の把握 
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  【情報整理の方法】 

    各種情報の整理にあたっては、毎年６月を基準月とし、その時点における最新の情報を採

用し分析を行う。分析結果については、９月に紙面及びホームページにて公表する。 

  

②地域経済分析ツールの活用 

   経営支援の場面において、小規模事業者の業種、業態に応じた的確な支援を行う為、地域経

済動向調査ツールである「ＲＥＳＡＳ」を活用し、地域経済動向分析による、経営支援を行う。 

   さらに、年に１度、ＲＥＳＡＳを活用し、地域全般の経済動向を分析した結果を、毎年９月

に紙面及びホームページにて公表する。 

   

【活用する分析内容の一例】 

内容 目的 

産業構造マップ 
地域、業種の産業構造を分析 

 

地域経済循環マップ 
地域の消費の流れ等を分析 

労働生産性を分析 

企業活動マップ 
地域の中小企業の財務状況の把握 

補助金等の活用分析 

まちづくりマップ 
事業所立地動向 

流動人口、滞在人口に関する分析 

 

 

③アンケート調査による情報収集 

毎年２月～６月にかけて、商工会が事業所情報を把握している約 60 件の小規模事業者に対 

して業種別アンケート調査を実施し、当地域の回答データの集計・分析を行う。 

分析結果については、毎年９月に紙面及びホームページにて公表する。 

東郷セントラル開発における大型商業施設進出（ららぽーとを想定）についても、地区内事 

業者の意識や対応についてのアンケート調査を実施して、進出への影響を分析する。 

分析結果は、地区内「経済動向情報」及び「大型商業施設（ららぽーと）進出への影響と対 

策」として、小規模事業者への商工会加入勧奨活動や巡回窓口相談において紙面及びホームペ 

ージにて提供し、小規模事業者が置かれている外部環境の変化について理解を進め、事業計画 

策定の一助となる資料として活用してもらう。 

 

  【業種別アンケート実施項目】 

業種 調査件数 種類 調査項目 

全業種 60 

事業者情報 

年齢・性別・代表歴・経営方針、将来の

展望、後継者の有無、商工会への要望、

景況感 

事業所情報 

業種・従業員数・資本金（元入金）、売上

高、粗利益率、経常利益、顧客数、求人

の有無、ＩＴ活用の有無 

自社の経営課題、経営改善の取組み、 

業界の動向に関する意識 

製造業 15 事業所情報 
製造技術、設備投資の状況、賃金、原材

料価格の推移、生産性向上への取組み等 
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建設業 10 事業所情報 

設備投資の状況、賃金、原材料価格の推

移、生産性向上への取組み 

人口増加に関する対応 

卸売り・小売業 10 事業所情報 

売れ筋商品、電子商取引の取組み、販路

開拓の取組み、消費税軽減税率への対応 

ららぽーと進出への対応 

飲食業 15 事業所情報 

原材料の価格、店舗・厨房機器のリニュ

ーアル計画、消費税軽減税率のへの対応 

ららぽーと進出への対応 

サービス業 10 事業所情報 

サービス内容・技術、店舗や機器のリニ

ューアル計画 

ららぽーと進出への対応 

 

  【調査及び活用目標】 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

経済動向情報公表回数 0 １ １ １ １ １ 

アンケート調査数 0 60 60 60 60 60 

①②の活用を促す事業者

への郵送通知数 
900 900 900 900 900 900 

 

④成果の活用について 

   大型商業施設の出店計画が進行し、大規模な区画整理が行われている現状から、小規模事業 

者が置かれている外部環境の変化について理解が深まるように指導し、調査結果を事業計画策

定講習会や個別相談会の資料として活用して、より効果的な事業計画となるように活用する。

また、①経済動向調査、②ＲＥＳＡＳの結果、③事業者アンケート調査の結果を分析、整理を

行い、東郷町商工会ホームページにて公表する。 

 

 

３.経営状況の分析に関すること【指針(１)】 
【現状と課題】 

   現在の経営分析支援は、巡回窓口業務による相談、個別の記帳税務相談によって財務体質 

  に問題にあるか程度に留まっており、経営課題の抽出や課題解決に結びつく経営分析までには

至っていない。 

   また、小規模事業者は経験や勘に頼りがちで、また経営者としての業務に十分な時間が取れ

ない為、自社の経営資源の強み・弱み、計数管理といった経営分析をすることは機会として少

ないのが現状である。 

今後は、経営支援の冒頭で、しっかりとした経営分析を行い、その後の事業計画策定や販路

開拓への取り組みが、戦略的かつ効果的なものとなるように取り組んでいく必要がある。 

   また、分析による抽出した課題のなかで、経営指導員等では解決できない専門的な課題につ 

いては、愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構、ミラサポの専門家派遣制度を活用し支援 

を行う。 
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【事業内容】 

   ①経営分析の目的 

    小規模事業者が経営環境の変化に対応する為、自社の強み、弱みといった内部環境と地域 

や業界の変化といった外部環境について、事業者自身が主体となって分析を行う。 

今後の販路開拓等の新たな取り組みが、より高い効果を上げていくには、感覚的な経営か

らの脱却を図り、しっかりとした分析の上、事業計画の精度を向上させる必要がある。 

 

②経営分析支援対象 

   経営分析を支援する対象者は、以下のとおりとする。 

    (1)新たな事業展開に挑戦する事業者。 

(2)巡回窓口指導において、経営改善が必要と思われる事業者 

(3)事業計画策定講習会への参加希望者 

 (4)次世代経営塾への参加者 

 

   ③経営分析事業の実施 

   上記②の支援対象者に対し、経営分析に関するセミナーを開催し、経営分析の手法を用い    

   て、経営分析を行う。 

 

④経営分析の方法 

(1)財務分析 

経営分析セミナー参加者に対し、分析ツールを活用して、売上高、収益性、労働生産性

等の財務分析を行う。 

 

   (2)経営状況・経営環境分析ツールの活用 

選定した経営分析支援小規模事業者に対して、以下の分析手法等により自社が置かれ 

    ている状況を客観的に捉える。さらに、経営上の問題について本質的な原因を探る。  

    【使用する分析ツール】 

      ・中小企業基盤整備機構「経営計画つくるくん」 

      ・経済産業省「ローカルベンチマーク」 

      ・全国商工会連合会「経営分析システム」等 

 

【ＳＷＯＴ分析】 

      S:強み、W:弱み、O:機会、T:脅威について考察し、自社を取り巻く環境による影響と、 

それに対する自社の現状を分析する。 

  

【３Ｃ分析】 

      Customer：市場・顧客、Competitor：競合、Company：自社について分析する３Ｃ分 

析は、市場の関係性を理解するために使用する。 

 

【ロジックツリー分析】 

      経営上の問題をツリー状に分解し、論理的に原因や解決法を探すことに使用する。 

 

⑤成果の活用法 

分析結果は事業者と共有し、分析結果を踏まえた事業計画策定支援に繋げていく。 

また職員間でも分析手法や分析結果を共有し、分析支援能力の向上に努める。 
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【目標】 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

経営分析セミナー開催件数 0 1 1 1 1 1 

経営分析セミナー参加者数 0 10 12 15 15 15 

経営分析実施事業者件数 0 8 10 12 12 12 

 

 

４.事業計画の策定支援に関すること【指針(２)前半】 
【現状と課題】 

現在の事業計画策定支援は、補助金申請時や融資斡旋時など、小規模事業者から依頼があ 

った時のみであり、持続的な発展の可能性があり、計画策定の必要性が高い小規模事業者の

計画策定支援について、計画的に行っているとは言い難い。 

    今後は、自社の経営分析に基づいた事業計画策定の重要性を浸透させ、個社それぞれの 

   事業計画策定を支援する。 

 

【支援に対する考え方】 

    経営環境の変化に対応し、持続的かつ発展的な事業展開を図る為、地域経済動向調査、経 

営分析、需要動向調査に裏付けされた、実現可能で効果的な事業計画の策定を支援する。 

    小規模事業者の販路開拓等の新たな取り組みを、計画策定の核として設定し、売上や利益

の目標達成を重視した事業計画の策定を支援する。 

 

【事業内容】 

   新たに事業計画策定セミナーを開催し、参加者に対し、成功する事業計画の作り方、事業 

計画実施の体制づくり等の知識の習得を支援する。 

  さらに、事業計画策定個別相談会を開催し、それぞれの参加者の事業計画のブラッシュアッ 

プを図る。 

 

＜事業計画策定支援対象者＞ 

    ・経営分析セミナー参加者 

・事業計画策定講習会への参加希望者 

     ・次世代経営塾への参加者 

 

＜事業計画策定セミナーの概要＞ 

    (1)カリキュラムの工夫 

     講義を受けながら、参加者が自身の事業計画を策定していく進行方法によって、講師に

よる一方的な手法、知識の説明で終わらないように工夫する。 

    (2)個別相談会の活用 

個別に相談できる場を設け、個々の事業計画のブラッシュアップを図る。 

    (3)バックアップ体制 

経営指導員等が担当制によって、受講者の事業計画策定をバックアップする。 

    (4)評価 

策定した事業計画を、金融機関の職員や中小企業診断士によって評価してもらう機会を

作って、専門家の視点から計画の有効性や実現性を測り、計画の精度を上げる。 

また、評価制度を設けることで、受講者のモチベーションアップを図る。 
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【目標】 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画策定講習会開催回数 0 5 5 5 5 5 

事業計画策定講習会参加事業者数 0 6 8 10 10 10 

事業計画策定個別相談会開催回数 0 5 5 5 5 5 

事業計画策定個別相談会参加事業者数 0 5 7 10 10 10 

事業計画策定事業者数 0 6 8 10 10 10 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針(２)後半】 
【現状と課題】 

現在、当商工会では事業計画策定後の支援については、特に実施しておらず、持続化補助

金の実績報告書作成についてのみ、事業者をフォローしているに留まっている。 

    今後は、事業計画の遂行状況確認や遂行上の課題解決、実行効果の検証を実施し、事業計

画が、事業者に根づいていくような支援が求められてくる。 

 

【事業内容】 

伴走型支援の最も重要な部分と捉えて、事業計画策定後のフォローアップを定期的に行

う。いくら出来の良い事業計画でも、遂行段階での想定外の事態や環境変化は十分に考えら

れる。事業計画を遂行しながら、ＰＤＣＡサイクル等の手法を活用し、内容を適宜に改善し

ていく。 

計画で設定した売上等の目標値の達成度に特に注視して、未達成の場合の原因について検

証し、見直しを図って、定量的な効果がより現れるようにフォローアップを行う。 

 

＜支援対象＞ 

事業計画を策定した事業者。 

    

＜フォローアップ体制＞ 

      事業計画策定セミナーにおいて、受講者を担当した経営指導員等が、フォローアップの

タイミングを計画し、事業者の計画内容や状況に応じた適切な支援を行う。 

 

＜フォローの内容＞ 

経営指導員等が、事業者とともに、事業内容の実施状況、計画目標の達成度、実施の効

果を検証し、計画変更や軌道修正が必要な場合は、指導・助言を行う。なお、高度かつ

専門的な指導・助言が必要と判断した場合、専門家を活用した課題解決の支援を行う。 

 

    ＜フォローアップの頻度＞ 

     事業計画内容や事業者の要望について、担当する経営指導員等が事業者ごとにフォロー

アップ回数を設定する。さらに、設定内容が適正かどうかを、経営指導員等で検討し、

頻度を決定する。頻度の基準は、年 2 回～年 12 回を目安とする。当然、事業計画の内

容や状況によっては、月に複数回のフォローを実施するなど、臨機応変に対応する。 
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【目標】 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

フォローアップ対象事業者数 

フォローアップ頻度延回数合計 

0 

(0) 

8 

(44) 

10 

(60) 

10 

(60) 

10 

(60) 

10 

(60) 

【頻度高】フォローアップ事業者数 

［月１回］フォローアップ頻度延回数 

0 

(0) 

2 

(24) 

3 

(36) 

3 

(36) 

3 

(36) 

3 

(36) 

【頻度中】フォローアップ事業者数 

［年４回］フォローアップ頻度延回数 

0 

(0) 

4 

(16) 

5 

(20) 

5 

(20) 

5 

(20) 

5 

(20) 

【頻度低】フォローアップ事業者数 

［年２回］フォローアップ頻度延回数 

0 

(0) 

2 

(4) 

2 

(4) 

2 

(4) 

2 

(4) 

2 

(4) 

   

６．需要動向調査に関すること【指針(３)前半】 
【現状と今後】 

これまで、需要動向に関する情報収集は行っていない。また、需要動向調査の重要性は巡

回窓口相談時等において必要に説いてきているが、具体的支援策としては行っていない。 

しかしながら、価値観が多様化し、提供される商品の種類も膨大になっているなかで、新

商品開発や新たなサービスを展開し、販路拡大を図る際に、売ろうとする商品やサービスの

市場ニーズの把握は、欠かすことができない。 

また、地域ブランド活性化についても、消費者のニーズを把握、検証した新商品開発を進

めていく必要がある。 

今後の支援において、需要動向調査の重要性を説き、消費者の評価を、事業者の新商品開

発にフィードバックさせて、新たな事業展開及び販路開拓に資する。 

 

【事業内容】 

①展示会・商談会等における個社の需要動向調査支援 

＜対象者＞ 

・事業計画を策定した事業者の中で、展示会や商談会への出展予定する事業者。 

・持続化補助金等の採択者で、展示会・商談会へ出展を予定する事業者。 

・その他、販路拡大の為に、展示会・商談会へ出展する事業者。 

 

＜対象品目＞ 

 ・機械部品及び技術 

 ・加工食料品 

 ・雑貨品 

 

＜実施内容＞ 

商品・サービス等の開発や改良に繋げるため、展示会・商談会等への出展を支援 

し、来展者・バイヤーに対し、アンケートを実施する。 

調査対象とする商品・サービス等調査を行う際は、新たに開発・改良したもの、

もしくは改良を予定するものとする。商品選定については、事前に事業者と経営指

導員等が検討し決定する。 

 

＜主な調査項目＞ 

  商品・サービスについて、評価は５段階（良い～悪い）端的に行う。 

  業種や展示会の内容について、項目や視点は変化させる。 
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項目 視点 

アイデア 魅力があるか 

品質・技術 
品質を満たしているか 

美味しいか、使い勝手がよいか、満足できるか 

デザイン（パッケージ含む） 目にとまるものであるか、ターゲット層に合うか 

価格 購買層に合っているか 

販売方法 買いやすいものかどうか 

使用方法 購入後にどのように使いたいか 

競合品・代替品との比較 差別化が図られているか 

取引条件 納期や支払いに関するものが合うかどうか 

商品価値 
お金を払って欲しいと思えるか 

他人に購入を進めたいか 

 

＜調査方法＞ 

主として、聴き取りによるアンケートを行い、商談成立や今後の商品開発に参考

となるような内容調査票を作成する。商工会は準備するアンケート票の作成、効果

的な聴取の方法を支援する。 

１回の出展におけるアンケート回収数は、小規模事業者 50件を目標とする。 

 

＜活用方法＞ 

調査結果を整理・分析し、商品・サービスのさらなる改良に活用する。 

 

【①目標】 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

展示会・商談会出展事業者 

需要動向調査支援件数 
0 3 4 5 5 5 

展示会・商談会アンケート

回収数 
0 150 200 250 250 250 

※アンケート回収数は、１事業者 50 件 

 

    ②地域ブランドの確立を目的とした特産品開発品の需要動向調査 

      ＜実施内容＞ 

町民が集まるイベントにおいて品評会を実施し、開発した商品について、来場

者への試食等を通じ、特産品を体験してもらい、感想をアンケート調査する。 

アンケート結果を整理、分析して、特産品を開発する事業者へフィードバック

し、さらなる商品の改良や、ターゲットの変更、販売方法等についてブラッシュ

アップを図る。 

 

      ＜調査方法＞ 

        ・毎年 1月に開催される「東郷町ふれあい年始会」において、来場者に対して、 

「地域ブランド品評会」を開催する。 

        ・開発した（開発段階も含む）特産品について、試食や手に取ってもらうなどを 

         して、感想を聞き取り調査する。 
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 ＜対象品目＞ 

 ・加工食料品 

 ・雑貨品 

 

      ＜分析＞ 

         調査結果の集計は、経営指導員等が行い、まちおこしや特産品開発に対して造

詣のある専門家に、分析を依頼する。 

 

      ＜分析結果の活用＞ 

         経営指導員等が開発する事業者へ、集計結果と分析で得られた情報を、説明し     

        て、開発の改良や進出する市場への再検討に活用する。 

 

＜調査項目＞ 

       上記①及び下記の追加項目 

項目 視点 

地域性 町の手土産品としてどうか 

贈答品としての価値 

どんな相手に送りたいか 

どんな時に送りたいか 

贈答品とした場合の価格や個数はどうか 

 

【②目標】 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

品評会出品事業者 

需要動向調査支援件数 
0 3 5 5 5 5 

品評会アンケート回収数 0 90 150 150 150 150 

※アンケート回収数は、１事業者 30 件 

        

 

 

７．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】 

現在、販路開拓支援については、全国的な物産展や商談会、ビジネス交流についての情報

を提供しているに留まっている。 

 また、ＩＴを活用した販路拡大の支援においても、組織的な支援の取り組みは特に行って

いない。 

伴走型支援の観点から、意欲的な小規模事業者の販路開拓への挑戦を後押しする支援が求

められている。また、その内容も新たな取引や売上に繋がる効果的なものでなくてはならな

い。 

商業を営む小規模事業者においては、前述した【商業の課題】である「ららぽーと」進出、

ニーズ変化、マーケット志向等を克服していく為に、事業者が展示会に出店したり、ＩＴを

活用した販路開拓を行ったりして、自社の商品を市場に浸透させていき、売上拡大を図って 

いく必要がある。 

    製造業を営む小規模事業者についても、前述した【工業の課題】である「下請構造」、「ニ

ーズ変化への対応」、「自動車産業の大変革期」等を克服していく為に、新たな取引先の開拓

や異分野への進出が鍵となる。技術力を高めることはもちろん、自社の技術をアピールでき
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る商談会に積極的に出展していくことが必要である。 

商工会としては、小規模事業者の販路開拓を目的とした展示会や商談会への出展に際し、

効果的な機会となるべく、目標（商談件数や商談成立件数）の設定から、資料の作成、商品

の展示方法など出展ノウハウの習得を支援する。 

なお、出展後のフォローとして検証を行い、今後の販路開拓活動に繋げていく。 

また、ＩＴを活用した販路開拓においても、伴走型で支援する。 

特に、ＩＴの導入後、あまり活用していない例が数多く見受けられる為、継続的な情報更

新を促して、導入効果を高めていけるように支援する。 

 

【事業内容】 

   ①展示会・商談会への出展支援 

＜支援対象＞ 

・事業計画策定を支援した小規模事業者 

・需要動向調査を行い、販路開拓に挑戦する事業者 

・展示会・商談会による販路開拓支援を希望する小規模事業者 

 

(1)まるっと！あいち展示会＞（ＢtoＣ） 

愛知県金山総合駅での「まるっと！あいち展示会」のブースを確保し、支援対象者の中

から、出展者を選定の上、出展を支援する。 

（参考）「まるっと！あいち展示会」は、毎年、夏と冬の年２回、二日間にわたり、約

3,000 人が来場するイベントで、来場者は、金山総合駅を利用する方が大半を

占めている。 

 

   まるっと！あいち展示会の目標 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

出展事業者数 2 3 3 3 3 3 

売上額／社 5 万円 8 万円 10 万円 10 万円 12 万円 15 万円 

 

 

   (2)メッセナゴヤ商談会（ＢtoＢ） 

異業種交流展示会「メッセナゴヤ」への出展を支援する。支援対象者に対して、出展費

用の助成を行うなどの支援を行って、商談会出展へのハードルを下げる。 

また、経営指導員等が、出展しない対象者とともに「メッセナゴヤ」に出向いて、会場

の雰囲気を感じたり、自社のビジネスに役立つ情報収集を行ったりして、異業種との交流

を図る活動も行う。 

（参考）毎年、11 月上旬に、名古屋市国際展示場で開催される日本最大級の商談 会。

来場者は約６万人。出展者は約 1400 社となっている。 

 

メッセナゴヤ商談会の目標 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

出展事業者数 0 1 2 2 2 2 

商談成約件数 0 1 件 2 件 2 件 2 件 2 件 
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＜出展前支援＞ 

    販売促進の効果が高くなうような商品展示の仕方やブース内レイアウト、パンフレット 

の作成、商談成功に繋がるプレゼンテーションの方法について個別に支援する。 

出展目的を明確にする為、展示会における目標商談件数、目標販売額の設定を支援し、 

具体的なアドバイスについては愛知県商工会連合会の専門家派遣制度を活用し出展計画 

の精度を上げる取組みを行う。 

 

＜アンケート調査の作成＞ 

出展する商品へのマーケット分析を行う為、展示会・商談会において消費者、バイヤー 

にアンケートを行う。今後の商品の問題点の把握と修正、新たな商品開発に役立てる為、 

効果的なアンケート調査となるように内容を確認し作成を支援する。 

 

＜出展後支援＞ 

     商談件数、商談による販売額や販売見込み額、展示会での売上額を確認し、費用対効果 

を検証する。アンケート結果を整理・分析し商品の改良、新商品の開発に繋がるように指 

導する。 

また商談成立後の持続的な取引き状況を確認する為、３ヶ月に１度以上、状況の確認を

行い。販路開拓の成果を検証する。 

さらに検証結果を踏まえて今後、必要となる新たな販路開拓ついては事業者とともに意

識を共有し出展計画を支援する。 

 

②ＩＴを活用した販路拡大支援 

【支援対象】 

・事業計画策定を支援した小規模事業者 

・需要動向調査を行い、販路開拓に挑戦する事業者 

・ＩＴを活用した販路開拓支援を希望する小規模事業者 

 

【支援内容】 

(1)ソーシャルネットワーク等の活用 

・ＳＮＳやブログなど、比較的簡易なＩＴツール活用を支援する。 

・情報の拡散を図り、顧客との繋がりを強化して販売拡大に繋げていく。 

・アカウントの取得方法から効果的な情報発信の方法を指導する。 

・継続的な情報発信が不可欠である為、定期的なサイト確認による開設後のフォロ

ーを行う。 

  

(2)ＥＣサイトの活用 

閲覧者や商品購入予定者が、安心してネット購入ができるようなホームページの作 

成を支援する。 

ネットショップ開設には全国商工会連合会が提供する「SHIFT」、民間ショッピング 

カートサービス「BASE」を活用した支援を行う。 

 

 (3)大手ネットショッピングモールへの出店 

       楽天市場、Amazon、Yahoo ショッピング等の大規模ネットショッピングモールの出 

店について、出店方法や出店のメリット、デメリットを小規模事業者とともに検証し、 

出店を支援する。 
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【フォローの内容】 

ページの閲覧数やフォロー数、商品購入数と販売額を３ヶ月に一度以上確認し商品の 

掲載方法、掲載情報、商品配送業務を含めた購入満足度を検証する。 

 

【支援のポイント】 

      ＩＴを活用した販路開拓の支援には、適宜、専門家を活用し、専門的なアドバイスを 

受けながら、実施する。 

 

【目標】 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

ＩＴ活用の販路開拓事業者数 0 2 4 5 5 5 

月間ネット売上額／社 0 10 万円 20 万円 40 万円 50 万円 50 万円 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

 ８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 
 （１）現状と課題 

地域唯一の地域経済団体として、商工会はこれまでに、様々な地域経済活性化事業を展開 

してきた。商品券発行事業やスタンプラリー事業が主なものであるが、一時的な効果はある 

ものの、根本的な地域経済活性化には繋がってはいない。 

  また、地域ブランドの創出も、町のふるさと返礼品や商工会の特産品開発事業において、 

ローゼルを始めとして、いくつか商品化がされてはいる。しかしながら、町民に浸透し、他

の地域にも知られる産品には育っていない。 

  数年中に、「ららぽーと」の出店も予定されており、東郷町への注目が集まる中、「ららぽ 

ーと」の周辺地域だけなく、地域全体の活性化を図っていくことが必要である。 

今後、商工会は、行政とＪＡ、金融機関と連携し、それぞれの役割や強みを生かして、持

続的な地域経済の活性化に向けて取り組んでいかなければならない。 

 

（２）事業内容 

   ①地域活性化事業の意識共有 

      地域活性化を目的として、東郷町、東郷町商工会、あいち尾東農協、その他地域の各種

団体で構成される「東郷あやめ会」が月１回程度の割合で開催している。 

そのなかで、商工会は、積極的な提案を行い、足並みを揃えた地域経済活性化の意識の

共有を図っていく。 

 

②東郷町特産品の PR 事業 

毎年、11 月に開催される「東郷町文化産業まつり」は、地域の農業者、商工業者による

商品の販売や展示、住民による文化作品を行う町内の一大イベントで、商工会はイベント

会場に特産品ＰＲコーナーを設置する。 

このイベントを活用し、関係者間での意識の共有が図られる仕組みとして東郷町、東郷

町文化協会、あいち尾東農協で構成する文化産業まつり実行委員会があり、年３回程度の

開催により地域の賑わいの創出を目的として検討を行う。 
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③特産品開発事業 

魅力ある地域ブランドを、地域が一丸となって創出していく為、東郷町やあいち尾東農

協等と連携し、「地域ブランド創出協議会（仮称）」を立ち上げ、協議会において、リーダ

ーシップを発揮して、特産品の開発において、中心的な役割を果たしていく。 

  

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】 

    現在、近隣８つの商工会で構成する支部組織において、職員が職種別に研修会を毎年、数

回にわたり、行っている。支援知識の研修が主なものではあるが、支援ノウハウや個々の取

り組みについて、情報交換も行っている。 

また、日本政策金融公庫名古屋中支店の管轄の９つの商工会、商工会議所の経営指導員と

公庫職員による連絡協議会が開催されている。これは、近隣エリアの経済動向の報告や小規

模事業者の制度融資を活用した事業資金の需要状況、小規模事業者経営改善資金（マル経）

の利用促進と啓発方法について研究を行っている。 

しかしながら、それぞれの具体的な支援ノウハウに踏み込んで、意見を交換し連携を図る 

ことまでは至っていない。 

今後は、東郷町や日本政策金融公庫、地域内金融機関と連携し地域の需要動向や支援能力

向上に繋がる情報交換を行う。また、商工会支部組織において地域の課題や、より具体的な

支援ノウハウの情報交換を行う。それによって他の商工会と連携した包括的支援体制の構築

を試み、需要の開拓を進める基盤の構築を図る。 

 

【事業内容】 

    ①情報交換を行う支援ノウハウの定義 

     商工会、金融機関、日本政策金融公庫、行政などがそれぞれの団体の特徴を生かした、

小規模事業者に対する支援策とその課題や傾向、かつ最新の支援方法のこと。 

 

②機関別支援ノウハウの情報交換 

機関など ノウハウ 方法と狙い 頻度 

愛知県商工会連合会 伴走型支援

ノウハウ 

 

連合会が主催する経営支援事例発

表大会に参加し、支援ノウハウを吸

収する。 

年１回 

愛知県商工会連合会 

広域支援マネージャ

ヤー 

伴走型支援

ノウハウ 

地区担当の広域支援マネージャー

と情報交換し、より広範囲の支援の

在り方などをヒントにする。 

年 2回程度 

東尾張支部商工会 近隣商工会 

支援ノウハ

ウ 

経営指導員を初めとした職種別研

修会に主席して、近隣商工会の小規

模事業者支援ノウハウに関する意

見交換を行う。 

年 10 回 

程度 

日本政策金融公庫 

名古屋中支店 

政策公庫融

資支援ノウ

ハウ 

 

公庫支店が主催する連絡会議に出

席し、管内の融資状況やの小規模事

業者へ融資支援ノウハウの情報交

換を行う。 

 

年 2 回 
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地区内の金融機関 地場金融機

関支援ノウ

ハウ 

金融機関融資担当者と支援ノウハ

ウや融資状況の情報取集と意見交

換を行う。 

各金融機関 

年 2回程度 

専門家派遣機関 専門支援ノ

ウハウ 

 

専門家派遣において、経営指導員等

が同行し専門的な支援ノウハウを

吸収する。 

随時 

東郷町 行政的な支

援ノウハウ 

行政職員の支援ノウハウについて 

情報を共有し、地域包括的な支援体

制の構築を図る 

年 2回 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
【現状と課題】 

これまでの経営指導員等による資質向上への取り組みは、税務・金融・労働等の実務的な

知識及び能力の維持・向上の為に、必要な講習会や研修会に重きをおいてきた。 

しかし近年では、実務的な能力だけでなく、小規模事業者の利益確保に繋がる支援能力が 

求められてきている。 

    また今後は、職員個々のレベルアップは当然に、組織の支援レベルの向上が、いかに図ら

れるかが、経営支援の効果に大きく関係する。 

    支援体制の具体的な取り組みと、しっかりとした体制づくりが必要である。 

 

【実施内容】 

    ①研修等による資質向上 

      これまでの、愛知県商工会連合会等が行う研修会等に出席することは当然であるが、 

それに追加して、以下の取り組みを、全ての正職員が、最低一度以上、実施する。 

 

ア．職員研修会の開催 

  新たに、職員の支援能力研修会を開催する。経営発達支援計画における伴走型支援 

に関する研修会を、年４回程度開催し、「ＲＥＳＡＳの活用」、「分析・計画策定スキ 

ル」、「販路開拓支援スキル」等をテーマに、専門家を講師に招き、開催する。 

 テーマの設定は、職員会議において、全員で検討して決定する。 

  

イ．ＯＪＴスーパーバイザー事業の活用 

伴走型支援能力を向上させる為、愛知県商工会連合会が行う小規模事業者経営力 

支援事業（スーパーバイザー事業）に参加して、現地指導型によるＯＪＴを実施して、 

小規模事業者との向き合い方、現場観察、実現可能な課題解決提案の方法などをスー 

パーバイザーによる助言指導により、知識の習得と資質向上を図る。 

 なお、参加する職員は、一般職員を含めた全正職員とする。 

 

ウ．知識の習得への取組み 

能力向上を目的に愛知県商工会連合会等が主催する研修会に加え、中小企構が主催

する研修会に積極的に出席し、ＩＴ活用や、事業承継等の専門的な知識の習得とを図

る。 
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エ．専門家の企業診断への動向 

経営支援ノウハウを吸収するように努めて、支援ノウハウの吸収により資質向上を 

図る。 

      

オ．ＷＥＢ研修 

       自己研鑽として、中小企業経営の基礎的な知識の習得を目指し、全国商工会連合会

が行うＷＥＢ研修を受講し、効果測定において 80％以上の正解率を目指す。 

 

②組織内で共有する仕組みづくり 

ア．定例勉強会の開催 

１ヶ月に１回、経営支援力向上について職員会議を行う。巡回窓口相談業務・記帳 

継続指導業務から得られた経営支援に関する情報や実施した経営支援の情報を共有 

して、支援の精度とスキルを向上させる。 

研修会への参加で得られた経営支援に関する知識や習得したスキルを報告し検す 

ることにより職員間で共有し組織的に支援力を向上させる。 

 

イ．データベースによる共有  

       小規模事業者の経営分析支援、事業計画策定及び実施支援の内容を、全国商工会 

連合会カルテシステムに入力しデータベース化することで、支援履歴、支援内容を 

職員間で共有する。 

   

ウ．支援マニュアルの作成 

       当会独自で小規模事業者の経営分析や事業計画策定等の支援マニュアルを作成し、 

全職員で共有することにより、支援レベルの統一的な向上を図る。 

 

エ．支援事例集の作成 

       人事異動があったとしても、支援によって得られた知識や経験の蓄積をして組織 

の財産とするべく、実際に支援した内容や結果を課題別に整理し、だれもが素早く 

事例を参考にできるような支援事例集を作成し、経営支援を蓄積する。 
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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 
  現在の商工会の事業に対する評価は、商工会役員である監事による内部監査と、愛知県によ 

 る指導検査を行っているが、予算執行に関する管理と経営改善普及事業の実施状況についての 

 執行状況の評価に留まっている。 

   今後は、経営発達支援計画を遂行するにあたり、より実施の効果が図れるように、外部有識 

者による評価を導入して、事業の検証を行う。 

   事業の実施状況と成果については、以下の方法により評価・検証を行う。 

 

【事業評価委員会の設置】 

東郷町産業振興課長と中小企業診断士等の外部有識者で構成される事業評価委員会を、年１ 

回以上開催し、事業の遂行状況、成果の検証と評価を行う。 

 

【ＰＤＣＡサイクルの構築】 

  事業評価委員会での評価を、商工会役員で構成する正副会長幹部会において報告し、成果に

ついて検討する。その後、事業計画の見直し・改善についての方針を取りまとめて、理事会に

て報告し、承認を得る。 

職員会議にて計画変更の内容を策定し、事業の改善を図る。このＰＤＣＡサイクルを毎年度

１回以上行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業結果の公表】 

事業の成果・評価・見直し結果は、商工会ホームページにて常時、一般公開する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員会議にて、全員で

計画を策定。 

経営指導員等を中心と

した全職員にて計画を

実行。 

外部有識者を含む事業

評価委員会にて事業遂

行状況を評価。 

職員全員にて計画の見

直し・改善を図る。 

Ｐ

 
Ｄ

 
Ｃ

 

Ａ
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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 31年 4 月現在） 
（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先  東郷町商工会 愛知県愛知郡東郷町大字春木字申下 1337-1 

         ＴＥＬ0561‐38‐0821 ＦＡＸ0561-39-3115 

         メールアドレス    togo@shoukoukai.jp 

         ホームページアドレス http://www.shoukoukai.jp  

 

実施組織 

連携組織 

東郷町 

愛知県 

愛知県商工会連合会 

地域各金融機関 

中小機構 

近隣商工会など 

東
郷
町
商
工
会 

評価組織 

外部有識者 

・東郷町産業振興課 課長 

・中小企業診断士等 

 

事
業
評
価
委
員
会 

連携 

方針決定 

職
員
組
織 

役
員
組
織 

理事会（３２名） 

会長１名・副会長２名 

理事２７名・監事２名 

 
正副会長幹事会（８名） 

会長１名・副会長２名 

商業部長１名・工業部長１名・建設業部会長１名 

青年部長１名・女性部長１名 

評価・報告 

経営指導員 

２名 

補助員 

１名 

記帳指導職員 

３名 

記帳指導員 

２名 

事務局長 

１名 

(９名) 
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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） 

 
31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

必要な資金の額 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

 

小規模企業支援事業費 

講習会開催費 

地域動向調査事業費 

需要動向調査費 

展示会出展費 

商談会出展費 

 

500 

500 

500 

500 

500 

 

500 

500 

500 

500 

500 

 

500 

500 

500 

500 

500 

 

500 

500 

500 

500 

500 

 

500 

500 

500 

500 

500 

（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 国・全国連等の事業費補助金 

２ 小規模事業経営支援事業費補助金（愛知県） 

３ 商工会運営補助金（東郷町） 

４ 商工会費 

５ 特別賦課金・手数料 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針(３)後半】 

２．経営状況の分析に関すること【指針(１)】 

３．事業計画策定支援に関すること【指針(２)前半】 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針(２)後半】 

５．需要動向調査に関すること【指針(３)前半】 

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)】 

 

連携者及びその役割 

団体名 代表 代表者名 所在地 連絡先 

東郷町 町長 井俣 憲治 東郷町春木羽根穴 1 0561-38-3111 

愛知県 知事 大村 秀章 名古屋市中区三の丸 3-1-2 052-954-6330 

あいち産業振興機構 理事長 梶藤 和彦 名古屋市中村区名駅 4-4-38 052-715-3061 

愛知県よろず支援拠点 チーフ 中山 悦雄 名古屋市中村区名駅 4-4-38 052-715-3061 

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 7-9 052-454-0541 

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 
名古屋センタービル４階 052-201-3068 

日本政策金融公庫 
名古屋中支店国民生活事業 支店長 前田 芳昭 名古屋市中区錦 1-11-20 052-221-7241 

㈱名古屋銀行東郷支店 支店長 安藤 彰英 東郷町白鳥 4-2-2 0561-38-1201 

岡崎信用金庫東郷支店 支店長 浅井 弘 東郷町大字春木字池田 39-1 0561-38-3511 

瀬戸信用金庫東郷支店 支店長 加藤 雄嗣 東郷町白鳥 2-4-5 0561-39-2277 

豊田信用金庫東郷支店 支店長 長坂 博 東郷町大字和合字前田 163-1 0561-38-1331 

碧海信用金庫東郷支店 支店長 柿原 浩司 東郷町和合ヶ丘 1-5-4 0561-38-1011 

あいち尾東農業協同組合 
東郷基幹支店 支店長 石黒 秀一 東郷町大字春木字伊勢木 112 0561-39-0551 

名古屋税理士会昭和支部 支部長 荒川 章三 
名古屋市昭和区広見町 1-13 
ダイエイビル 2 階 052-872-4595 

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 03-6268-0088 

愛知県商工会連合会 会長 新美 文二 名古屋市中村区名駅 4-4-38 052-562-0030 

鳴海商工会 会長 成田 正次 名古屋市緑区鳴海町乙子山 1-3 052-896-3331 

有松商工会 会長 梶野 泉 名古屋市緑区有松 3012 052-621-0178 

守山商工会 会長 森 藤左エ門 名古屋市守山区守山 2-8-54 052-791-2500 

豊明市商工会 会長 兼子 忠男 豊明市三崎町中ノ坪 5-1 0562-93-6666 

日進市商工会 会長 福安 克彦 日進市蟹甲町中島 35 0561-73-8000 

長久手市商工会 会長 川本 達志 長久手市岩作長池 45 0561-62-7111 

尾張旭市商工会 会長 佐藤 勝美 尾張旭市東大東町原田 2570-3 0561-53-7111 

 ※連携者の役割や効果については、後記の連携体制図にて記載。 
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連携体制図等 

１．地域の経済動向調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業計画の策定支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中部経済産業局、愛知県 
全国商工会連合会、愛知県商工会連合会、 
日本政策金融公庫及び民間金融機関 他 

小規模事業者 東郷町商工会 【役割】 
 ・経済動向情報の提供 
 
【効果】 
 ・経済動向情報の把握 

あいち産業振興機構 
愛知県よろず支援拠点、 
中小企業基盤整備機構 
愛知県商工会連合会他 

小規模事業者 東郷町商工会 【役割】 
・経営指導員等が経営分析に使用する 
全国商工会連合会の「経営自己診断シス 
テム」の運用 

・経営分析後発生した専門課題への対応 
 
【効果】 
 ・専門家相談による的確な分析 

愛知県 
あいち産業振興機構、愛知よろず支援拠点、 
愛知県信用保証協会、愛知県商工会連合会、 
日本政策金融公庫及び民間金融機関 
税理士会 
長久手市、日進市、東郷町、豊明市、みよし市、
長久手市商工会、日進市商工会、 
東郷町商工会、豊明市商工会 
みよし市商工会他 

小規模事業者 東郷町商工会 【役割】 
・事業計画、創業・事業承継計画の策定に 
おける協力 

・情報の提供、金融相談、人材支援など 
 
【効果】 
 ・計画の精度向上 
 ・参加者のモチベーションアップなど 

愛知県、愛知県商工会連合会 
あいち産業振興機構、愛知よろず支援拠点、 
中小企業基盤整備機構 
日本政策金融公庫及び民間金融機関 

小規模事業者 東郷町商工会 【役割】 
・事業策定後のフォローアップ協力 
・経営改善発達資金等事業者に対する 
資金調達支援（金融機関） 

 
【効果】 
 ・事業推進力向上など 
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５．需要動向調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東郷町 
愛知県商工会連合会 
名古屋商工会議所 

小規模事業者 東郷町商工会 【役割】 
・需要動向調査の支援 

 
【効果】 
 ・需要動向の販路開拓への反映等 

愛知県、東郷町、あいち産業振興機構、 
全国商工会連合会、愛知県商工会連合会 
名古屋商工会議所 
日本政策金融公庫及び民間金融機関 他 

小規模事業者 東郷町商工会 【役割】 
・商談会・展示会情報の提供 
・商談会・展示会の効果的な出展方法につ
いての支援 

・ＩＴを活用した販路開拓支援 
 
【効果】 
 ・小規模事業者の売上拡大に寄与等 
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