
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
平和町商工会（法人番号 ７１８０００５０１０５５７） 

実施期間 平成２９年 ４月 １日 ～ 平成３４年 ３月３１日 

目標 

① 継続的な支援体制を構築し、小規模事業者の経営の安定化・経営基盤の強

化を図る 

② 若手経営者・後継者支援に重点を置き、次世代リーダーの育成を図る 

③ 地域商業者の連携強化及び地域特産品を創出し、地域経済の活性化を図る

事業内容 

経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査に関すること 

公的機関が発表している各種基礎的データと小規模事業者のヒアリングで

収集・分析した調査結果を小規模事業者に情報提供を行い、今後の事業計画

策定の材料として有効活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 

セミナーの開催や巡回指導・窓口相談等において、対象者の掘り起こしを行

い、専門家と連携を図りながら経営分析を実施するとともに、分析結果を事

業計画策定の材料として有効活用する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

巡回訪問や事業計画策定セミナーを実施することにより、小規模事業者（特

に若手経営者・後継者）を対象に事業計画策定の掘り起こしを行い、専門家

と連携を図りながら伴走型支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定後も専門家と連携を図りながら、伴走型の指導・助言を行い、

ＰＤＣＡサイクルを活用して次期の評価指標としてフィードバックする。ま

た必要に応じ、小規模事業者経営発達支援融資を活用して、事業が円滑に実

施されるようバックアップしていく。 

５．需要動向調査に関すること 

消費者ニーズ調査や各機関が発表している需要動向データ活用による調査

を行い、需要動向や最新のトレンドを把握するとともに、これらの情報を整

理分析して、小規模事業者へ随時情報提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

イベント（へいわさくらまつり）での出店やホームページ作成ツール「ＳＨ

ＩＦＴ」の活用、また「メッセナゴヤ」への出展、ネットショップ・アンテ

ナショップでの販路開拓支援を推進する。 

７．地域経済の活性化に資する取組 

へいわさくらまつり事業、プレミアム商品券販売事業、中学生の職場体験学

習事業をブラッシュアップし、新たに地域資源を活用した特産品開発事業、

地域商業活性化事業を、稲沢市や地域団体との連携のもと実施し、地域経済

の活性化を図る。 

連絡先 
〒４９０－１３１３ 愛知県稲沢市平和町横池中之町１４１番地 

平和町商工会 電話（０５６７）４６－００３１ 
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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．稲沢市平和町の概要 
 
【立地】 
 
 稲沢市は、愛知県の北西部、濃尾平野のほぼ中央に位

置し、古くは尾張国の政治・文化の中心地として国衙が

置かれ、東海道と中山道を結ぶ美濃路の宿場町として賑

わった。肥沃な土壌と穏和な気候を生かし、植木・苗木

の産地として全国的に有名である。名古屋市へのアクセ

スが良いため、ベッドタウンとして発展し、また交通の

便も良いため、大企業の工場が数多く立地している。 
 その稲沢市の中央南部に位置する平和町は、元々は一

つの自治体であったが、平成１７年４月に旧稲沢市、旧

祖父江町と合併し、稲沢市平和町となった。 
 平和町は南北に６．２km、東西に２．４kmの細長い 
町であり、総面積は８．８３k㎡である。 
 
【交通】 
 
平和町の中央を国道１５５号線が南北に縦断している。 

北には人口約３８万人の一宮市、南には人口約６万人の 
愛西市や同じく約６万人の津島市の中間に位置し、朝は 
通勤する車、日中は商用車や個人の買い物客の車、夕方は帰宅する車と一日中交通量は多い。 
 鉄道は名鉄尾西線が平和町の西をちょうど市の境を沿うように通っているが、平和町地区内にある

駅は地区南西の端にある六輪駅だけである。名古屋市への通勤・通学には、隣の愛西市にある名鉄津

島線の勝幡駅を直接利用するケースが多いため、六輪駅の乗降客数はあまり多くないのが現状である。

 平成２６年４月、平和町の中央に位置する平和工業団地が新たに稼動し、現在７社が操業している。

平和町内に工業団地ができたのも、名神高速道路の羽島 ICは車で２５分、東名阪自動車道の弥富 IC
は１５分、東海北陸自動車道の尾西 ICは２０分、名古屋第二環状自動車道の清須西・甚目寺北 ICは
２０分といったように、東西南北どの方向に行っても高速道路の IC まで３０分以内という利便性の
良さも一因にある。 
 
【人口】 
 
稲沢市の人口は 137,918 人、うち平和町は 12,745 人（H28.9 現在）で、稲沢市の約１／１０の人

口である。稲沢市全体の人口は増加傾向に転じたものの、平和町の人口は減少傾向にある。 
 
 ＜稲沢市と平和町の人口推移＞ 

 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２８年 

稲沢市 － 136,931 136,442 137,918 

平和町  13,505  －  13,140  12,745 

※ 稲沢市ＨＰより抜粋
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 稲沢市平和町の世代別人口推移は、人口全体の減少に加え、年齢別割合で１５歳～６４歳の割合が

平成１２年の６８．４％から６１．３％にまで低下している。また６５歳以上の割合が平成１２年で

全体の１７．５％だったのが、平成２２年には２５．０％まで上昇している。愛知県全体の人口推移

と比較してもより平和町地域の少子高齢化、生産年齢人口の減少が進んでいることが分かる。 
 
＜愛知県の人口推移＞ 

 総人口 
１５歳未満 １５～６４歳 ６５歳以上 

人口(人) 割合(％) 人口(人) 割合(％) 人口(人) 割合(％)

H12 7,043,300 1,081,280 15.4 4,914,857 69.8 1,019,999 14.5 

H22 7,410,719 1,065,254 14.5 4,791,445 65.2 1,492,085 20.3 

 
＜稲沢市平和町の人口推移＞ 

 総人口 
１５歳未満 １５～６４歳 ６５歳以上 

人口(人) 割合(％) 人口(人) 割合(％) 人口(人) 割合(％)

H12 13,505 1,894 14.0 9,238 68.4 2,373 17.5 

H22 13,140 1,780 13.5 8,066 61.3 3,294 25.0 

※ 国勢調査より抜粋

 
【観光・地域資源】 
 
 平和町の中央には、稲沢市平和支所を囲むように、

日光川さくらづつみ、須ヶ谷川さくらづつみで形成さ

れる「桜ネックレス」という遊歩道がある。総距離は、

２．８㎞、桜の種類は６０種類、本数１４００本もの

桜が植えられている。桜が咲くシーズンには、市内外

からの見物客が多く訪れる。 
 また、毎年４月の第１土曜日に、稲沢市との共催に 
より「へいわさくらまつり」を開催し、地域住民参加 
型のイベントとして定着している。 
 
【産業・事業所】 
 
 平和町は、繊維産業や自動車関連産業の製造業が盛んであったが、繊維産業は近年の中国への生産

移転、それに事業主の高齢化や後継者不足が加わり、徐々に廃業が増加し、製造業の事業所数・割合

とも低下傾向にある。逆に介護や福祉施設を中心としたサービス業が事業所数・割合とも増加してお

り、平和町でもサービスの経済化が進展している。飲食業においては、国道１５５号線沿いに大手飲

食チェーンが進出している影響もあり、事業所数・割合とも増加傾向にあるものの、その影響を受け

て地元の事業者は減り、小規模事業者数の飲食業の割合は低下している。繊維産業に替わる新たな産

業は発展していないものの、平成２６年４月、この地域に工業団地が稼働し、現在７社が操業してお

り、今後の産業の活性化が期待されている。 
 
 

桜ネックレス（須ヶ谷川さくらづつみ） 
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＜平和町の業種別事業所数と割合の推移＞ 

 製造業 建設業 小売・卸売業 飲食業 サービス業 その他 計 

H13 153 29.6% 66 12.7% 123 23.8% 47 9.1% 126 24.4% 1 0.1% 516 

H18 106 23.8% 53 11.9% 109 24.4% 42 9.4% 134 30.1% 1 0.2  445 

H24  93 20.8% 54 12.0%  92 20.5% 48 10.7% 156 34.8% 4 0.8% 447 

 
＜平和町の業種別小規模事業者数と割合＞ 

 製造業 建設業 小売・卸売業 飲食業 サービス業 その他 計 

H24 79 24.2% 54 16.5% 63 19.3% 22 6.7% 104 31.9% 4 1.2% 326 

※事業所・企業統計調査（Ｈ１３・１８）、経済センサス（Ｈ２４）より抜粋

 
①平和町の事業所数の推移と開廃業について 
平和町の事業所数の推移は平成１３年の５２１事業所から平成１６年の４７２事業所、現在につい

ては３２６事業所となっており減少傾向にある。事業所の開廃業率を見てみると、平成１３年～平成

１６年に２２事業所が新設し、７１事業所が廃業している。開業率は全体の４．６％に対し、廃業率

は１３．６％と圧倒的に高く、平和町内の事業所の減少が顕著にあらわれている。 
 
＜平和町の事業所数の推移と開廃業について＞ 

 H16 H13 増加数 増減率
存続 
事業所

新設 
事業所

開業率 
廃業 
事業所 

廃業率

事業所数 472 521 -49 -9.4 450 22 4.6% 71 13.6%

※事業所・企業統計調査より抜粋

 
②平和町の事業承継について 
 平和町の事業承継については、商工会独自に行った小規模事業者アンケート調査で、「事業後継者が

いない」と答えた事業所は５割を超え、そのうちの約８割が「事業承継しない」と答えている。今後

も後継者不足による事業所の減少は避けて通れない問題となっている。 
 
＜稲沢市平和町の後継者の有無＞ 
事業後継者あり 31.4%  

 
すでに候補者が決まっている  16.9% 

後継者候補がいる  14.5% 

事業後継者なし 54.0%  

 

後継者はいないが事業は継続したい  11.3% 

Ｍ＆Ａによる売却を検討  1.6% 

事業承継しない  41.1% 

未定 14.5%  
※商工会が独自で行った小規模事業者アンケート調査（サンプル数１３０事業所）より抜粋
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③現在の小規模事業者の経営状況について 
 平和町内の小規模事業者の現在の経営状況については、小規模事業者アンケート調査から、「好転し

ている」と答えた事業所は全体の１５％程度。「以前と変わらない」「悪化している」と答えた事業者

は合わせて８５％にも及んでおり、世間一般的にはアベノミクス効果により景気が回復しているよう

に思われがちであるが、小規模事業者にとっては依然として厳しい状況が続いている。業種別では、

小売業・飲食業において「悪化している」と答えた事業所の割合が多く、地域商業の停滞が顕著に表

れている。 
 
＜平和町内の小規模事業者の現在の経営状況＞ 

 全体 建設業 製造業 小売業 卸売業 飲食業 サービス業 

好転が続いている 3.3%  5.6%  9.5%   0% 11.1%   0%   0% 

最近好転してきた 12.3% 22.2%  9.5%   0% 11.1% 26.3% 11.1% 

以前と変わりない 43.4% 33.4% 57.1% 45.5% 22.2% 15.8% 55.6% 

最近悪化してきた 9.8% 11.1%  4.8% 13.6% 11.1% 10.5% 16.7% 

悪化が続いている 31.1%  7.8% 19.0% 40.9% 44.4% 47.4%   0% 

※商工会が独自で行った小規模事業者アンケート調査（サンプル数１３０事業所）より抜粋

 
④小規模事業者の経営上の課題 
 平和町内の小規模事業者が現在抱えている経営上の課題については、小規模事業者アンケート調査

によると、「売上の伸び悩み」が全体の１９％、「利益率の減少」が１５％となっており、経営力の強

化を課題にあげる小規模事業者が多かった。また「人材の確保」が１２％、「後継者不足・事業承継難」

が３％と事業の存続に関わる課題もあがってきている。「先行きの不安」も１５％と高く、景気の先行

きが読めない厳しい環境にあることが分かる。 
 
＜現在抱えている経営上の課題＞ 
売上の伸び悩み １９% 

利益率の減少 １５% 

先行きの不安 １５% 

人材の確保 １２% 

設備の老朽化 １０% 

原材料価格の上昇・コストの増加 ５% 

資金繰り・事業資金借入難  ３% 

後継者不足・事業承継難  ３% 

同業者や大型店・大企業との競争の激化  ３% 

需要の低迷  ３% 

取引条件の悪化  ３% 

その他  ９% 
※商工会が独自で行った小規模事業者アンケート調査（サンプル数１３０事業所）より抜粋 
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⑤平和町商工会の現状について 
平和町商工会の会員数については、減少傾向にあるが、組織率は平成８年からほぼ横ばいである。

事業主の高齢化や後継者不足等の廃業による法定脱退がほとんどである。 
 
 ＜平和町商工会の会員数・組織率の推移＞ 

 平成８年 平成１３年 平成２３年 平成２８年１０月 

会員数 432 354 310 305 

組織率 75.2％ 72.2％ 75.4％ 74.9％ 

 
 
２．平和町地域の課題 
 
 これら平和町の概要を踏まえ、平和町地域の小規模事業者の基本的課題は、下記の通りである。 
 
【商業の現況と課題】 
かつて平和町の地元商業者８０社ほどで平和町発展会を形成し、スタンプ事業を始めとするイベン

ト事業を行っていた。しかし、町内に大型ショッピングセンターができたことを契機に廃業が増え続

け、平成１０年頃に発展会は解散。それ以降も事業主の高齢化や後継者不足、さらに大手ホームセン

ターや、国道１５５号線沿いの大手チェーンストア、また平成２７年９月、平和町中心部に大手スー

パーが進出し、地元商業者にとっては厳しい状況が続いている。しかし、工業団地の稼動や大手スー

パーの進出は、地域外からの人の流れを生み出しており、飲食店等の一部の業種にとってはいい機会

に恵まれながらも、今のところその恩恵をうまく受け切れていない。 
これらの問題を踏まえて、今後は地元商業者の経営基盤の強化を図るため、大手スーパーやチェー

ンストアとの共存共栄を図りながら、これらとは差別化した事業（魅力のある個店の育成、地域特産

品の開発、新たな事業者同士の連携）への取り組みが必要となってくる。 
 
【工業の現況と課題】 
「尾州産地」は日本で最大の毛織物の産地であり、平和町地域内でも２０年前には８０社ほどの繊

維関連企業が存在していた。しかし、中国への生産移転等による国内産業の空洞化及び事業主の高齢

化や後継者不足等により廃業が相次ぎ、繊維産業は徐々に衰退し、現在は１０社ほどにまで減少して

いる。それに代わる目立った産業は特にないものの、自動車部品関連業者が多く存在している。しか

し、これらの企業のほとんどが下請企業であるため、受注単価の値下げ要請は常につきまとい、厳し

い経営環境が続いている。 
小規模事業者アンケート調査でも、先行きの不安を課題にあげる企業が多く、このままの状況では、

繊維産業の二の舞になりかねない。また工業においては、商業と比較して後継者が多く存在している

が、労働者と同じ実働部隊の一員となってしまっているため、自社分析をするゆとりもなく、現在の

経営状況についてを把握しきれていない。 
このような現状を踏まえ、今後は主に若手経営者・後継者を対象として、先行き不安を取り除き、

将来の廃業を食い止めるためにも、企業の強みを価格に反映できるように経営力強化を図っていく必

要がある。 
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３．商工会の支援上の課題と今後の役割 
 
これまでの当商工会の小規模事業者支援について、個別指導においては、記帳や税務指導といった

従来の経営改善普及事業を中心に行い、小規模事業者の経営における課題解決について取り組んでき

た。また集団指導においても、経営力向上のためのセミナーを定期的に行い、小規模事業者に情報提

供を行ってきた。その結果、小規模事業者アンケートの「商工会の経営支援においての満足度調査」

で、９４％の小規模事業者から「満足している」と回答をいただいた。 
しかし、前述の小規模事業者アンケートでは、現在の経営状況について、約９０％が「以前と変わ

らない」「悪化している」と答えており、依然として厳しい経営環境に置かれている上に、小規模事業

者の課題として、「売上の伸び悩み」や「利益率の減少」といった「経営力の向上」を課題とした回答

が全体の３４％にも及んでいる。また、「今までに商工会に経営相談されたことがありますか」の問い

に、「ほとんど相談したことがない」「一度も相談したことがない」と回答した事業者は５７％にも及

んでいる。 
これらのアンケート結果を検証すると、小規模事業者にとって、従来の記帳や税務といった経営改

善普及事業の経営支援は「支援」として捉えられておらず、また「経営力向上」という課題について

は、税理士等の商工会以外の支援機関に相談しているか、商工会が「経営力向上」のための支援機関

として受けとめられていないかと推察される。 
これらをまとめると、小規模事業者は今までの商工会の従来からの経営支援においては満足しなが

らも、「経営力向上」については、課題として持っているにもかかわらず、「商工会」＝「経営力向上

を支援する機関」として認識されていないということになる。 
 
以上から、「商工会」＝「経営力向上を支援する機関」として事業を実施していく上で、現在の当商

工会が抱える支援上の問題点として、次のものが挙げられる。 
 
①経営力向上を目的とした経営支援は、持続化補助金の申請時のみの支援にとどまっており、これ

まで積極的な支援はなかった。 
②経済動向や需要動向といった経営に関する情報を職員間で共有しておらず、小規模事業者に最新

かつ正確な情報提供がされていない。 
③各種セミナー受講者や持続化補助金対象事業者に対してのフォローアップが不十分であり、伴走

型支援体制が確立されていない。 
④本来商工会が得意としている事業者間の連携や事業者マッチングの支援が十分にされていない。

⑤商工会が実施した事業がフィードバックされておらず、事業のマンネリ化が進行している。 
 
これらの問題点を踏まえた上で、商工会は地域の主導的な小規模事業者支援機関として支援体制を

整え、従来の経営改善普及事業に加えて、小規模事業者の経営力向上を目的に、地域団体や支援機関

と連携を図りながら積極的に伴走型支援を行っていくことが求められている。 
 
 
４．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
 
 稲沢市は総合計画における商工業の振興について、企業への支援体制を強化し、小売業のネットワ

ークやコミュニティビジネスなどの取り組みを支援し、活力あるまちづくりを目指すとしている。そ

んな中、商工会として地域を担う小規模事業の存続を図るため、小規模事業者でも特に若手経営者・

後継者を中心に経営力向上のための提案型支援を行い、小規模事業者の持続的な発展を図るのはもち

ろんのこと、個店の集合体である商工会のメリットを活かし、事業者同士の連携をすすめ、地域のネ

ットワークの構築を図っていく必要がある。 
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５．小規模事業者振興の目標 
 
 これまでの中長期的な小規模事業者振興のあり方、地域の現状と課題を踏まえ、下記の通り目標を

掲げ、当商工会がこの地域において主導的な役割を担い、各支援機関や地域団体と連携を図りながら、

実施方針として掲げた下記項目に取り組みます。 
 
【目標】 

 

①継続的な支援体制を構築し、小規模事業者の経営の安定化・経営基盤の強化を図る 

②若手経営者・後継者支援に重点を置き、次世代リーダーの育成を図る 

③地域商業者の連携強化及び地域特産品を創出し、地域経済の活性化を図る 

 
 
 

【実施方針】 

 

上記目標を達成するため、次の実施方針を掲げる。 

 

①公的機関が発表している各種経済動向調査等のデータ及び小規模事業者から直接耳にした景況を管

理・分析し、巡回時等に提供することで、小規模事業者が広域と地域の両面から経営判断ができる

よう支援する。 

②セミナーの開催や巡回指導・窓口相談時等において、経営分析対象事業者の掘り起こしを行い、専

門家や支援機関等と連携を図りながら、経営分析の実施さらには事業計画策定・実施、若手経営者・

後継者の育成及び創業に向けて伴走型の支援を行う。 

③事業計画策定・実施事業者及び新商品・サービスの開発を行う小規模事業者を対象に、プロダクト

アウトからマーケットインへの意識改革を図るとともに、消費者ニーズ及び公的機関発表の需要動

向データの調査・収集・分析を行い、専門家や支援機関等と連携を図りながら、IT、展示会・商談

会及びアンテナショップ等を活用した需要開拓・販路拡大につながる支援を行う。 

④小規模事業者はもちろんのこと、市や地域団体等と連携し、商工会既存事業をブラッシュアップす

るとともに、新規イベントの創出・地域資源を活用した特産品開発等の継続的な地域経済活性化に

取り組む。 

⑤当商工会が地域における中心的な支援機関としての役割を果たせるよう、市、金融機関及び他の支

援機関等と連携して支援能力を高めるとともに、職員が研修会の受講や専門家派遣事業への同行等

を活用して積極的に資質向上を図り、情報を共有することで、全職員体制による伴走型支援に取り

組む。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

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

 

（２）経営発達支援事業の内容 
 
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 
＜現状及び課題＞ 
これまでの経済動向調査については、全国連からの委託事業である景況調査を行っているが、その

調査結果についてはあまり有効活用されていない。また経済動向に関する各種統計データ及び巡回時

に小規模事業者から直接耳にした景況については、巡回時の小規模事業者との会話で聞かれた際に情

報提供するのみで、今まで積極的に情報提供はしてこなかった。なおそれらの情報については、職員

が個々に耳にした一部の情報を鵜呑みにして、正確なものかどうかも分からないまま提供してきた。

今後は管理・分析した情報を職員間で共有し、正確な情報を提供することが必要となる。 
 
＜課題解決に向けての取り組み＞ 
今後は、小規模事業者白書や公的機関が発表している景気動向・各種統計調査などの各種基礎的デ

ータ、また小規模事業者から直接耳にした景況を管理・分析して、巡回の際やホームページ等で小規

模事業者に提供する。これらを合わせて情報提供することで小規模事業者は広域と地域の両面から経

営判断することができる。これらの情報は今後の事業計画策定の資料として有効活用していく。 
 
（事業内容） 
①公的機関が発表する基礎的データの情報提供（既存事業改善） 
現状：それぞれの職員が新聞やテレビ等で知り得た経済動向データを、小規模事業者から聞かれ

た際に情報提供しているにすぎなかった。 
今後：小規模事業白書、国や県が公表している統計調査、日本政策金融公庫が発表している

業種別景気動向調査等の各種基礎的データを巡回の際にタブレットを活用しながら情報提供

を行う。緊急に情報提供しなければならない時は、メールや FAX等を使い、ピンポイントで
情報提供を行う。また商工会のホームページに主要な基礎的データをリンクし、小規模事業

者が必要時にいつでも見られるようにする。 
効果：膨大な企業データを集積した国や県の各種統計調査等を情報提供することにより、業界の景

況が容易に把握でき、自社の現況と比較しやすくなり、今後の経営における判断材料となる。

 
②巡回時の景況のヒアリング調査（新規事業） 
現状：巡回時に耳にした小規模事業者の景況は、経営カルテに入力するものの、必要時以外に見る

ことは少なく、職員がそれぞれ耳にした情報を提供するにとどまり、聞き取った景況を収集・

分析することがほとんどなかった。 
今後：地域の景気動向を正確に把握するために、業種や地区が偏らないように情報収集を行う。

それらの情報は「ヒアリングシート」に入力し、職員がいつでも容易に見れるよう一定のフ

ァイルに管理する。またそれらの情報を業種別に分析し、職員が共有の情報として巡回時に

情報提供する。 
効果：ごく一部の小規模事業者の情報だけを鵜呑みにして情報提供するのではなく、数多くの情報

に基づいて分析し、職員間で情報を共有することにより、小規模事業者により正確な情報提

供ができる。 
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③中小企業景況調査の有効活用（既存事業改善） 
現状：現在、全国連からの委託事業で、中小企業景況調査を１５事業所に協力を依頼し、アンケ

ート形式により４半期ごとに調査を実施しているが、調査結果はその１５事業所に情報提供

するのみにとどまっている。 
今後：その調査結果を４半期ごとに地域内小規模事業者が容易に見られるよう、ホームページで

閲覧できるようにする。また巡回時にもこれらを活用し、情報提供を行う。 
効果：小規模事業者にとって、全国約８０００社を対象とした景況が容易に把握できるうえに、

実際に調査にあたったこの地域の１５事業所の収集した最新の情報を伝えることができ、今

後の経営判断の材料になる。 
 
④金融機関との情報共有（既存事業改善） 
現状：日本政策金融公庫と地域内にある信用金庫１行とのみ情報共有を行っている。またその他

の地域金融機関も所用の際にお互いに足を運び、情報交換を行っているが、不定期であるた

め、必要時の情報の正確性・最新性の確保ができていない。 
今後：連携している地域金融機関に定期的に足を運び、その際にお互いに情報交換することによ

り、小規模事業者に対し、正確かつ最新な情報提供を行う。 
効果：情報収集に敏感な金融機関から情報を得ることで、商工会だけでは知り得なかったより最

新な情報を入手することができ、小規模事業者に対し円滑な支援ができる。 
 
（目標） 

経済動向調査項目 目標及び実施内容 

①経済動向の情報提供 

・小規模事業白書、国・県が公表している景気動向・各種統計 
 調査、日本政策金融公庫の業種別景気動向調査等を情報提供 
・巡回時に年間で５０件に情報提供 
・巡回時にタブレットを活用し、瞬時に情報提供 
・ホームページには常時リンクして掲載 

②景況のヒアリング調査 

・半期ごとに２０件、年間で４０件程度 
・建設業、製造業、小売・卸売業、飲食業、不動産業、理容業 
 その他サービス業で、それぞれ２～３件程度聞き取り 
・「ヒアリングシート」に入力 
 ＜ヒアリング項目＞ 
  売上・利益・景況・業界動向・客数・主力商品・売れ筋商品 
  サービス内容・販売先・客層・経営理念・ＩＴ活用・従業員 
  後継者の有無・現在抱えている経営課題等 
・職員の巡回時に共有の情報として小規模事業者に提供 

③中小企業景況調査 

・四半期ごとに実施 
・調査対象は地域内小規模事業所１５件 
（建設業２件、製造業３件、小売業４件、サービス業６件） 
・調査項目は、売上高・仕入単価・採算性・在庫水準・資金繰り 
雇用問題・景況感・設備投資の状況・経営上の課題等 
・調査結果はホームページに掲載 
・巡回の際にも調査結果を活用 

④金融機関との情報共有 
・３ヵ月に１回程度定期的に情報交換 
・入手した情報は巡回時に活用 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 
＜現状及び課題＞ 
当地域では、事業主の高齢化により、経営意欲のある小規模事業者が少ない上に、若手経営者にお

いても労働者と同じ実働部隊の一員となっているために、自社の現況を分析する時間的ゆとりを持っ

ていない。また商工会としても、小規模事業者持続化補助金申請の際や決算・確定申告期に簡易な経

営分析を行う程度で、これまで積極的な支援や掘り起こしは行ってこなかった。 
 
＜課題解決に向けての取り組み＞ 
経営分析は「会社の健康診断」のようなものである。人の体と同じように、会社の経営もどこに問

題があるのか、どこを改善しなければいけないのかを把握する必要がある。経営分析セミナーの開催

や、巡回指導・窓口相談で接触する事業者や決算・確定申告相談事業者に声を掛け、実施事業所の掘

り起こしを行い、以下の内容により経営分析を行っていく。またその際に愛知県商工会連合会やあい

ち産業振興機構等と連携し、専門家派遣を利用して伴走型支援を行っていく。なお、経営分析で得た

結果はデータとして管理し、事業計画策定の材料として有効活用する。 
 
（事業内容） 
①巡回指導・窓口相談等による掘り起こしと経営分析の実施（既存事業改善） 
現状：小規模事業者持続化補助金申請事業者のみの簡易なものにとどまっており、これまで経営分

析における支援は十分ではなかった。 
今後：巡回指導・窓口相談時、決算・確定申告期の面談時に、経営基盤が確立されていない小規模

事業者を中心に声を掛け、実施事業者の掘り起こしを行い、以下の内容により実施する。また

その際に、愛知県商工会連合会やあいち産業振興機構等と連携し、専門家派遣を利用して伴走

型の支援を行いながら実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜調査対象企業＞ 

 ・巡回指導・窓口相談の際にピックアップした経営基盤が確立されていない事業者 

 ・決算・確定申告相談事業者 

 ・小規模事業者持続化補助金申請事業者 

＜調査項目＞ 

 事業者の実態を効率的に、また正確に把握するため、中小企業基盤整備機構のサポートキ

ット「事業者概要シート」及び「事業環境棚卸しシート」を作成する。 

 ・事業者概要シート 

   事業所概要…「屋号」「事業主名」「業種」「主な商品・サービス」「沿革」 

         「後継者の有無」「経営理念」等 

 ・事業環境棚卸しシート 

   取扱商品・サービス…「主な売上構成（売上上位品目の内訳・利益率・仕入先）」 

             「特徴（品種・品質・ラインアップ・価格帯・立地・販促・ 

              接客・営業手法等）」 

   顧客…「主な顧客構成（顧客の内訳・利益率・主な販売ルート）」 

   競合・業界…「主な競合先（商品・サービスの特徴・主な顧客・特徴）」 

         「業界全般・トピック（業界の特色・最近の動向）」 
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効果：小規模事業者が感覚だけではなく数字で現況を把握し、自社の強みと弱みを再確認するこ

とで、次の事業計画策定に向けてのステップとなり、小規模事業者の経営意識の高揚を図る

ことができる。 
 
②経営分析セミナーの実施（新規事業） 
現状：これまでのセミナーは経営分析の手法のみの研修で終わってしまっており、また受講後に商

工会からのフォローアップもなかったため、その後、実際に経営分析を行う事業者はほとんど

なかった。 
今後：経営分析に関するセミナーを毎年１回開催し、セミナーを受講さえすれば、前述①のような

経営分析の結果が得られるような内容のものにする。また受講後に専門家派遣を利用して、経

営分析結果についてアドバイスをいただきながら、次の事業計画策定に向けてのフォローアッ

プを行う。 
効果：セミナーを受講すれば、自動的に経営分析を行ったことになり、専門家である講師の指導を

受けながら経営分析結果が得られるため、改めて自ら時間を作って、取り掛かる必要がなく、

今後の事業計画策定へのステップとなり得る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜経営分析の実施＞ 

 ・決算書分析 

   直近３期分の決算書数値を中小企業基盤整備機構のサポートキット「決算書入力シー

ト」に入力し、収益性・効率性・生産性・安全性が分かる財務分析シートを作成する。

また入力すれば自動的に、日本政策金融公庫の「中小企業の経営指標」の数値も表示さ

れ、業界平均との差異が把握できる。 

 ・ABC分析 

   「事業環境棚卸シート」の商品・サービスの売上割合から ABC分析を行い、グラフ

を作成する。 

 ・SWOT分析 

   「事業者概要シート」及び「事業環境棚卸シート」から調査対象事業者の「強み」「弱

み」「機会」「脅威」を洗い出し、SWOT分析を行い、表を作成する。 

＜分析結果の情報提供及び活用方法＞ 

 これらの分析結果を巡回訪問の際に情報提供し、ただ単に紙面やデータで配布するだけで

はなく、経営分析で得られた結果を見ながら口頭で説明する。また必要に応じ、専門家派遣

を利用して、分析結果から得られる専門家からのアドバイスをいただきながら、調査対象企

業の現状認識の把握及び今後の事業計画策定の基礎資料に役立てる。 
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（目標） 
経営分析実施件数は、セミナー参加事業者５件、巡回指導における掘り起こしは、２９・３０年

度は６件（指導員２人×３件）、３１．３２．３３年度は、８件（指導員２人×４件）を目標とする。

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

経営分析セミナー 
参加事業者数 

０ ５ ５ ５ ５ ５ 

経営分析実施件数 ３ １１ １１ １３ １３ １３ 

 
 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 
＜現状及び課題＞ 
事業計画の策定・実施支援については、３年前に若手経営者・後継者対象のセミナーを開催し、掘

り起こしを試みたが、その後のフォローアップもなく事業計画の策定までには至らなかった。これま

での経営支援は、前述の通り、税務指導や記帳指導を中心とした従来の経営改善普及事業の経営支援

が中心であったため、小規模事業者持続化補助金の申請時に事業計画を策定支援するのみにとどまっ

ている。 
 小規模事業者にとって事業計画を策定することは容易なことではないが、特にこれから長期に渡っ

て経営に携る若手経営者・後継者や新規創業者などは、カンに頼った経営ではなく、事業計画と言う

「軸」を手に入れ、その「軸」を基準にして経営することが求められるため、今後の経営の方向性を

定め、経営を安定成長させていくための支援が必要である。 
 
＜課題解決に向けての取り組み＞ 
上記の通り、事業計画を策定することの意義を小規模事業者にアピールするため、主に経営分析を

実施した事業者、若手経営者・後継者、創業予定者、小規模事業者持続化補助金申請予定者を対象と

して事業計画策定セミナーの開催や、職員の巡回・窓口指導を行い、事業計画策定に向けての掘り起

こしを行う。またその際に愛知県商工会連合会やあいち産業労働機構等と連携し、中小企業診断士等

の専門家派遣を利用して、伴走型の指導・助言を行いながら、事業計画策定支援の推進を図っていく。

 
（事業内容） 
①巡回指導における掘り起こしと事業計画策定支援（既存事業改善） 
現状：小規模事業者持続化補助金を申請する事業者のみの支援にとどまっている。 
今後：小規模事業者持続化補助金を PRして、申請する事業者はもちろんのこと、それ以外の小規

模事業者においても巡回指導の際に、経営分析を実施した事業者を中心に事業計画策定の掘

り起こしを行う。事業計画策定の必要性を理解してもらった上で、策定につなげる。 
効果：事業計画策定の必要性を理解した上で、実際に策定することにより、今後の経営に対する

意識の高揚を図ることができる。 
 
②事業計画策定セミナーの開催（新規事業） 
現状：過去に若手経営者・後継者を対象に数日開催のセミナーの１テーマとして開催したが、開

催したあとのフォローアップがなかったため、事業計画策定には結びつかなかった。 
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今後：事業計画策定セミナーを年１回開催し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こし

を行う。セミナー受講後も円滑に事業計画が策定できるようフォローアップするため、愛知

県商工会連合会やあいち産業労働機構等と連携し、中小企業診断士等の専門家派遣を利用し

て、伴走型の指導・助言を行いながら、事業計画の策定支援の推進を図っていく。 
効果：セミナーを開催することにより、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしができ、

またセミナー受講後もフォローアップすることで、事業計画を策定する支援事業所数の増加

が期待できる。 
 
③若手経営者・後継者における事業計画策定支援の強化（既存事業改善） 
  現状：青年部を中心として、過去に若手経営者・後継者育成塾を開催したり、愛知県商工会連合

会が実施するセミナーにも現在参加しているが、その後のフォローアップができずに事業計画

策定にはつながっていない。 
  今後：青年部員を中心に若手経営者・後継者を対象としたセミナー（全４回程度）の開催、また

愛知県商工会連合会が実施するセミナーにも積極的に参加を促し、受講者の事業計画策定支援

の掘り起こしを行う。また受講後の事業計画策定実施に向けて、愛知県商工会連合会やあいち

産業振興機構等と連携し、専門家派遣を利用して事業計画策定支援のフォローアップを図る。

  効果：受講後のフォローアップを強化することで、事業計画策定が円滑に取り組みやすくなり、

事業計画を策定する事業者の増加が期待できる。 
 
④創業予定者における事業計画策定支援の強化（既存事業改善） 
  現状：稲沢市と連携して毎年創業支援セミナーを開催しているが、地域内の受講者はほとんどお

らず、また受講者がいても、その後のフォローアップは十分なものではなかった。さらにこ

れから創業される人に対し、商工会が「創業支援機関」としてあまり認知されていない。 
  今後：まずは創業支援セミナーを行う際に受講者増加を図るため、今まで市の広報誌掲載と商工

会員へのチラシの配布だけであったのを、新聞折込や地域内関係機関にチラシを置いてもら

うなどして創業支援セミナーの受講の掘り起こしを行い、創業計画策定支援を強化する。ま

た日本政策金融公庫と連携して創業融資相談者に対し、支援機関である商工会を PR しても
らい、商工会の創業支援機関としての位置づけを図る。 

  効果：創業支援セミナー開催の PR 強化や日本政策金融公庫と連携を強化することにより、創業
者の掘り起こしにつながる。その後創業計画の策定や創業融資等創業に向けての支援を行う

ことにより、開業率の上昇及び小規模事業者数の維持にもつながる。 
 
（目標） 
 事業計画策定事業者数は、２８・２９年度は６件（指導員２人×３件）、３０．３１．３２年 
度は、８件（指導員２人×４件）を目標とする。 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

セミナー全体の 
参加事業者数 

未実施 １０ １０ １０ １０ １０ 

事業計画策定 
事業者数 

３ ６ ６ ８ ８ ８ 

創業予定者支援数 ０ ３ ３ ３ ３ ３ 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 
＜現状及び課題＞ 
これまで小規模事業者持続化補助金等の申請時に主に事業計画策定の支援を行ってきたが、小規模

事業者、職員ともに補助金申請や事業計画策定を行うことが目的となってしまい、その後のフォロー

アップは十分なものではなかった。計画を作ることが目的ではなく、あくまでも事業計画に沿って目

標達成に向けて事業を進めていくことが目的であることをお互いに認識し、事業計画策定後のフォロ

ーアップを実施する。 
 
＜課題解決に向けての取り組み＞ 
今後は事業計画策定後も目標に向かって計画通りに事業が行われているかを把握するため、策定後

のフォローアップを強化していく。また計画に合わせて事業を実施する際に融資が必要になれば、小

規模事業者経営発達支援融資等の制度を活用し、事業が円滑に行われるようバックアップしていく。

 
（事業内容） 
①事業計画策定支援後のフォローアップ（新規事業） 
現状：事業計画策定事業者からの相談があったときのみ対処している。 
今後：事業計画策定支援後のフォローアップとして、３カ月に１回巡回訪問し、策定後の小規模

事業者の新たに発生する経営課題に対する支援を行うとともに、ヒアリングを行いながら事

業が計画的に遂行されているかを確認する。また計画と現実が大幅に乖離している場合は、

愛知県商工会連合会やあいち産業振興機構等と連携し、専門家派遣を利用して伴走型の指

導・助言を行いながら、乖離原因の把握、解決策などをアドバイスする。これら一連の実施

についてＰＤＣＡサイクル（Plan 計画→Do 実行→Check 評価→Act 改善）を活用し、次の
評価指標としてフィードバックする 

効果：事業計画策定支援後も伴走型支援でフォローアップしていくことにより、計画に沿った事

業を行うことができ、経営力の強化につなげることができる。 
 
   ＜事業計画におけるＰＤＣＡサイクル＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②小規模事業者経営発達支援融資制度の活用（新規事業） 
現状：日本政策金融公庫の融資制度については、マル経融資、普通融資のみ行っている。 
今後：今までのマル経融資、普通融資に加えて、事業計画実施時に資金調達が必要な際は、日本

政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用する。 
効果：小規模事業者が事業計画実施時に「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用すること

で、融資に幅が広がるとともに、他の制度よりも有利に資金調達が可能となり、経営基盤の

強化が図れ、事業計画の目標達成へのステップとなる。 

<Plan> 

目標を明確にした事業計画書の作成 

<Do> 

事業計画に基づき、事業の遂行、伴走型支援の実施

（必要に応じ融資制度を利用した融資の検討） 

<Check> 

事業遂行後の目標達成度を検証 

<Act> 

評価を基に事業計画の見直し 
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（目標） 
フォローアップ件数は、事業計画策定件数×４回（四半期に１回）を目標数値とする。 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

巡回時フォロー

アップ件数 
(３ヵ月に１度) 

未実施 ２４ ２４ ３２ ３２ ３２ 

 
 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 
＜現状及び課題＞ 
これまでの需要動向調査については、消費者アンケート調査を実施し、その結果を小規模事業者全

体に情報提供するのみであった。個別の需要動向調査については、相談時に職員のそれぞれの情報収

集と経験則での一般的な情報提供で済ませており、本格的な個別の需要動向調査は行っておらず、こ

れまで有効な経営判断はされてこなかった。 
 
＜課題解決に向けての取り組み＞ 
今後は、事業計画策定支援の小規模事業者、事業計画策定後の実施支援事業者、新商品・サービス

開発について希望のあった事業者、職員がピックアップした事業者を対象に、事業者のプロダクトア

ウトからマーケットインへの意識改革を図り、需要動向調査の重要性の認識を促すため、巡回指導・

窓口相談時に対象事業者の掘り起こしを行い、消費者ニーズ調査・分析の実施に加え、各機関が発表

している需要動向データの収集・分析を行い、情報提供を行う。 
 
（事業内容） 
①消費者ニーズ調査（新規事業） 
 現状：個社を対象とした商品・サービスの本格的な需要動向調査はこれまで行っていない。 
 今後：消費者の生の声を聞き、新たな商品開発や商品の見直しにより需要開拓・販路拡大を行いた

い事業者を対象に、次の内容により、調査を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜対象事業者＞ 

  消費者の生の声を聞き、商品開発や商品の見直しにより需要開拓・販路拡大に活かし

たい飲食業及び製造業者 

＜調査方法＞ 

  以下の機会での試食・試飲・サンプル調査 

 ・商工会の理事会や青年部・女性部等の各種会議においての調査 

          （アンケート数：理事会１５件・青年部１０件・女性部１０件）

 ・各店舗での購入者に対しての調査（アンケート数：１０～３０件） 

 ・へいわさくらまつりでの来場客に対しての調査（アンケート数：３０～５０件） 

 ・商工会で任意に会員に声を掛け、調査協力を依頼しての調査 

                       （アンケート数：１０～２０件） 

  ※ 上記調査方法については、新商品・既存商品の調査や、商品のジャンル・ 

   ターゲットとなる年齢・性別等、実際に調査したい内容に合わせて選択し、 

アンケートにより実施 
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 効果：個社が商品開発や見直しにより、需要開拓・販路拡大を行う世代別・性別等のあらゆる角度

からの意見を収集・分析することができ、今後の事業戦略を図る上での判断材料となる。 
 
②各機関が発表している需要動向データの提供（既存事業改善） 
 
現状：それぞれの職員が新聞やテレビ等で知り得た情報を小規模事業者から聞かれた際に情報提供

しているにすぎなかった。 
今後：日経ＰＯＳ情報や内閣府が実施する「全国消費動向調査」を活用し、次の内容により情報提

供を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ア）日経ＰＯＳ情報の活用による需要動向調査 

＜調査方法＞ 

  日経ＰＯＳ情報として公表されているデータを活用し、約２０００分類の加工食品や

家庭用品の売れ筋商品ランキングを調査・分析し、提供する。 

＜対象事業者＞ 

  新商品開発や店舗の商品構成を検討する上で、売れ筋商品や成長分野商品を知りた

い小売業、飲食・サービス業及び食品製造業者等。 

＜調査項目＞ 

 小規模事業者の保有する商品・サービスに応じて、商品別ランキング・金額シェア・

平均価格等を収集する。 

＜情報提供＞ 

 整理分析した情報は、巡回指導・窓口相談時や事業計画策定時、事業計画実施支援時

に随時提供する。 

＜活用方法＞ 

  「どの分野の何が売れているのか」を把握し、小規模事業者の販売戦略・商品戦略・

広報戦略の立案に活かしていく。 

＜調査項目＞ 

 品質（味・食感・使い心地）・価格帯・内容量・パッケージデザイン・満足度 

 購入動機・購入理由・他の競合商品との比較（各店舗での実施の場合） 

  ※ 調査項目については、場合により事業者と相談の上決定する 

＜情報提供＞ 

 整理分析した情報は、巡回指導・窓口相談時や事業計画策定時、事業計画実施支援時

に随時提供する。 

＜活用方法＞ 

  小規模事業者の自社商品に対する現状の評価を把握することで、小規模事業者の販売

戦略・商品戦略・広報戦略の立案に活かしていく 
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効果：小規模事業者が需要動向や最新のトレンドを把握することにより、今後の経営戦略を立てる

上での判断材料となる。 
 
（目標） 
需要開拓・販路拡大により小規模事業者の売上増加と新規顧客の獲得を的確に支援するため、そ

の下記による目標数値の達成を目指す。 
消費者ニーズ調査・分析、日経 POS 情報を活用した調査・分析については、事業計画策定事業
者及び創業予定者を対象に実施し、全国消費動向調査を活用した調査・分析については、事業計画

策定事業者及び創業予定者対象に四半期ごとに実施する。 
データの活用については、事業計画策定事業者及び創業予定者には、巡回指導・窓口相談時に個

社の調査結果を情報提供すると共に、日経ＰＯＳ情報及び全国消費動向調査の調査項目については、

商工会ホームページ（四半期ごと）及び商工会広報誌（年２回）で小規模事業者に幅広く情報提供

する。 
 
 

現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

消費者ニーズ

調査・分析件数 
未実施 ９ ９ １１ １１ １１ 

日経ＰＯＳ情報 
を活用した 
調査・分析件数 

未実施 ９ ９ １１ １１ １１ 

全国消費動向調査

を活用した 
調査・分析件数 

未実施 ３６ ３６ ４４ ４４ ４４ 

 
 

（23） 

（イ）内閣府が実施する「全国消費動向調査」の活用による需要動向調査 

＜調査方法＞ 

  内閣府が発表している「全国消費動向調査」のデータを活用し、新商品・サービスに

ついて、今後の暮らし向きの見通しや消費者意識を調査。 

＜提供事業者＞ 

  事業計画策定事業者及び今後の景気動向について把握したい小規模事業者等 

＜調査項目＞ 

  消費者の意識、物価の見通し、旅行の実績・予定、自己啓発・趣味・レジャー・サー

ビス等の支出予定、主要耐久消費財等の保有・買替え状況、世帯の状況等を調査する。

＜情報提供＞ 

 整理分析した情報は、巡回指導・窓口相談時や事業計画策定時、事業計画実施支援時

に随時提供する。 

＜活用方法＞ 

  全体的な消費動向、「どの分野において消費の需要があるのか」を把握し、小規模事

業者の販売戦略・商品戦略・広報戦略の立案に活かしていく。 
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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】 
 
＜現状及び課題＞ 
 これまで小規模事業者における需要開拓の支援としては、「へいわさくらまつり」での事業者の出店

やメールマガジンで事業者情報の配信を行っているのみである。商工会として需要開拓の場は提供し

ているものの、今まで特にこれらの事業検証は行っておらず、本当に需要開拓に結びついているのか

は不透明である。 
 
＜課題解決に向けての取り組み＞ 
 優れた技術力や開発力をもっているものの、営業力や情報発信力が弱いために、新規需要の開拓や

販路拡大に課題を抱えている小規模事業者は多く見られる。またその商品やサービスにより、販売の

ターゲット・市場・対象地域が異なるため、それぞれの小規模事業者に適した支援が必要になってく

る。よって小規模事業者の課題や、商品・サービスの特性に合わせて、以下のような取り組みを行い、

専門家や支援機関と連携のもと、小規模事業者の販路開拓を支援していく。 
 
（事業内容） 
①イベント（へいわさくらまつり）での出店（既存事業改善） 
  現状：商工会が市と共催し開催している「へいわさくらまつり」での出店において、小規模事業

者に出店してもらっているものの、まつり会場での売上増加のみを期待しており、新たな需

要開拓に対する意識は低い。 
  今後：「へいわさくらまつり」での出店において、小売・サービス業の小規模事業者（特に高齢

者等、パソコン利用が弱い事業者）を中心に、事業者の販路開拓意欲の醸成を図るため、下

記内容により、まつり会場だけではなく個店に足を運んでもらえるような取り組みを行う。、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  効果：小規模事業者がこのような意識を持ってイベントに出店し、普段個店に来店しない地域内

外の来場者と接することにより、不特定多数の様々な意見を吸収することができ、その後の

商品の見直しや、新たな新商品の開発促進、さらにその後の需要の開拓につなげることがで

きる。  
 
 
 
 

＜事業の内容＞ 

 稲沢市と商工会が共催している「へいわさくらまつり」で、小規模事業者に出店を促す。

＜支援対象＞ 

 ・当地域及びその周辺地域に新たな需要開拓を目指す小売・サービス業等の事業者 

 ・高齢者等のパソコンやネットに対し抵抗を感じている小売・サービス業等の事業者 

＜工夫・改善事項＞ 

新たな商品開発・需要の開拓における意識の高揚を図るため、新たな事業者にも声を掛

け、意欲のある事業者や地のものを使うといった差別化した商品を扱う事業者を対象に優

先して出店してもらう。また販売する商品構成や PR の仕方等、出店者と事前に打ち合わ

せを行い、参加事業者により多くの不特定多数のお客様にアピールできるいい機会である

ことを認識してもらう。事業終了後には、出店者アンケート調査を行い、その結果を分析

して、その後の新たな需要の開拓につなげる。 
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②商工会ホームページ作成ツール「SHIFT」を活用した販促支援（新規事業） 
  現状：以前実施した小規模事業者アンケート調査で、ホームページを開設している事業者は全体

の２０％しかなく、その２０％の事業者についても、ただホームページを開設しているだけ

で、事業者 PRや販路開拓に十分に活かしきれていないとの回答が多かった。そんな状況の
中、商工会としてもＷＥＢに対する小規模事業者への支援は十分ではなかった。 

  今後：ホームページ作成ツール「SHIFT」のセミナーを開催し、開設者の拡大を図るとともに、
開設後のフォローアップを行うため、専門家派遣を利用して、ＷＥＢ環境の有効活用を図る。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  効果：「SHIFT」でのホームページ作成は無料でかつ比較的簡単に開設できるため、事業規模が

小さい小規模事業者にとっては経費がかからず、効率的に作成ができる。 
 
③小規模製造業者への販路開拓支援（新規事業） 
  現状：製造業者の販路開拓支援については、情報提供すらしていないのが現状である。 
  今後：地域外への販路拡大を目指す製造業を中心とした小規模事業者を対象に、ビジネスマッチ

ングの機会を提供するため、異業種交流展示会「メッセナゴヤ」に出展してもらうよう、巡

回時や商工会ホームページを利用し、積極的に出展の告知・案内を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜事業の内容＞ 

毎年１０月に名古屋で開催される異業種交流展示会「メッセナゴヤ」の出展募集に関する

情報提供を行い、出展希望があった際には、出展手続き及び展示方法等について支援を行う。

＜支援対象＞ 

 地域外への販路開拓を目指す、オリジナル製品を生み出す高い技術力を持った小規模製造

事業者。 

＜工夫・改善事項＞ 

 大企業・中小企業が多く出展するビジネス展示会だが、小規模事業者でも出展できること

を巡回時や商工会ホームページで情報提供する。また出展に対し、少しでも障壁を取り外す

ため、愛知県商工会連合会と連携して出展することで、単独で出展するより安く出展でき、

また他企業からの信頼も得やすくなる。 

＜事業の内容＞ 

 全国商工会連合会が運営するホームページ作成ツール「SHIFT」でのホームページ作成を

促すため、商工会のホームページや広報誌等で「SHIFT」の特徴やメリット等を情報提供し、

利用希望者向けにセミナーを開催するなどホームページの作成支援を行う。 

＜支援対象＞ 

 ・ホームページを容易に開設したい小規模事業者 

 ・ホームページを持っているが有効活用されていない小規模事業者 

＜工夫・改善事項＞ 

 「SHIFT」については、セミナー終了後に受講者への巡回訪問を実施し、開設に向けたフ

ォローアップを行う。またホームページを持つだけでは販路開拓につながらないので、ホー

ムページを有効活用できるよう、Facebook やブログ等を併用利用したＷＥＢ環境改善のた

め、当分野の専門家（愛知県商工会連合会のエキスパートバンク事業やよろず支援拠点、ミ

ラサポ等）を活用する。 



 - 20 -

 
  効果：小規模製造事業者の製品等を展示することで、新規販路開拓及びビジネスパートナーの獲

得にもつながる。  
 
④ネットショップ・アンテナショップ支援（既存事業改善） 
  現状：当地域には、特産品と呼ばれるものが少なく、愛知県商工会連合会が主催する「まるっと

あいち」、また全国商工会連合会が運営する「ニッポンセレクト.com」には、現在１事業所
が出品しているのみで、ここ最近は増えていない。 

  今後：巡回指導・窓口相談時や商工会からの定期的な配布物、ホームページを活用して、これら

の情報提供を行い、積極的に出品の告知・案内を行う。また出店希望者には商工会職員が手

続き等をフォローアップし、スムーズに出品できるよう支援する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  効果：愛知県商工会連合会・全国商工会連合会のネットショップ・アンテナショップを利用する

ことにより、一から独自で行うよりもスムーズにかつ安価に販路開拓ができる。 
 
（目標） 
 小規模事業者に積極的にＰＲし、前年度以上の売上及び商談件数の増加を目指す。 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

「へいわさくらまつり」 
新規出店事業者数／新規顧客獲得数 

０ ３ ３ ４ ４ ５ 

０ ２ ２ ３ ３ ４ 

「ホームページ」開設及び開設後 
支援事業者数／商品購入件数増加事業者数 

０ ２ ３ ３ ４ ４ 

０ １ ２ ２ ３ ３ 

「メッセナゴヤ」 
出展事業者数／商談成立件数 

０ １ １ ２ ２ ３ 

０ １ １ ２ ２ ３ 

「ネットショップ・アンテナショップ」 
新規出品事業者数／売上増加事業者数 

１ １ ２ ２ ３ ３ 

１ １ ２ ２ ３ ３ 
 

＜事業の内容＞ 

 愛知県商工会連合会が運営する県内特産品のアンテナショップ「まるッと！あいち」

や全国商工会連合会のネットショップ「ニッポンセレクト.com」への出品を促し、出品

希望があった場合には、出品手続き等を支援する。 

＜支援対象＞ 

 ・特産物を使った商品及びオリジナル性のある商品を販売している小規模事業者 

 ・「事業環境棚卸シート」を作成した小規模事業者 

＜工夫・改善事項＞ 

 特産物を使った商品及びオリジナル性のある商品について、これまで商工会として、

ざっくりとした把握しかしておらず、またこれらの情報提供すらしていなかった。この

事業に取り組むにあたり、定期的な配布物やホームページを利用し、情報提供する他、

経営分析でも利用した「事業環境棚卸シート」を活用し、多くの事業者に接触すること

で、取扱商品を把握し、掘り起こしを行う。候補として挙がった商品から、専門家派遣

を利用して、内容量・適正価格・商品レイアウト・掲載画像のアドバイスをいただき、

スムーズに出品手続きができるよう伴走型支援を行っていく。
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 
＜現状及び課題＞ 
商工会が主催する祭りとして、稲沢市との共催で、春に「へいわさくらまつり」、夏に「サマーフ

ェスタへいわ」を開催している。各々約３０００人もの来場者があり、ステージイベントや昔ながら

の出店も運営する地域密着型の祭りとして定着している。 
また稲沢市と市内にある商工会議所・商工会と連携して「プレミアム商品券事業」を実施しており、

毎年完売となるなど盛況に行われている。 
しかしこれらの事業は、継続的な地域の活性化に繋がっているとは言い難く、またこの地域には目

立った地域資源がないこともあり、地域特産品の開発においても遅れているのが現状である。 
最近では、地域内の工業団地の稼働により、地域内への人の流入がやや増えつつある。昨年実施し

た小規模事業者アンケート調査から一部の業種（不動産業や飲食業）については恩恵がみられており、

今後、地域の活性化を図るためには、これらの機会を活用した取り組みが必要となる。 
 
＜課題解決に向けての取り組み＞ 
商工会で現在行っている事業をブラッシュアップし、市・商工会・小規模事業者・地域団体が連携

して、地域の活性化を意識した取り組みを行っていくため、青年部や女性部に協力してもらい、地域

のものを利用した特産品やオリジナル商品の開発を試みる。また新たに地域商業活性化委員会（仮称）

を設置し、特産品の開発やイベント（まちゼミ等）を検討することで地域活性化を図る。 
 
（事業内容） 
①へいわさくらまつり事業（既存事業改善） 
  現状：地域内小規模事業者を始め、商工会青年部・地

域のコミュニティ団体や農協、郵便局等に出店し

ていただき開催している。さくらまつりは近隣の

市町村でも行われるため、まつりの特色が打ち出

しにくく、近年の来場客は減少傾向にある。また

「桜ネックレス」とさくらまつりの会場が少し離

れているため、地域外来場者に対しての「平和町

の桜」における PRが十分でないため、地域の持
続的な活性化に繋がっているとは言い難い状況

にある。 
  今後：「へいわさくらまつり」開催に係わる商工会や市・出店する参加事業者や地域団体等が連携

を密にし、まつり後にも地域に人を呼び込めるよう「持続的な地域活性化」を目指すため、

オリジナル商品や地域特産品の開発を促進し、さくらまつりの出店を利用した商品の紹介・

販売を行う。またまつり来場者に「桜ネックレス」を PR するため、まつり会場をスタート
し桜ネックレスを歩いてもらう「さくらウォークラリー」を開催することで、平和町の観光

資源を地域外の来場客にも知ってもらうようにする。 
  効果：「へいわさくらまつり」に人を呼び込むことで、新たに開発した地域特産品や平和町の観

光資源をＰＲでき、まつりだけではなく継続的な地域活性化につながる 
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②プレミアム商品券事業（既存事業改善） 
  現状：稲沢市と市内にある商工会議所・商工会と連

携して「プレミアム商品券事業」を実施してお

り、平和町地域で６８事業所が登録事業者とし

て参加している。この地域における消費喚起に

は影響があるものの、小規模事業者アンケート

調査から、従来の固定客の利用が大半であり、

新規顧客開拓にはあまりつながっていないのが

現状である 
  今後：今後も事業を継続して行い、広く地域内小規 

模事業者に PRし登録を促すとともに、商品券 
受取時に小規模事業者店舗を紹介したパンフレットの配布や、登録店舗での商品券利用者に

対して特典をつけるなど検討する。 
  効果：地域内小規模事業者の店舗を多く利用してもらうことで、平和町地域の消費拡大、小規模

事業者の売上・収益の確保につながる。 
 
③中学生の職場体験学習事業（既存事業改善） 
  現状：平和中学校と連携し、平和中学校２年生の生

徒が地域内の事業所に出向き、３日間職場体験を

行っている。商工会では４４社ほどの事業者に協

力を依頼し実施している。地元の事業者と職場体

験を行った中学生及びその家族との交流が生ま

れるなど、地域コミュニティの形成に役立ってい

る。斡旋する業種が飲食・小売・サービス業に偏

りが見られ、製造業や建設業の数が少ないのが現

状である。 
  今後：中学生ができる限り希望の業種を選択できる 

よう製造業・建設業にも声をかけ、事業者の業種が偏らないように、中学生の職場体験学習

を平和中学校と連携して行う。 
  効果：地元の優良企業を中学生に知ってもらい、職場体験をすることで、地域コミュニティの形

成や次世代における人材育成の促進、及び長期的観点から若年者のインターンに繋がり、将

来的な労働生産力の向上が図られる。 
 
④地域資源を利用した特産品開発事業（新規事業） 
  現状：この地域には地域資源に目立ったものがないため、地域資源を活用した特産品と呼ばれる

ものがほとんどなく、地域の特色が打ち出しにくくなっており、地域経済が低迷している一

つの要因にもなっている。 
  今後：いつも祭りなどにやきそば等で出店に協力している青年部や女性部に協力を依頼し、地域

資源を活用した新たな特産品開発を行う。その際にフードコーディネーター等の料理専門家

に依頼し、メニュー開発においての助言をもらう。開発された特産品をまつり等で販売し、

好評であれば地域内事業者にレシピを提供し、個店で販売してもらう。 
  効果：商工会青年部・女性部が主体となり、特産品開発に取り組むことで、地域事業者とのコミ

ュニケーションが図られ、またそれをきっかけにして新たな特産品開発を促すことができる。
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⑤地域商業活性化委員会（仮称）の開催（新規事業） 
  現状：過去に発展会という組織が存在した時は、個社同士の連携を図っていたが、商店街がなく

なり、発展会が解散してからは、個社同士の連携する機会がほとんどない。地域内に大型スー

パーや専門店が進出するなど、小規模事業者にとって依然として厳しい環境が続く中で、それ

ぞれが個々の経営努力により営業し続けている。 
今後：外部有識者と地域小規模商業者数名で構成される地域商業活性化委員会（仮称）を開催し、

地域活性化のためのイベントの開催（まちゼミなど）や地域特産品開発、また稲沢市のマスコ

ットキャラクター「いなッピー」を活用した商品開発等について話し合い、大手スーパーや専

門店との差別化を図っていく。 
  効果：個々の力では何ともならなかったことが、同じ地域の事業者がそれぞれ意見を持ち寄り、

    集約し一つのことに取り組むことにより、より商業者同士のコミュニケーションが図られ、

地域経済の活性化につながる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（目標） 
 上記事業について、下記の通りの数値目標とする。なお、特産品開発事業については、毎年、 
１商品の開発を目標とする。 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

さくらまつり 
来場客数 

3000 3200 3400 3600 3800 4000 

プレミアム商品券 
登録店舗数 

６８ ７０ ７２ ７４ ７６ ７８ 

職場体験学習 
協力事業所数 

４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ 

地域商業活性化 
委員会開催数 

０ ４ ４ ４ ４ ４ 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜いなッピー＞ 

・モチーフは、頭は稲沢市特産の植木とアシタバ、体全体はイチョウ、

はちまきとフンドシは国府宮はだか祭りをイメージ。 

・ゆるきゃらグランプリ２０１４で全国３７位を獲得。 

＜まちゼミ＞ 

・得する街のゼミナールを略して「まちゼミ」。 

・お店の店主が講師となり、プロならではの専門的な知識や情報・コツ

を無料で受講者（お客様）に教える少人数制のゼミ。 
稲沢市マスコットキャラクター

「いなッピー」 
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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り組み 
 
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、他の支援機関との連携については、事業ごとに稲沢市や愛知県商工会連合会、日本政策金融

公庫、地域金融機関などと連携し、専門家派遣事業やその他情報交換等を行っているが、積極的に小

規模事業者支援に活用されておらず、経営の課題解決につながっている事例は少ないのが現状であ

る。 
 
＜課題解決に向けての取り組み＞ 
当商工会が地域における中心的な支援機関としての役割を果たせるよう、稲沢市や愛知県商工会連

合会、日本政策金融公庫、地域金融機関などと連携し、より豊富な情報と知識を吸収し、商工会とし

ての支援能力を高めるとともに、経営力向上のための支援基盤の構築を図る。 
 
（事業内容） 
①経営支援事例発表大会 

愛知県商工会連合会が主催する経営支援事例発表大会において、年１回、他地域の商工会職員が

行った最新の経営支援事例を情報収集することにより、職員の小規模事業者における経営支援能力

の向上を図る。 
 
②経営改善貸付推薦団体連絡協議会 

日本政策金融公庫および管内商工会議所・商工会と連携し、年２回開催する経営改善貸付推薦団

体連絡協議会において、経営改善貸付の現状や書類作成の要点、融資制度の概要、管内商工会の景

況について意見交換を行うことにより、職員の小規模事業者における経営支援能力の向上を図る。

 
③地域金融機関との情報交換 
  地域金融機関には小規模事業者の個別案件ごとに直接訪問し、情報交換を行うことで急な案件で

もスピーディに対応できるようにする。またそれ以外にも３ヵ月に１度、定期的に足を運び、この

地域の最近の金融情勢や各種施策等についての情報交換を行うことで、小規模事業者に地域の最新

な情報を提供できる。 
 
④西尾張支部経営指導員連絡会議 
  愛知県商工会連合会、中小企業診断士、西尾張支部の４商工会が連携し、小規模事業者施策や補

助金、販路開拓や各商工会の経営支援状況に関する情報交換を行い、経営指導員の経営支援能力の

向上を図る。 
 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 
＜現状と課題＞ 
経営指導員をはじめとした職員の資質向上については、愛知県商工会連合会主催の研修会を中心

に、その他支援機関の主催する研修会についても、必要に応じ受講し、経営支援スキルの向上を図っ

てきた。しかし職員全体が必要最低限の受講にとどまっており、特に経営力向上のための提案型支援

能力が十分ではないため、これまでの支援は従来の経営改善普及事業が中心になっていると思われ

る。また研修で得られた情報は、復命書として回覧するだけで、その他職員間での習得した情報の共

有については今までされてこなかった。 
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＜課題解決に向けての取り組み＞ 
最近はインターネットの普及により、簡単に情報が得られるようになったため、事業者もそれなり

に知識を習得しているケースが多く、職員にはそれ以上の能力が求められており、また厳しい現況に

直面している小規模事業者の支援を円滑に取り組むには、専門的な知識を有する必要がある。 
今後は、愛知県商工会連合会やその他支援機関が主催する研修会に積極的に参加し、今まで以上に

経営支援に関わる情報を習得し、さらに経営力向上のための提案型支援能力向上のための研修を中心

に受講し、小規模事業者への提案型支援の円滑化を図るとともに、全職員が経営支援についてこれら

の情報を共有し、職員全体のレベルアップが図れるような支援体制を整える。 
 
（事業内容） 
①愛知県商工会連合会等その他支援機関が主催する研修会への参加 

職員の資質向上を図るため、愛知県商工会連合会や支援機関が主催する研修会に、経営指導員は

年４回、補助員・記帳指導職員は年３回以上参加する。特に地域金融機関が主催する補助金関連等

の経営力向上のための研修会については、必ず職員１人は参加し、また愛知県商工会青年部連合会

が主催する経営計画作成や事業承継セミナーには、青年部員だけではなく職員も必ず同行し、受講

後には、職員間の情報共有を図る。 
 
②職員ミーティングの実施 

職員間の情報共有を図るため、週１回ミーティングを実施し、その週に行われた研修会の内容、

経営支援に関する事例報告、経済新聞や月刊商工会等に掲載された経営支援に関わる記事などを題

材に情報交換を行い、各職員の小規模事業者における経営支援の円滑化を図る。 
 
③専門家派遣の際の職員の同行による知識の習得 
  専門家派遣による支援の際は、必ず職員が同行し、中小企業診断士等の専門的な支援スキルを吸

収することで小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウを習得する。また専門家が作成する

指導日報を基にその時の経営支援状況を職員ミーティングで報告し、職員間の情報の共有を図る。

 
 
３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 
＜現状と課題＞ 
これまでは、実施するだけで終わってしまう事業もあれば、事業終了後にアンケートを取っても、

取っただけで終わってしまう事業もあり、そのアンケート結果を事業の評価や見直しに十分に活用さ

れてこなかった。 
 
＜課題解決に向けての取り組み＞ 
円滑に経営支援を行うために、この事業計画に記載した事業の実施状況及び成果について、毎年度、

外部有識者を加えた経営発達支援事業運営委員会を開催し、ＰＤＣＡサイクルに基づいた事業運営を

行っていく。 
 
（事業内容） 
①経営発達支援事業運営委員会の設置・開催 

外部有識者（中小企業診断士）１名、商工会関係者若干名で構成する経営発達支援事業運営委員

会を設置し、毎年１回開催する。委員会では、支援事業実施状況及び成果について、それらが当初

の計画目標通りに達成できたかどうかを検証し、外部有識者の助言に基づき、支援事業の評価及び

今後の実施計画の見直しを行っていく。 
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②理事会への報告・承認 

事業の成果・評価・見直しの結果を理事会に報告し、承認を受ける。また理事会で得た意見につ

いては、今後の支援事業実施についての検討材料とする。 
 
③当商工会ホームページでの公表 

事業の成果・評価・見直しの結果を当商工会ホームページで公表する。 
ホームページアドレス：http://www.clovernet.ne.jp/^heiwa421/ 

 
  ＜経営発達支援計画におけるＰＤＣＡサイクル＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Plan> 

経営発達支援計画の作成 

<Do> 

計画に基づき事業の遂行 

<Check> 

運営委員会で事業遂行後の目標達成度を検証 

<Act> 

評価を基に事業計画の見直し 

結果を理事会に報告・事業実績の公表 
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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２８年１０月現在）

（１）組織体制 

 実際に事業を実施する職員は、全職員体制（局長、経営指導員２名、補助員、記帳指

導職員、一般職員）の合計６名で行い、確実に事業を実施するために、経営発達支援事

業運営委員会（外部有識者１名、商工会役員若干名で構成）を設置し、事業の実施状況

及び今後の実施状況について検討する。 

 また支援事業実施体制の組織については、下図（平和町商工会支援事業実施体制組織

図）の通り。 

 

＜平和町商工会支援事業実施体制組織図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 平和町商工会 

 所在地：愛知県稲沢市平和町横池中之町１４１番地 

 電話番号：（０５６７）４６－００３１ 

 ホームページアドレス：http://www.clovernet.ne.jp/~heiwa421/ 

 メールアドレス：heiwa421@clovernet.ne.jp 

 

経営発達支援事業運営委員会 

（外部有識者１名・商工会役員若干名） 

 

支援事業の評価、実施計画の見直し、支援事業の方針の決定 

事 務 局 

職 名 職員名 内  容 

事務局長 野村  修 組織運営統括 

主席経営指導員 片岡 宏彰 経営支援統括 

主任経営指導員 田中 良和 経営支援、経営発達支援事業運営担当 

補助員 岡本  歩 経営支援、運営予算・執行管理 

記帳指導職員 馬場 俊一 経営支援、広報担当 

一般職員 河野 由香 庶務 
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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） 

 ２９年度 

(平成29年4 

月以降) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 36,200 36,700 37,200 37,700 38,200

 

小規模事業 

 支援事業費 

1.委員会開催費 

2.調査等事業費 

3.講習会等開催費 

4.展示会等参加費 

5.需要開拓事業費 

6.地域活性化事業費 

7.人件費 

 

 

250 

300 

850 

100 

400 

300 

34,000 

 

 

 

250

300

850

100

400

300

34,500

250

300

850

100

400

300

35,000

 

 

250 

300 

850 

100 

400 

300 

35,500 

 

 

 

250

300

850

100

400

300

36,000

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

１．国補助金（経営発達支援計画認定商工会補助金）   ４．会費収入 

２．県補助金（小規模事業経営支援事業費補助金）    ５．参加負担金 

３．市補助金（商工業振興事業費補助金） 

（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。 

 



 - 29 -

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携者及びその役割 

 

・稲沢市（市長職務代理者 副市長 眞野 宏男） 

稲沢市稲府町１ 

   （０５８７）３２－１１１１ 

・愛知県商工会連合会（会長 森田 哲夫） 

   名古屋市中村区名駅四丁目４番３８号 愛知県産業労働センター１６階 

   （０５２）５６２－００３０ 

・全国商工会連合会（会長 石澤 義文） 

   東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 有楽町電気ビル北館１９階 

   （０３）６２６８－００８８ 

・日本政策金融公庫一宮支店（支店長 牧山 匡朗） 

   一宮市大志二丁目３番１８号 

   （０５８６）７３－３１３１ 

・公益財団法人あいち産業振興機構（理事長 森  鋭一） 

   名古屋市中村区名駅四丁目４番３８号 愛知県産業労働センター１４階 

   （０５２）７１５－３０６１ 

・尾西信用金庫平和支店（支店長 吉川 和宏） 

   稲沢市平和町下起中７８番地 

   （０５６７）４６－４１１１ 

・いちい信用金庫佐織支店（支店長 大竹 健一） 

   愛西市町方町五軒家東１８－１ 

   （０５６７）２６－１５０１ 

・大垣共立銀行佐織支店（支店長 吉川 正倫） 

   愛西市勝幡町五俵入２１１０番地の１ 

   （０５６７）２４－２８１１ 

・稲沢市立平和中学校（校長 近藤 慎二） 

   稲沢市平和町平池七反田５３番地 

   （０５６７）４６－０５２４ 

①専門家派遣 

②経済動向調査 

③事業計画策定 

④新たな需要開拓支援 

 

⑤創業・創業予定者支援 

⑥地域活性化事業 

⑦支援力向上のための支援 

⑧職員の資質向上のための支援 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 地域 
金融機関 

平和 
中学校 

市内 
商工会議所 
商工会 

あいち 
産業振興 
機構 

愛知県 
商工会 
連合会 

全国 
商工会 
連合会 

日本政策

金融公庫

その他 
地域団体

稲沢市

平和町商工会 

①専門家派遣における連携 

②経済動向調査における連携 

③事業計画策定支援における連携 

④新たな需要開拓支援における連携 

 

⑤創業・創業予定者支援における連携 

⑥地域活性化事業における連携 

⑦支援力向上のための連携 

⑧職員の資質向上のための連携 

 

① 

① 

⑦

②
③ 

④

② 

⑤ 

⑤

⑥

⑥⑥ 

⑦

⑦ 

⑦ 

④

⑧

④ 
⑦ 

⑥ 
経営支援 

⑧ 

②


