
 
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

大口町商工会（法人番号 ９１８０００５００９１６８） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

平成２９年度から平成３３年度の５年にかけて、定期的な支援により、事業

者数の減少に歯止めをかけ、小規模事業者数の増加に努める。 

創業者、第二創業者などについても小規模事業者の減少の歯止めを行うため

に発掘を目指すとともに実現可能性の高い計画の支援を行う。 

消費者動向アンケートや展示会などの出展、日経テレコン２１を活用し、個

社が一般消費者と企業間取引での消費者ニーズに対応できるよう需要動向の調

査を行い情報の整理・分析、市場性・実現性の高い事業計画の策定支援をする。

特産品開発についても「桜の町 大口町」のブランド化を図るために、桜関

連商品、サービスの開発を目指す。 

事業内容 

Ⅰ 経営支援発達事業の内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

・地域の経済動向調査については、情報の収集・分析を行い、調査結果は、

ＨＰでも閲覧できるようにし、職員が広く情報提供する。 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

・セミナーの開催、巡回及び窓口相談を行うことによって、経営分析を行

い、財務分析、ＳＷＯＴ分析を行う。 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・経営分析を行った事業者に経営計画の策定支援を行う。セミナーを開催

して事業計画の事後指導を行う。 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・小規模事業者が事業計画作成後、四半期に１回は、巡回、窓口相談にお

いて進捗状況を伴走型で確認を行う。 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

・事業計画を作成するにあたり、小規模事業者に応じた需要動向調査を行

い、把握する必要がある。これまでの売れ筋商品や顧客の消費特性、新商

品・新サービス地域の特産品などを一般消費者やバイヤーからヒアリング

するとともに、地域の多様化する消費者ニーズに対応できるよう需要動向

の情報収集、整理、分析を行い、小規模事業者、創業予定者に対しても市

場性、実現性の高い事業計画策定に繋がるように支援する。 

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】    

・小規模事業者に対して、商談会などへの参加、ネットショップ・アンテ

ナショップなどへの参加、ホームページ作成、新商品、新サービスの開発

支援を行い、小規模事業者の販路開拓と新分野進出の支援を行う。  

連絡先 

住所      愛知県丹羽郡大口町丸二丁目８番地 

 商工会名    大口町商工会 

 氏名      石川敏春 遠藤季晃 

 電話番号    ０５８７－９５－２５５７ 

 FAX 番号    ０５８７－９５－６３２８ 

 メールアドレス  ooguchi@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 大口町商工会地域の現状と課題 

１ 地域の現状 

 

（１） 概要 

  ア 地域の概要 

    丹羽郡大口町は、愛知県の北西部に位置している人口２３，４１９人（平成２８年 1月 1

日現在）の町である。近隣には、丹羽郡扶桑町、江南市、犬山市、小牧市とも隣接している。

     地域の特徴としては、五条川                                       

をはじめとした恵まれた自然や

広大な田園地域が広がることか

ら良好な住宅地として魅力があ

る。 

なかでも五条川は桜の名所と                          

しても有名であり、「日本さく

ら名所１００選」にも選ばれて

いる。五条川沿いには尾北自然

歩道があり、約２０００本の桜

並木になっており、例年４月上

旬の満開時には、大勢の花見客

で賑わう場所となっている。ま

た、川端には堀尾跡公園、小口

城址公園もあり、散策・散歩コ

ースとしても人気のある場所と

なっている。 
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農業については、県下でも農地利用集積が進んでおり、稲作を中心とした大規模な土地利

用型の農業経営が行われており、隣接する扶桑町と共に県下唯一の六条大麦の生産地を形成

している。 

人口の推移については、平成２３年（２２，２００人）より少しずつ増加しており、中で

も合計特殊出生率は、１．７２と全国や愛知県よりも上回っており、子育て世代にあたる３

０～４０歳代の人口構成比は比較的高く、転入超過傾向にある。 

 

 
 

・歴史的な背景 

昭和３０年代ごろまでは、稲作と副業としての養蚕が中心の純農村地域であったが、昭和

３０年代初頭に住民ぐるみで企業誘致に積極的な取り組みが行われた。 

 

・交通網に関すること 

上記のことにより、東名・名神高速道路と国道４１号線が開通し、企業進出が進んできた。

名鉄名古屋駅より約３０分、名古屋市中心部より車で直線距離にしてわずか１８キロメート

ルの近郊地域に位置している。 

 

イ 小規模事業者を取り巻く現状 

現在では、金属・繊維・工作機械や自動車関係の企業を中心に２００社を超える企業が立

地する産業のまちとなっている。 

名鉄名古屋駅より約３０分、名古屋市中心部より車で直線距離にしてわずか１８キロメー

トルの近郊地域に位置していることから、名古屋から通勤している人もいるので昼間人口は

多い。愛知県内でも有数の大企業がいくつも立地し、豊かな財政基盤に恵まれている地域で

ある。 

しかしながらそれを取り巻く中小企業は、長い間大企業の下請けとして、経営を行ってき

たため、下請け企業から脱却できずに、売上が低下するなど経営環境は厳しい状況にある。

   商業については、純農村地帯であったため、商店街は形成されてないが、郊外型のスー

パーマーケットが町内にバランスよく進出している。 

スーパーマーケットの中には、専門小売店も多く、日常生活には便利な地域である。 
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（２）大口町の事業所数・比率 

 大口町の業種別比率（グラフ１）について、愛知県全体の比率（グラフ２）と比較して 

みると大口町は、製造業、運輸業、卸売・小売業が多いことがわかる。 

経済センサス（事業所統計）の事業所数の平成１６年から平成２４年の推移は、下表のと

おりとなり、事業所の合計は、減少傾向にある。 

  特に、建設業、製造業、卸売・小売業、飲食業については、大幅な減少傾向にある。  

  このような状況の中、製造業、卸売・小売業について、創業や新事業展開に取り組む第 

二創業への対応が急務となっている。 

 

 

大口町の業種別比率 （グラフ１）      愛知県の業種別比率（グラフ２） 
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大口町産業（大分類）別事業所数 

（事業所・企業統計調査指定統計第２号） 

 

 

 

平成１６年 

 

平成１８年 平成２１年 平成２４年 

農林漁業 5 5 3 5 

建 設 業 112 109 108 100 

製 造 業 220 211 213 206 

電気ガス水道業 0 1 2 － 

情報通信業 1 1 2 － 

運輸業 60 67 63 62 

卸売・小売業 215 214 225 212 

金融保険業 5 5 6 8 

不動産業、物品賃貸業 13 13 24 20 

学術研究、専門技術サービス業     19 20 

飲食・宿泊業 118 107 105 101 

医療・福祉 31 45 49 52 

生活関連サービス     66 68 

教育・学習支援業 31 35 30 27 

複合サービス事業 5 5 3 2 

サービス業 127 140 66 55 

公     務 － 5 5  

合  計 943 963 989 938 

※ 大口町ホームページより（平成 21 年より経済センサスに変更） 
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ウ 地域の課題 

 

工業については、長い間下請企業として、経営を行ってきた。また、事業主の高齢化や売

上が低下するなど廃業する事業所も増えてきている。 

商業については、純農村地帯であったため、商店街は形成されていない。その上、郊外型

のスーパーマーケットが町内にバランスよく進出しているため、卸売・小売業は、地域内に

点在しており、連携が取れていない。さらに、高齢化も進んでいて、小規模事業者の廃業が

増えている。 

 

（３）創業・第二創業 

商工会では、平成１５年より、創業予定者、創業後間もない経営者、新規事業を考えてい

る経営者を対象に、「おおぐち経営塾」を開催している。これまで、２３２名の受講者があ

り、そのうち、受講後の創業者は３８名であった。 

 

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

事 業 所 数 の 推 移

平 成 １ 6年 平 成 １ 8年 平 成 2 1年 平 成 2 4年
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「おおぐち経営塾」受講者数 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 計 業種構成 

建設業      ２      ３      ２      ７  ２２．６％

製造業 １      ２      ２      ５  １６．１％

卸・小売業      ２      ３ １      ６  １９．４％

その他      ３      ７      ３     １３  ４１．９％

合計      ８     １５      ８     ３１  １００ ％

 

（４）地域の特産品・地域資源について 

   地域の特産品としては、平成２０年より                     

地域資源活用促進法に基づく地域産業資

源に指定された「五条川の桜並木」の桜の

花びらから採取した酵母菌を使用した、清

酒「おおぐち」、漬物、ブッセがある。 

しかしながら、近年は、地域の特産品開                      

発も進んでおらず、「桜の町 大口町」と

してのＰＲにも欠けているのが現状であ

る。今後は、「桜の町 大口町」としても

ブランド化を図っていくことが課題とな

っている。 

その他、桜に関係する商品以外に大口町                      

には、県下唯一生産している六条大麦を使

用した「麦茶五条川」が商品化されている。 

商工会が行う夏のふれあいフェスティバ                     

ルでは、盆踊りでの参加、秋の町民ふれあ

いまつりでは、うどんを試行錯誤しながら

提供を行い、賑わいの創出に役立っている。 

 

Ⅱ 商工会の支援上の課題 

 

  これまでの商工会は、これまで小規模事業者に対する税務、金融、労働保険などの支援を

行う経営改善普及事業を行ってきた。 

  税務としては、「弥生会計」による記帳指導及び所得税の確定申告支援、金融としては、金

融の相談、貸付の支援、労働保険としては、労働保険の事務代行及び書類作成支援を行って

きました。 

  今後は、小規模事業者の要求するニーズ及び消費者のニーズが多様化している中で、事業

者ごとに独自の「強み」を活かしていくことが重要である。 

事業者の個別企業のＳＷＯＴ分析（※）を行い、「強み」を発見し、経営力向上、販売、促

進などについて、商工会は事業者に寄り添って継続的な支援をすることで、会員企業の下請

企業からの脱却を目指し、自立的かつ創造的な事業展開につながると考えている。 

また、創業、第二創業については、現在行っている経営塾を今後も継続的に開催し、開催

後の個別指導により、創業計画書の作成支援を行い、進行状況について、継続的に支援をす

る必要がある。 

特産品開発については、大口町の住民に認知され、誇れる特産品の開発支援を行うととも

に、販路開拓についての支援を行い「桜の町 大口町」のイメージアップが課題である。 
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Ⅲ 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

  

小規模事業者に対して、大口町商工会は、今後１０年程度を目途に小規模事業者の現状と課

題を踏まえて、小規模事業者の売上と利益を確保、創業、第二創業による事業者数の確保と 

「桜の町 大口町」のブランド化を実現するとともに、「活力ある産業づくりの町大口町」を

中長期的な振興のあり方、目指すべき姿として掲げ経営発達支援計画の策定を行う。 

 

Ⅳ 経営発達支援計画の目標 

 

１ 目標 

平成２９年度から平成３３年度の５年の期間で、定期的な経営力向上、販売促進支援によ

り、廃業など事業者数の減少に歯止めをかけ、地域の小規模事業者数の増加に努める。愛知

県、大口町、地域金融機関などとの連携を図り、小規模事業者の個別企業経営力向上、販売

促進などへの継続支援を行う。 

また、創業を考えている人及び小規模事業者の減少の歯止めを行うために講習会を開催し、

創業する人、新たな事業に取り組む事業者の発掘を目指す。 

その他、「桜の町 大口町」のブランド化を促進し、桜に関する新商品などの開発を目指す。

これらの目標達成のためには職員全員体制で行い、併せて職員の資質向上に努め、伴走型

支援を積極的に行い、持続的発展ができるように支援を行う。 

 
２ 方針 

 

（１）個別企業の経営力向上、販売促進などへの継続支援 

定期的な個別相談において各事業所別の現状を把握し、小規模事業者毎の経営分析（財務

分析、環境分析）をすることにより、企業体質の改善を行う。その後、経営についての事業

計を作り、その計画について、専門家とともにフォローを行う。さらに需要動向調査、販路

開拓などを継続して支援を行う。 

商談会などの出展を促し、出展の仕方についての支援、出展会場でのアンケートを行うこ

とによって需要調査をし、のために結果を分析し、フォローアップすることによって販路開

拓の支援を行う。今後５年間で延べ合計１７事業者の出展者の支援を行う。 

  

（２）創業、第二創業の促進支援 

廃業など事業者数の減少に歯止めをかけるため、これから事業を始めたいと考えている創

業者及び付加価値率向上を目指した新規事業（第二創業）の支援をするために、講習会「お

おぐち経営塾」講習会を開催し、創業、第二創業を促進し、小規模事業者の活性化を図る。

今後５年間で延べ合計３８人の支援を行う。 

 

（３）「桜の町 大口町」をＰＲできる特産品開発の推進 

桜の町として誇れる、万人に愛される商品開発及び販路拡大により「桜の町 大口町」の

ブランド化を図る。今後５年間で合計１３品目の特産品開発の支援を行う。 
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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 経営支援発達事業の内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状と課題 

   これまで行政機関、金融機関などから多くの調査・統計などの情報が集まっているが、

この情報を経営指導員などで特に分析を行うことなく、一部の小規模事業者への資料の提

供に留まっていた。 

  

（事業内容） 

（２） 情報の収集 

ア 総務省の経済センサス（工業統計、商業統計等） 

３年ごとに発表される経済センサスの活用により業種別企業の増減を把握することによ

り、地域の経済動向を調査・分析する。調査結果は、ＨＰでも閲覧できるようにし、創業や

経営改善の相談時などに活用していく。 

 

イ「業種別業界情報」（㈱経営情報出版社） 

業種別の経営指標については、「業種別業界情報」                

（㈱経営情報出版社）を、多業種における販売戦略、マ

ーケットリサーチ、市場開発、新規開業、多角経営、業

種転換の指針検討など、相談業務に活用していく。 

 

ウ 中小企業景況調査 

全国商工会連合会が作成している製造・建設・小売・                

サービス業の事業別の状況、採算、設備、投資計画の有

無の動向を四半期ごとに作成している。全国の中小企業の景況状況を四半期ごとに、業種ご

との常行を把握し、相談業務に活用する。 

結果は、ＨＰで閲覧できるようにする。 

 

エ「消費者購買動向調査結果報告書」尾張部における動向 

愛知県が作成している「消費者購買動向調査結果報告書」尾張部における動向の活用を参

考に大口町の商業力の実態、消費者の購買行動の特性などを表すものとして活用する。 

 

オ 聞き取り調査 

商工会職員が業種別・事業別に巡回を行い、地域の状況、採算設備、投資計画の有無の動

向を四半期ごとに作成している。このことにより、大口町の企業景況状況を把握し、業種ご

との常行を把握し、相談業務に活用する。結果はＨＰで閲覧できるようにする。 

 

カ その他 

その他国・県・町などが調査した各種調査事業資料を分析し、小規模事業者個別の課題に

応じた情報提供を行う。 
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情報収集項目 

ア 総務省の経済センサス（工業統計、商業統計等） 

イ「業種別業界情報」（㈱経営情報出版社） 

ウ 中小企業景況調査 

エ「消費者購買動向調査結果報告書」尾張部における動向 

オ 聞き取り調査 

 

（３） 情報の提供 

ア 小規模事業者への巡回訪問 

小規模事業者への巡回訪問時に、国・県・町などの各種調査結果資料及び業種別の業界情

報を提示するとともに、聞き取り調査で分析したデータを提示し、経営分析の参考にする。

 

イ 創業予定者などへの情報提供 

創業予定者などには、「経営塾」開催の際に、国・県・町などの各種調査結果及び業種別

の業界情報などを提示し、課題の抽出や創業計画策定の参考にする。 

 

ウ 全職員の情報共有 

毎月 1回開催する「中小企業施策等勉強会」において、経営指導員などが聞き取り調査の

分析結果をデータ化することで、全職員が情報共有する。 

 

エ 広報などによる情報提供 

巡回指導で得た聞き取り調査の分析結果などの情報提供を希望する小規模事業者に対し、

個別に提供するほか、商工会ホームページやＳＮＳにより広く公開する。 

 

（４）情報の活用方法 

地域の各支援機関や小規模事業者の巡回訪問などから情報収集を図るとともに、経済の動

向、商品やサービスの需要動向など多くの調査・統計結果を整理し、職員が定期的に開催す

る「中小企業施策等勉強会」で地域の経済動向に関する情報を分析し、小規模事業者が置か

れている外部環境などを小規模事業者及び創業予定者などに対して広く情報提供し、事業計

画策定につなげる。 

※「中小企業施策等勉強会」とは、組織内での情報・ノウハウの共有のための職員の勉強

会をいう。 

 

（目標） 

   情報提供目標数 

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

情報提供に係る巡回訪 

問数 

 

５０ ５０   ６０ ７０

 

８０  ９０

創業予定者への情報提 

供件数 

 

 １０   ２０   ２０   ２０

 

  ２０   ２０

広報などによる情報提

供回数 

 

５５０ ５５０ ５６０  ５６０

 

 ５７０  ５８０
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２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（１）現状及び課題 

これまで、商工会が記帳指導や決算申告指導、金融のあっせんなどの際に、一部の小規

模事業者に対して、決算書を基にした、財務分析や資金繰りの把握などは行ってきたが、

個々の経営課題の抽出や課題解決に結びつく分析や事業計画策定には結びついていない。 

  小規模事業者は、これまでの経験や勘に頼った経営が中心であり、自社の持つ独自の商

品やサービス、技術などの経営資源の棚卸を行い、計数管理による自社分析をしている事

業者は少ないのが現状である。 

  また、創業予定者においては、自社の強みが地域の消費者ニーズに合致しているかどう

かなどの情報が不足している。 

 

（２）経営分析の支援方法 

ア セミナーの開催 

小規模事業者の決算書から自社の経営状況の把握をするために、「①簿記」及び「②経営

分析セミナー」の講習会を年１回ずつ開催する。小規模事業者に、決算書を身近に感じても

らい、数値管理による経営の重要性を理解していただくことを目的とする。 

 

イ 巡回指導及び窓口相談 

経営相談、金融相談、記帳支援などの事業者に対し、決算書を確認することにより、事業

者の経営状況などを把握し、専門知識を有する連携機関の専門家派遣事業を活用しながら、

企業の収益性、安全性などの項目を、下記のとおりに経営分析を行う。 

その上で、「業種別業界情報」（㈱経営情報出版社）を活用して経営課題の発見と課題解決

への支援を行い、財務状況とその内容、後継者、外部連携及び顧客管理の有無などを調査す

る。 

 

（ア）分析項目 

財務分析、保有する技術、機械の稼働率、販路数、後継者の有無、外部連携の有無などを

調査する。その後、事業者のＳＷＯＴ分析（強み・弱み・機会・脅威）を行う。 

 

■財務分析とは■ 

 

 財務分析とは、損益計算書と貸借対照表の主要なデータから収益性、安全性などを計算する。 
 

≪収益性≫          

売上高利益率   …… 売上高に対する当期純利益の割合  

売上高営業利益率 …… 売上高に対する営業利益の割合  

資産回転率    …… 事業に投資した総資産がどれだけ有効に活用されたか 

ROA        …… 事業に投下されている資産が当期純利益をどれだけ獲得したか 

≪安全性≫          

流動比率・当座比率 ……  企業の短期的な支払能力   

固定比率           ……  固定資産に投資した資金が自己資本でまかなわれている割合 

固定長期適合率     ……  固定資産に投資した資金が長期資金でまかなわれている割合 

自己資本比率       ……  総資本（総資産）に対する自己資本の割合  
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■ＳＷＯＴ分析とは■ 

 

ＳＷＯＴ分析とは、目標を達成するために意思決定を必要としている組織や個人のプロジ

ェクトやベンチャービジネスなどにおいて、内部環境（強み (Strengths)、弱み

(Weaknesses)）や外部環境（機会 (Opportunities)、脅威 (Threats)） の４つのカテゴリ

ーで要因分析し、事業環境変化に対応した経営資源の最適活用を図る経営戦略策定方法の一

つである。 

 

ＳＷＯＴ分析の作成例 

内
部
環
境 

 

強み (Strengths) 

 

 

弱み (Weaknesses) 

内部のプラス要素 

（どのように強みを活かすか） 

・従業員は、まじめで熱心なスタッフ

である。 

・社長は、業界経験があり、製作の他、

営業、間接業務を手掛ける。 

・社長は部下の日誌管理を行っている。

内部のマイナス要素  

（どのように弱みを克服するか） 

・顧客折衝・納期管理は担当者任せで

ある。 

・創業時の人的ネットワークがなくな

っている。 

・安値受注、納品後の値引きが常態化

している。 

・社長は受注営業に時間を割かれてい

る。 

・損益・キャッシュフローが赤字傾向

である。 

外
部
環
境 

 

 

機会 (Opportunities) 

 

脅威 (Threats) 

 
 外部のプラス要素 

（どのように機会を利用するか） 

・インターネット関連事業が急成長し

ている。 

・インターネット媒体に広告宣伝費を

かける傾向がある。 

 外部のマイナス要素 

（どのように脅威から自社を守るか）

・顧客の細やかな要求が増えてきてい

る。 

・人的ネットワークで業務委託の傾向

がある。 

・参入障壁なく初期投資もかからない

ことから新規創業者が多い。 

※日本政策金融公庫国民生活事業「ＳＷＯＴ分析を活用した経営戦略策定」参照 

 

（イ）分析結果の活用 

小規模事業者の継続な持続ができるために、経営分析の講習会を行い、自社において経

営分析の重要性を理解してもらう。その後、巡回指導及び窓口相談で、個別に経営状況の 

把握についての支援を行う。各事業者の現状を判断し、危機感のある事業者には、やる気 

につなげるために事業計画の策定を促す。 
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（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

セミナー参加人数 未実施 ２０ ２０ ２０ ２０ ２０

個別経営分析実施事業者数 ３ １８ １８ １９ １９ １９

 

 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（１）現状及び課題 

平成２７年度において、当商工会では、小規模事業者持続化補助金などの申請手続きの支

援を含め、事業計画策定支援は４事業者である。 

また、平成１５年度より年１回、創業、第２創業者などを対象に「おおぐち経営塾」を開

催している。創業にあたっての財務面及び金融面、心構えについて支援を行っている。 

しかし、事後指導は、有効活用されていない。 

この反省をもとに、小規模事業者の現状把握を行い、専門家や関係支援機関と連携し、新

規創業・販路拡大・事業承継などの発展のための取り組みを行う。 

   

（２）事業内容 

ア 経営計画の作成 

経営分析セミナーを受講した事業者や経営分析を行った事業者、創業計画書を作成した創

業者の中で、中小企業基盤整備機構が作成している、経営計画作成アプリ「経営計画つくる

くん」（※）を活用して、経営計画書の作成支援を行い、必要に応じて専門的課題解決につ

いては、連携支援機関の専門家派遣事業を活用する。 

具体的な活用方法としては、作成時にて、地域の経済動向の情報提供と含めた中で、作成

する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※ 中 

 

 

※ 中小機構ホームページより http://www.smrj.go.jp/jinzai/063743.html 

 

※ 「経営計画つくるくん」は、経営計画の作成（策定）に不慣れの方に、Ｑ＆Ａ方式で簡

単に経営計画の作成（策定）できるアプリケーションであり、補助金申請に対応した経

営計画のベースを簡単に作成できるほか、入手したデータを外部システムと連動させて

活用することができる。 
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（３）創業・第二創業（経営革新）支援 

ア おおぐち経営塾の開催 

対象者は、創業を目指す人、創業して間もない事業者、新規事業を考えている事業者（第

  二創業）、経営を学びたい経営者、後継者など商売に興味のある人に対して行う。 

地域にて創業を目指す人などの起業の意識を促すため、（独法）中小企業基盤整備機構、

  日本政策金融公庫一宮支店、愛知県保証協会と連携して大口町にて「おおぐち経営塾」を 

年２回、開催する。その後、継続して創業・第二創業の開業計画及び事業計画の作成支援を

行う。勉強会終了後、後日内容を検討し、講師とともに計画書の事後指導も併せて行う。 

 

イ 創業支援セミナーの共同開催 

対象者は、創業を目指す人、創業して間もない事業者、新規事業を考えている事業者（第

二創業）、経営を学びたい経営者、後継者など商売に興味のある人に対して行う。 

近隣市町（犬山市、江南市、岩倉市、扶桑町など）と連携して「創業支援セミナー」を

年１回開催し広い範囲での創業者の発掘を行うとともに創業に対して、セミナー開催後、 

それぞれの課題について、個別に事後指導を行う。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営計画の作成数 ２ １０ １０ １１ １１ １１

おおぐち経営塾参加人数 ８ １５ １５ １５ １５ １５

創業セミナー参加人数 ０ １ ２ ２ ２ ３

創業計画策定件数 １ ５ ５ ５ ５ ５

第二創業(経営革新)計画作

成数 

１ ２ ２ ３ ３ ３

 

 

■全体像■ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県保証協会 
近隣市町 
・個別相談 
・金融支援 
・創業セミナー など

大口町商工会 

・相談窓口 
・おおぐち経営塾 
・専門家派遣 など 

日本政策金融公庫一宮支店 
・個別相談 
・金融支援 
・創業セミナー など 

・小規模事業者 
・創業者・第二創業者 

愛知銀行大口支店 
いちい信用金庫柏森支店 

・個別相談・金融支援 
・販路拡大支援 
・各種助成金 など 

 

大口町 
・相談窓口 
・広報 
・各種助成金 など 

 

  

相談 

連携

愛知県商工会連合会 

中小企業基盤整備機構 

愛知県よろず相談窓口 

あいち産業振興機構 

・専門家派遣 など 



 
 

１４ 
 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（１）現状及び課題 

平成２７年度において、当商工会では、小規模事業者持続化補助金などの申請手続きの支

援を含めて、事業計画策定支援を４事業者実施し、事業者の求めに応じて、四半期に１回程

度の割合で、巡回訪問や窓口相談において、聞き取り調査を行っている。しかしながら、計

画どおりに進んでいないことが多くみられる。 

このため、事業計画策定後、四半期に１回、巡回訪問や窓口相談において、計画の進捗確

認を行う必要がある。 

 

（事業内容） 

（２）伴走型支援 

前述した「経営計画の作成」を行った事業者、「おおぐち経営塾」「創業支援セミナー」の

受講者に対して、中小企業診断士などの専門家派遣を通じて小規模事業者の経営計画を実現

可能性の高いものにするための支援を行う。 

   当商工会は、経営指導員（ファイナンシャルプランナー）、経営指導員（社会保険労務士）

及び記帳指導職員（中小企業診断士）にそれぞれの有資格者が職員に在籍し、専門的な相

談にも対応できる体制にある。 

   さらに専門的な課題などについては、愛知県、（公財）愛知産業振興機構、愛知県よろず

支援拠点、（独法）中小企業基盤整備機構のコーディネーター、ミラサポの専門家、愛知県

商工会連合会の嘱託専門指導員やエキスパートなどと連携し、小規模事業者の抱える経営

上の課題に対して、丁寧にサポートする。 

金融については、地域金融機関（愛知銀行大口支店、いちい信用金庫柏森支店など）、日

本政策金融公庫一宮支店、愛知県保証協会と連携して支援を行う。 

なお、事業計画の策定後、四半期に１回、巡回訪問や窓口相談において、フォローアップ

を行う。 

 

（３）創業者へのフォローアップ支援 

ア 創業後の支援 

創業後は、四半期に１回、巡回訪問や窓口相談において、先輩経営者との意見交換会、経

営指導員による個別フォローアップ、税務相談を重点的に行い、資金調達、労働関係の手 

続きについて伴走型の支援を行う。また、内容によっては、上記関係機関との連携により 

おおぐち経営塾の講師（専門家）の派遣を行い、より専門的な支援を行っていく。 

 

イ 第二創業（経営革新）の事業計画策定後の支援 

第二創業（経営革新）の事業計画策定後は、四半期に１回、巡回訪問や窓口相談において、

事業計画どおり行われているのか進捗チェックを行い、継続的な支援により、第二創業へ 

導いていく。 

さらに高度な内容の場合は、愛知県商工会連合会、（独法）中小企業基盤整備機構、愛知

県よろず相談窓口、（公財）あいち産業振興機構、日本政策金融公庫一宮支店、愛知県保証

協会などの専門家とともに、実現まで伴走型の支援を実施する。 

その他、近隣市町と連携して「創業支援セミナー」を開催することにより創業者の発掘と

創業に対して支援も行う。 

これらで得た情報については、カルテにて、データベース化し、巡回指導及び窓口相談時

に役立てるものとする。 
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（目標） 

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

実施支援フォローアップ

件数 

８ ４０ ４０ ４４ ４４ ４４

創業支援事業者数 ８ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０

第二創業（経営革新）支援

事業者数 

０ ８ ８ １２ １２ １２

 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状及び課題 

   事業計画を作成するにあたり、個別の企業に応じた需要動向調査を把握する必要がある。

これまでは、巡回指導や窓口相談の際に売れ筋商品や顧客の消費特性などをヒアリング

し、情報収集をしてきた。今後は、地域の多様化する消費者ニーズに対応できるよう消費動

向アンケートなどの収集、整理、分析を行い、小規模事業者だけでなく、創業予定者に対し

ても市場性、実現性の高い事業計画策定に繋がるような支援の仕組みを構築していく。 

 

（事業内容） 

（２）調査内容 調査項目の具体化 

ア 消費動向アンケート 

事業計画を策定した小規模事業者、創業者を対象に需要動向をアンケート調査の実施を 

行い、収集した情報を、分析し、結果を報告書として提供する。 

一般消費者（ＢｔｏＣ）に対してのアンケートは、店頭、町内で開催される「ふれあい 

まつり」、スーパーマーケットで開催される特産品展などの一般消費者が多数集まるイベン

トにて、新商品のアンケートを５０人の消費者に実施し、売れ筋商品や価格評価など顧客 

の消費動向について情報を収集する。 

例 

Ｑ１：商品の形状、内容、パッケージ 

Ｑ２：価格評価について など 

Ｑ３：商品等の購入に当たって何を重視しますか？ 

Ｑ４：商品の特徴、産地や価格などを意識しますか？ など 

   のアンケートを収集、整理、分析して小規模事業者に提供を行う。その後、商品のブラ 

ッシュアップを行い、今後の商品開発と販路拡大につながるように情報提供を行って支 

援をする。 

 

イ 展示会・商談会におけるバイヤーや金融機関などとの意見交換会 

小規模事業者が新しく開発した商品について、金融機関の商談会（例：「ビジネスフェア」・

いちい信用金庫主催の「いちいお菓子フェア」など）や地域のスーパーマーケットの催事コ

ーナーにてバイヤーや金融機関などと意見交換を行う。特に、商談会に参加しているバイヤ

ーには、以下の項目について情報収集を行う。 

（ア）一般消費者（ＢｔｏＣ）に対して、５０人の消費者にアンケートを実施する。 

例 

Ｑ１：商品の形状、内容、パッケージ 

Ｑ２：価格評価について など 
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（イ）事業者（ＢｔｏＢ）に対して、５人のバイヤーにアンケートを実施する。 

例 

Ｑ１：サービス内容について 

Ｑ２：市場動向 など 

のアンケートを収集、整理、分析して小規模事業者に提供を行う。今後の商品開発と販路

拡大につながるように情報提供を行って支援をする。 

 

ウ 日経テレコン２１の情報 

日経テレコン２１（５５０業種以上の業界情報や企業情報を収集することができる。）の

マーケティング・市場データを入手することにより、マーケティングや新商品開発などの企

画を立てるとき、各種マーケティング、市場データやランキングなどが入手できる。 

 さらに、特に、商業事業者に対しては、売れ筋商品や価格動向のチェックにＰＯＳ情報を

役立てることができる。 

国内外の大手調査会社が提供する複数の企業情報・信用情報のデータを入手することがで

き、新規取引先の調査に有効な情報として役立てる。 

 

エ 地域の特産品の新商品開発、新サービスのアンケート 

小規模事業者が新しく開発した地域の特産品に対してのアンケートは、店頭、町内で開 

催される「ふれあいまつり」などのイベント、スーパーマーケットで開催される特産品展 

などの一般消費者が多数集まるイベントにて、新商品のアンケートを５０人の消費者に実 

施する。 

例 

Ｑ１：商品の形状、内容、パッケージ 

Ｑ２：価格評価について など 

Ｑ３：商品等の購入に当たって何を重視しますか？ 

Ｑ４：商品の特徴、産地や価格などを意識しますか？ など 

   のアンケートを収集、整理、分析して小規模事業者に提供を行う。その後、商品のブラ 

ッシュアップを行い、今後の商品開発と販路拡大につながるように情報提供を行って支 

援をする。 

 

（目標） 

   各種消費者動向アンケートや展示会などの出展、日経テレコン２１の活用により、個社

が一般消費者と企業間取引での消費者ニーズに対応できるよう需要動向の調査を行い情報

の整理・分析、市場性・実現性の高い事業計画の策定支援をする。 

統計資料 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

需要動向調査対象者数 未実施 １７ １７ １９ １９ １９

 

  ６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

（１）現状及び課題 

町内小規模事業者の現状は、工業については、長い間、大企業の下請けとして、経営を行

ってきたため、下請け企業から脱却できずに、売上や売上総利益が低下するなど経営環境は

厳しい状況にある。自社の技術で新たな分野への進出が課題となっている。 

商業については、純農村地帯であったため、商店街は形成されていない。その上、郊外型

のスーパーマーケットが町内にバランスよく進出しているため、小売業・サービス業は、地
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域内に点在しており、連携が取れていない。高齢化も進んでいて、個人事業者の廃業が増え

ている。スーパ―マーケットと差別化できる商品を取り扱うことが課題となっている。 

    地域の特産品については、各事業者が試験的に取り組み、商品化し、売上を伸ばして来 

た。 

しかしながら、近年は、地域の特産品開発も進んでおらず、「桜の町 大口町」としての

ＰＲにも欠けているのが現状である。今後は、「桜の町 大口町」としてもブランド化を図

っていくことが課題となっている。 

特に、新商品、新サービスを開発した事業者を対象に、積極的に商談会、展示会やネット

ショップなどあらゆる販路開拓に参加を促し、事業計画の実現を目指す。 

 

 （２）支援の方法 

ア 商談会などへの参加支援（全事業者向け） 

主に全事業者に対して、名古屋市で開催する「メッセナゴヤ」、いちい信用金庫主催「お

菓子フェア」、県内ビジネスマッチング開催場所などに新商品・新製品・新サービスを開発

した事業者に対し、商談会の開催案内を行うとともに商談会への出展を促す。 

出展する事業者に対して、「出展の仕方について」のセミナーを開催、個別に専門家の派

遣、支援を行う。新商品についてのブラッシュアップも併せて行う。 

出展時には、アンケート、集計、分析、ブラッシュアップの支援を商工会が行う。 

さらに、商談会に参加しているバイヤーにニーズを聞き、集計をする。今後の商品開発と

販路拡大につながるように情報提供を行って支援をする。 

 

イ ネットショップ・アンテナショップなどの参加支援（主に商業事業者） 

主に商業者に対して、全国商工会連合会が運営するネットショップ「ニッポンセレクト．

ｃｏｍ」や愛知県商工会連合会が運営する県内物産品のアンテナショップ「まるッと！あ 

いち」において、商品の出品参加を促す。 

出品する商業者に対し、ネット販売の仕方や効果的な販売方法について、個別に専門家 

の支援を行う。特に、「まるッと！あいち」ついては、愛知県商工会連合会の専門家の意見

を聞きながら、受注が増えるように支援を行う。 

売上の動向を把握しながら、価格、パッケージ、容量、付加価値などの見直しを専門家と

ともに個別に支援を行う。 

 

ウ ホームページの開設支援（全事業者向け） 

主に全事業者に対して、需要の掘り起こしの手段としてホームページの活用は不可欠であ

る。全事業者にホームページの活用状況の聞き取り調査を行い、ホームページを作成して 

いる事業者と作成していない事業者の把握を行う。まず、ホームページを作成していない 

事業者を対象に「ホームページの活用セミナー」を年１回行う。 

ホームページを持っている事業者に対し、全国商工会連合会が運営するネットショップ 

「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」に加え、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」における自社ホームページによるネット販売システムの 

構築を行う支援を行う。 

ホームページに掲載後の売上動向を把握しながら、自社オリジナル出品商品について、ブ

ラッシュアップを専門家とともに行う。 
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 エ 地域の特産品の新商品、新サービスの開発支援（主に商業事業者） 

主に商業事業者に対して、これまでに開発した「五条川の桜並木」の桜花から採取した

酵母菌を使用した、清酒「おおぐち」、漬物、洋菓子（ブッセ）に加え、新たに桜に関する

特産品開発、新サービスの開発支援を行う。 

商業事業者から出来上がってきた試作品、新サービスについてフードコーディネーター

などの専門家の意見を聞きブラッシュアップを行う。 

また、町内イベントで、来場者に対して、年齢、性別、満足度などのアンケートを行い、

専門家に評価して事業者に提案し商品化の支援をする。 

 

（目標） 

小規模事業者の販路開拓と新分野への進出を図る。 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

商談会出店数 未実施 ２ ３ ３ ４ ５

商談会においての成約件数 未実施 １ １ １ ２ ３

ネットショップ・アンテナシ

ョップなどの参加 

未実施 １ ２ ３ ４ ５

ネットショップ・アンテナシ

ョップなどの年間売上３％増

の事業者数 

未実施 １ １ ２ ２ ３

ホームページの開設数 未実施 １ ２ ３ ４ ５

ホームページの開設後の年間

売上３％増の事業者数 

未実施 １ １ ２ ２ ３

桜に関する商品開発品目数 ２ ２ ２ ３ ３ ３

 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 

（１） 現状及び課題 

五条川の桜並木の桜の花びらから採取した酵母菌を使用した、清酒「おおぐち」、漬物、

ブッセは、各事業者が独自に取り組んでおり、大口町全体の地域活性化には、結びついて

いない。また大口町民を対象とした「夏のふれあいフェスティバル」「大口町ふれあいま 

つり」においても、それらの販売を行っていないのが現状であり、多くの町民への認知度

が低い。 

 

（２） 地域活性化事業 

大口町、大口町観光協会（仮称）、関係企業と連携して「大口町活性化協議会」（仮称）

を組織し、今後の地域活性化の方向性を検討する。 

また、検討した地域活性化の方向性を踏まえ、現在あるお酒、漬物、ブッセ、麦茶「五

条川」のほか特産品をＰＲするとともに、新たな特産品開発を行う。 

大口町民を対象とした「夏のふれあいフェスティバル」「大口町ふれあいまつり」や近隣

市町のイベントに出展し、特産品の販売、試食を行い、アンケート調査を実施する。この

調査を基に、アピタ大口店、ヨシヅヤ大口店、専門家を含めて会議を行い、販路開拓を行

う。 

特産品を詰め合わせて、手土産や贈答品など顧客のニーズに沿った商品を販売すること

により、大口町に来ていただく仕組みをつくる。 
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地域の特産品を愛知県内の商工会に対してのＰＲを行うことにより、各地域のイベント

に参加することで、「桜の町 大口町」を知ってもらう。 

これらの活動を、行うことにより、地域の事業者の新たな商品開発及び販路開拓につな

がり、企業の発展に寄与する。また、近隣市町の人が訪問してもらうことにより、地域に

にぎわいを創出し、地域の活性化につなげる。 

 

 （事業内容） 

ア 大口町活性化協議会の設立 

大口町、大口町観光協会（仮称）、関係企業との「大口町活性化協議会」（仮称）を組織し、

年間６回の会議を行う。会議において、「おおぐち五条川桜商品」を中心とした地域の活性

化の方向性について検討する。 

 

イ おおぐち五条川桜商品のＰＲ及び販売 

「おおぐち五条川桜商品」のＰＲ、消費拡大を目的として、「夏のふれあいフェスティバル」

「大口町ふれあいまつり」や近隣市町のイベントに出展、各企業で行われるイベントに協力

し、大口町、町内企業と連携して実施する。 

 

(目標) 

    桜の町大口町に来て、見て、感じて、買ってもらう環境づくりを行う。 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

開催回数 未実施 １回 ２回 ２回 ２回 ２回

出展者数 未実施 ２ ３ ４ ５ ５

来場者数及び購入者 未実施 ５０ ７５ １００ １２５ １５０

 

  ■大口町商工会連携・支援のイメージ図■ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大口町活性化協議会 

（仮称） 

・大口町 
・観光協会（仮称） 
・関係企業 など 

大口町商工会 

おおぐち五条川桜商品 

・お酒 

・漬物 

・ブッセ 

・麦茶 五条川 

・新製品 など 
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Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 １ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウなどの情報交換に関すること 

 

（１）現状及び課題 

   これまでは、「おおぐち経営塾」において、（独法）中小企業基盤整備機構中部支部や日

本政策金融公庫一宮支店より、中小企業施策や金融支援について協力を得ていたが、それ

以上の連携が行われてはいない。 

その他、本会を含めた中尾張支部内６商工会の職員が職種ごとに連絡会議を開催し、支援

のノウハウ・現状などについて、情報交換を行ってきたが、同業組織内での情報交換にはな

っていない。 

 

（事業内容） 

 （２）情報交換の方法 

ア 大口町近隣市町の支援機関と協力して「経営課題委員会」を新設する。 

この委員会会議を、２カ月に一回ずつ開催し、支援ノウハウ、支援の現状、支援の対応策、

企業持続に対しての支援、専門家派遣について、会議を開催することによって情報交換し、

今後の地域経済の活性化における方向性、具体策を検討する。 

 

イ 経営・労務・知的財産などの専門的な事案について 

愛知県商工会連合会、（独法）中小企業基盤整備機構中部支部、愛知県よろず相談窓口、

（公財）あいち産業振興機構と連携して支援を行う。 

 

ウ 資金繰りや経営情報など金融に関する内容について 

日本政策金融公庫一宮支店、愛知県保証協会、愛知銀行大口支店などと協働して町内企業

の経営発達支援を円滑に行なう。 

 

２ 経営指導員等の資質向上などに関すること 

 

（１）現状及び課題 

これまでは、全国商工会連合会・愛知県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小

機構が主催する「経営セミナー」や中小企業大学校の主催する研修に経営指導員などが年間

１回以上参加した。 

復命書を閲覧することで、情報の共有を行ってきた。しかし、この方法では、各々の認識

で理解していて、情報の共有には至っていなかった。 

 

（事業内容） 

（２）中小企業施策等勉強会の開催 

今後は、売上げや利益を確保すること、販売促進の手法を重視した支援能力の向上を図る

研修などを全職員が受講する。この研修内容を職員に指導し専門的な手法、情報を共有する

ことにより、商工会として一貫した指導ができるように意思統一を図る。  

また、地域資源活用や農商工連携などの支援を積極的に進めるために、農林水産省の商品

開発や適正表示などのセミナーも受講する。外部で受けた研修を基に、商工会内で「中小企

業施策等勉強会」を毎月１回開催し、補助員、記帳指導職員も参加し、組織内で全職員のノ

ウハウを共有する。  
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（３）ＯＪＴによる資質向上 

若手職員については、町内企業の巡回・窓口指導において、ベテラン経営指導員とチーム

で小規模事業者を支援することなどを通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、

ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

 

 

             →              →  

 

 

 

 

 

 

 ア 研修による知識習得 

  具体的な研修予定 

（ア）全国商工会連合会が主催する研修 

・ＷＥＢ研修        ９月から通年 

（イ）愛知県商工会連合会が主催する研修 

   ・管理職研修        ７月から１月  ２回 

・経営指導員研修      ６月から８月  ６回 

・商工会職員基本能力研修 １２月から１月  ２回 

・新人職員研修       ４月      １回 

・経営支援事例発表会    ６月      １回 

（ウ）愛知県商工会職員協議会が主催する研修 

・商工会職員研修      ６月から１２月 ２回 

（エ）張事務所管内職員研修 

・支部商工会職員研修    １月      ２回 

（オ） 中尾張支部研修      ４月から通年  ６回 

（カ） 中小企業基盤整備機構   ６月から２月    ４回 

（キ） 日本政策金融公庫が主催する研修 

・マル経協議会       ４月から１０月 ２回 

（ク）東海農政局が行う研修（食品表示及び地理的表示法など）  ２回 

 

イ 中小企業施策等勉強会の開催 

  勉強会の方法  

（ア） １カ月に１回、勤務時間終了後から各研修受講者が講師となり勉強会を行う。 

（イ）時間が足りない場合は、昼食時に各研修受講者が講師となり勉強会を行う。 

 

 【ＯＪＴによる資質向上】 

  具体的な方法 

（ア）１カ月に１回は、勉強会での内容をベテラン指導員と若手職員でチームを組んで会員 

   企業にて支援を行う。 

（イ）記帳指導職員の巡回にベテラン指導員が同行し、支援を行う。 

（ウ）チームごとで小規模事業者に伴走型支援を行う。 

【研修による知識習得】 

ノウハウ、専門的知識の

習得 

（参加者） 

事務局長、経営指導員、

補助員、記帳指導職員 

【中小企業施策等勉強

会の開催】 

組織内でノウハウの共有

（参加者） 

事務局長、経営指導員、

補助員、記帳指導職員 

【ＯＪＴによる資質向上】

勉強会に加えて、若手職員

とベテラン指導員とチー

ムで事業者支援すること

により、伴走型支援能力の

向上を図る。 
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その他、各自がＯＦＦ－ＪＴにより、勉強したことに対して、業務にかかわる内容につい

ても、その都度【中小企業施策等勉強会の開催】の時間を使用して勉強会を行う。 

 

３ 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

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

行う。 

（１）事業評価委員会 

中小企業診断士、ＩＴの専門家などの有識者により、事業推進状況評価の事業評価委員会

を組織し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

半期の進捗状況報告として上半期終了後、年間評価として、下半期終了後に各１回開催す

る。 

 

（２）意思決定・承認 

本会理事会は、事業推進状況評価の意思決定機関として、有識者会議より報告された事業

の成果・評価・見直し（案）について承認及び修正を行う。 

 

（３）評価調書の公表 

理事会で承認された事業の成果・評価・見直し案について、評価調書を作成し、大口町商

工会のホームページ（http://www.ooguchi@aichiskr.or.jp）で計画期間中公表するととも

に年１回に配布する（町内全域）大口町商工会の広報に折り込み配布し、一般からも広く意

見を求め更なる支援の充実と継続を行う。 

 
 

 

 

 

               

 事業の成果・評価・見直し案 
      

     

事業の検証・評価、 

課題の抽出 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【事業評価委員会】 

中小企業診断士、ＩＴ専門

家、愛知銀行大口支店など

専門家、特産品開発委員

会、商工会 

【事業実施体制】 

・経営課題委員会 
・地域活性化委員会 
・商工会事務局 

【意思決定・承認】

本会理事会 
【評価調書の公表】

ホームページ 
行政機関 
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【事業推進状況評価のイメージ】 

１ 計画（ＰＬＡＮ）・・・年間事業の目標を設定し、その実 

現のための方法を決定する。 

（中小企業診断士等の専門家と 1年毎の経営支援計画を策

定し、事業の進捗状況の把握及び支援対象企業の経営状況

を確認できるようにする。） 

２ 実行（ＤＯ）・・・目標実現に向けた計画の実行。 

（窓口相談や巡回指導により、支援対象企業の進捗状況確

認を行い、必要に応じて、専門家の派遣を行う。） 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ）・・・計画通りに実行されているかを 

確認する。 

（商工会と専門家により目標達成度を確認し、評価する。） 

４ 改善（ＡＣＴＩＯＮ）・・・評価の内容を基に、計画達成 

に必要な改善を行う。 

（計画の達成状況と新たな課題に対して、計画の見直し    

及び助言を行う。専門家の派遣及びセミナーなどの実施に

より対応する。） 
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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 

（１）組織体制                    （平成２９年４月現在） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 
【担当者連絡先】 

 住所  愛知県丹羽郡大口町丸二丁目８番地 

 大口町商工会 

 氏名  石川敏春 遠藤季晃 

 電話番号  ０５８７－９５－２５５７ 

 FAX 番号   ０５８７－９５－６３２８ 

 メールアドレス ooguchi@aichiskr.or.jp 

大 口 町 商 工 会 

職員（全員で実施） 

 事務局長    １名 

 経営指導員   ２名 

 補助員     １名 

 記帳指導職員  ２名 

経営課題委員会 

事業評価委員会 

地域活性化委員会 

役割 
 経営課題委員会・地域活性

化委員会のアンケート調査の

分析や参加事業者の意見の整

理 事業の評価などをもとに

事業の評価 

メンバー 
 商工会理事、青年部女性部 
特産品開発委員会 
専門家、支援機関など 
 

役割 
 経営塾の運営、アンケート

調査の分析、企業持続に対

しての支援会議の開催。 
専門家派遣。情報交換。 

役割 
 新商品・新サービスのブラシ

ュアップ、特産品開発の提案、

試作。出張販売、アンケート

調査。

メンバー 
 関係支援機関、愛知銀行大

口支店、専門家等情報交換。 

メンバー 
 特産品開発委員会、青年部・

女性部、専門家など情報交換。

評価結果 次年度以降の取組体制 

事業実施体制 事業実施体制 

事業評価体制 事業評価体制

事業評価体制
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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２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

必要な資金の額 １，５００ １，５００ １，５００ １，５００ １，５００

 

小規模企業対策事

業費 

委員会開催費 

調査等事業費 

講習会等開催費 

展示会等開催費 

専門家派遣 

予備費 

 

１，５００ 

 

４５０ 

２００ 

７０ 

２３０ 

３５０ 

２００ 

１，５００

４５０

２００

７０

２３０

３５０

２００

１，５００

４５０

２００

７０

２３０

３５０

２００

１，５００ 

 

４５０ 

２００ 

７０ 

２３０ 

３５０ 

２００ 

１，５００

４５０

２００

７０

２３０

３５０

２００

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

１ 愛知県小規模事業経営支援事業費補助金（人件費・事業費） 

２ 国・全国連等の補助金（事業費） 

３ 町補助金（商工会振興事業補助金等） 

４ 会費収入（補助金不足分の補填） 

５ 参加負担金（講習会・展示会等） 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

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

関する事項 

連携する内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

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】 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】  

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 

・大口町 町長 鈴木 雅博 

  愛知県丹羽郡大口町下小口七丁目１５５番地 

  地域の経済動向調査・経営発達支援事業を含む商工会事業についての指導 

・(有)ワイケイマネジメント 代表取締役 鬼頭義朗 

  愛知県名古屋市瑞穂区西ノ割町二丁目８番地 

  創業・第二創業（経営革新）支援・事業計画策定・実施支援・経営分析・小規模事業者販路

開拓支援 

・凸版印刷株式会社 中部事業部長 穴水 芳光 

  愛知県名古屋市西区野南町１９番地 

  小規模事業者販路開拓支援、地域資源活用事業 

・中小企業診断士・フードコーディネーター   

  愛知県名古屋市 

創業・第二創業（経営革新）支援・事業計画策定・実施支援・経営分析・試作品開発 

・ＩＴ専門家  

  愛知県名古屋市 

  ホームページの活用と情報発信・小規模事業者販路開拓支援 

・愛知銀行大口支店 支店長 西川 亮一 

  愛知県丹羽郡大口町大字小口字馬場６７ 

  地域の経済動向調査・金融支援  

・日本政策金融公庫一宮支店 支店長 牧山 匡朗 

  愛知県一宮市大志二丁目３番地の１８ 

地域の経済動向調査・金融支援・創業支援 

・愛知県保証協会 理事長 小川 悦雄 

  愛知県名古屋市中村区椿町七丁目９番地 

地域の経済動向調査・金融支援・創業支援 

・公益財団法人あいち産業振興機構 理事長 森 鋭一 

愛知県よろず支援拠点 多和田 悦詞 

  愛知県名古屋市中村区名駅４－４－３８ 

  創業・第二創業（経営革新）支援・事業計画策定・経営分析・小規模事業者販路開拓支援 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 中部本部長 花沢 文雄  

  愛知県名古屋市中区錦２－２－１３ 

創業・第二創業（経営革新）支援・事業計画策定・経営分析・小規模事業者販路開拓支援 

・いちい信用金庫柏森支店 支店長 西村 準治 

  愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字西前４３ 

  地域の経済動向調査・金融支援 



２７ 

連携体制図等 

事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載の事業実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。 

（１）事業評価委員会 

中小企業診断士、ＩＴの専門家などの有識者により、事業推進状況評価の事業評価委員会を 

組織し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

半期の進捗状況報告として上半期終了後、年間評価として、下半期終了後に各１回開催する。 

 

（２）意思決定・承認 

本会理事会は事業推進状況評価の意思決定機関として、有識者会議より報告された事業の成 

果・評価・見直し（案）について承認及び修正を行う。 

 

（３）評価調書の公表 

理事会で承認された事業の成果・評価・見直し案について、評価調書を作成し、大口町商工

会のホームページ（http://www.ooguchi@aichiskr.or.jp）で計画期間中公表するとともに年

１回に配布する（町内全域）大口町商工会の広報に折り込み配布し、一般からも広く意見を求

め更なる支援の充実と継続を行う。 

 
 

 

 

 

               事業の成果・評価・見直し案 

 

 
      

    事業の検証・評価、 

課題の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

【事業評価委員会】 

中小企業診断士、ＩＴ専門

家、愛知銀行大口支店、他

専門家、特産品開発委員

会、商工会 

【事業実施体制】 

・経営課題委員会 
・地域活性化委員会 
・商工会事務局 

 

【意思決定・承認】 

本会理事会 
【評価調書の公表】 

ホームページ 
行政機関 


