
経営発達支援計画の概要 

実施者名 内海商工会（法人番号 2180005011799 ） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日  

目標 

平成８年に“海の日”を記念し「千鳥ヶ浜海水浴場」が日本の渚百選に選ばれ、さらに

「世界一砂の粒が小さい」と有名な浜でもある大きな強みを活かし、内海、山海地区の

観光面と地域産業を活性化し広範囲からの需要拡大を目指す支援を実施。 
地域内商工業者、小規模事業者の事業の底上げ、経営の持続に力を発揮し、内海

商工会役職員一丸となって伴走型支援を増幅し、今後５年間にわたり以下の事項に

取り組み、当地域経済の活性化を図ることを目標とする。 

事業内容 

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

１） 管内小規模事業者における業況アンケート調査の実施 
２） 金融機関等との連絡会議による情報収集 
３） 国が提供するビッグデータの活用 

２、 経営状況の分析に関すること【指針①】 
１) 巡回訪問による経営分析の実施及び説明 

２) 経営分析セミナー参加者への経営分析の実施 
３) 金融相談における経営分析 

３、 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
１） 重点支援先の選定と事業計画策定指導の徹底 

２） 創業（予定者含む）、第２創業・事業継承に伴う事業計画策定指導 
４、 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

１） 巡回訪問による事業計画の進捗状況の確認 

２） 専門家派遣によるフォローアップ支援 
３） 事業推進に資する施策の情報提供 

５、 需要動向調査に関すること【指針③】 
１） 個々の事業者の商品・サービスに関する市場情報を収集し提供する 

６、 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
１） 販路開拓に向けた商品・サービスのフォローアップ 

２） 販路開拓のための情報発信 
３） ビジネスマッチングによる販路開拓 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 
・人口減少・高齢化が進む当地域の経済活性化を図るための各種事業を関係機関と連

携しながら行う。 

連絡先 

名称：内海商工会 所在地：愛知県知多郡南知多町大字内海字先苅 31-2 
電話番号  0569-62-0403  FAX 番号  0569-62-3183  
E-mail:utsumi@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 

①内海、山海地区の概要 

【位置・立地】 
南知多町は、愛知県の知多半島南部に位置し 

半島の先端と沖合いに浮かぶ篠島・日間賀島な 
どの島々からなっている。 
北部は美浜町に接し、三方が海で東に三河湾、 

南西は伊勢湾に面し、面積 38.37k ㎡の町である。 
町内に師崎、豊浜、内海商工会の３商工会が 

混在している全国でも稀有な商工会地域である。 
 

当商工会の管轄エリアである内海、山海地区の 
特徴としては、日本の渚百選にも選ばれた「千鳥 
ヶ浜海水浴場」は２km の美しい世界で最も粒の 
小さい砂浜として有名で、夏は多くの海水浴客が 
訪れる為、それに付随した観光業が盛んである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域交通網】 
南知多町唯一の鉄道駅である名鉄内海駅があり、 

海水浴場まで徒歩で１５分、知多半島を縦に走る 
高速道路「南知多 IC」を降りて車で海岸まで１０ 
分と電車、自動車共に近くて便利である。 
また、内海まで電車・車の利用で名古屋から 

約６０分、中部国際空港から約４０分と交通の 
アクセスは良い。 
 南知多町の運営する「海っ子バス」と知多乗合 

 株式会社の「知多バス」が、南知多町海岸線を走 
 り、南知多町終点の内海駅や美浜町終点の河和駅 
 からも利用が可能で、南知多町先端の師崎まで観 
 光が楽しめる。また、師崎港からフェリーを利用 
 して日間賀島や篠島の観光客も多く見られる。 
 美浜町の河和港からもフェリーが出ており、同様 
 に各島との行き来が可能である。 
 

愛知県市町村 

南知多町内海 

 

千鳥ヶ浜海水浴場 

南知多町内鉄道・バス・高速道路 

内海 
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【南知多町の沿革】 
 

南知多町では、約 8,000 年前の遺跡が発見され、縄文時代から人が生活をしていたことがわか

る。長い期間を通じて、漁業と稲作を中心とした生活が続いてきたが、中世には焼き物も生産さ

れ、江戸時代には東西海上交通の要衝の地として海運業も盛んとなったほか、みかん栽培や醸造

業も栄えてきた。 
農業は、昭和 36 年に愛知用水が完成して以降急速に進展し、土地改良、農地造成事業など生

産基盤の確立を図り、都市近郊農業地帯として発展してきた。 
また、水産業も生産基盤として漁港の整備を計画的に進め、都市地域への生鮮な魚介類を供給

する魚の町・漁業の基地として発展している。 
 

観光については、明治初期には「潮湯治」と称して海水浴客が訪れはじめ、観光地として発展

する始まりとなった。 
南知多町は、市町村合併促進法により、昭和 36 年に当時の内海町、豊浜町、師崎町、篠島村、

日間賀島村の合併により誕生した。 
 
  三河湾国定公園と南知多県立自然公園に指定されており、名所、旧跡、文化財、祭りなど観光

資源は豊富にあり、自然を利用したレクレーションの基地としての整備も進み、四季型観光地へ

の条件を整えつつ歴史と詩の里として広域観光ルートの確立を目指している。 
 
 
 
 
 
 
  昭和３５年に「内海町商工会」を設立し、翌年には町村合併に伴い「内海商工会」と名称 
 を変更し、昭和５０年より記帳機械化事業を開始。その後も昭和５５年に労働保険事務組合 
 業務を開始した。また、同年に名鉄内海駅が開業したことにより、観光客も増加、地元企業にも

活気が溢れ安定期が続いたが、地元商品の売上が伸びず、昭和６３年に商品券事業を発足した。 
  これは、南知多町内の店舗において利用できる金券を取り扱うもので、参加店を募り売上 
 増強を期待し安定した生活もつかの間、平成３年バブル崩壊により売上は急激に下降し続けた。 
  また、昭和６３年に地下１，３００ｍのボーリングにより開湯に成功。 
 一口１００万円で６７名が出資し、株式会社内海・山海温泉を設立して温泉を掘り当てた。 
 現在では、内海、山海、豊浜、師崎の４地区を「南知多温泉郷」と呼んでいる。 
 
  平成２０年のリーマンショック以降、徐々に観光客や海水浴客離れが目立つようになり、  
 海水浴客については最盛期の年間２００万人に比べ現在は３０万人まで減少 し、事業者も同  
 時に廃業が続き、企業の雇用も減る一方で住民人口も毎年減少し過疎化が懸念されている。 
 
【南知多町の財政】 
  南知多町においては、第一次産業や主要産業における業績の回復は未だ実感できない状況にあ

り、人口流出による労働力人口の減少などから、町税等の自主財源の確保は年々厳しさを増して

いる。また、財源不足額を財政調整基金の取り消しにより補っていくため、基金残高は急激に減

少する見込みとなっている。 
 

町の木 
うばめがし 

（昭和 51 年 6 月 1 日制定） 

町の花 
すいせん 

（昭和 51 年 6 月 1 日制定） 
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②内海・山海地区の産業の現状と課題 
 
【内海管内の経済状況】 
  内海商工会４０周年時のＨ１３年は、４３１事業所であったが１０年間で約１００事業所減と

なっており、その後も減少が続いている。 
 当地区の特徴としては建設業、製造業が少なく、観光関連の飲食、宿泊、サービス業の割合が高

い。また、事業主が高齢な老舗事業所が多く、新規の開業は年に数軒程度である。 
全国的にも問題となっている後継者不足について、内海、山海地区は特に後継者不在の自主廃

業が多い。 
ここ数年、大手家電量販店やドラッグストアーチェーン店、１００円ショップなどの進出が顕

著である。また、自動車で３０分圏内の近隣市町に大型ショッピングモール「イオン」や「アピ

タ」「カインズホーム」「ニトリ」などの出店により、若年層を中心とした顧客が流出しているの

で、小売店の減少が特に目立つ。 
観光関連の飲食、宿泊業としては繁忙期と閑散期がはっきりと分かれており、海水浴シーズン

の７月、８月と、忘年会、新年会シーズンの１２月、１月は宿泊業、飲食業共に来場客の回転も

良く、まずまずの売上を上げているが、その他の時期については客足が非常に鈍く厳しい状況で

ある。 
 

 
【内海商工会管内商工業者数の推移 (H13 は商工業者判定が細分化されていない数字) 】 
 

 H13 H22 H23 H24 H25 H26 構成比

(%) 

建 設 業 61 45 45 51 49 49 15 

製 造 業 21 21 19 18 17 17 5 

卸 小 売 業 148 67 65 66 64 63 19 

サービス業 191 157 154 144 147 141 43 

(内飲食宿泊業) - (101) (100) (98) (99) (96)  

そ の 他 10 56 56 60 61 61 18 

計 431 346 339 339 338 331 100 
 
【産業現状と課題】 
 
＜農業＞ 
  内海は、みかん・びわの栽培やいちご狩りなど農作物も豊富で活気があり、減少する農業従事

者を将来にわたり確保していくためには、農業所得の向上を図る必要がある。 
  意欲的な農業の担い手に対して、「経営改善計画の作成」を推進するとともに、その計画 
 の達成に向け必要な支援を行わなければならない。 
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  町内農業の継続的発展のため、意欲と能力のある者が幅広く円滑に農業に参入できるよう 
 県や農協と連携して、農業後継者、新規就農者の相談機能の充実を図るとともに、青年等の 
 「就農計画の作成」を推進し、受け入れ態勢を強化しながら支援していくことが課題である。 
 
＜工業＞ 

内海、山海地区の建設業、製造業は商工業者数全体の約 20％と少なく、建設業者は一人親方事業者

が大半をしめており後継者がおらず年々減少している。製造業は従業員を雇用している規模の事業者は

数件程度と少ない。南知多町は国定公園法、自然公園法により大規模な工場の建設が規制されている為

である。そのため事業規模の拡大や施設老朽化により店舗、工場を新設、改修工事を行うことができず

町外への移転などが問題となっている。 
 
＜商業＞ 
小売業者はドラッグストア、100 均ショップ、コンビニ等の大手チェーン店進出により減少が続いてい

る。旅館や民宿などの観光関連サービス業も観光客（特に海水浴客）の減少に伴い売上減少している。

旅館業の売上が減少すると酒屋や食品卸売業、付帯サービス業も連動して売上が減少してしまう。 
 
【人口の推移（南知多町全体と内海商工会管轄エリア）】 

下図に示す表のとおり、南知多町全体をみると１０年で約２千人単位で人口減少 が加速してお

り、単純に計算した場合、２０４５年には１３,０００人まで減少し、内海・山海の人口も合計

３,０００人まで減ることとなり、深刻な状況である。 
 
〇南知多町全体 
       南知多町全体の人口推移（過去 10 年単位） ※南知多町住民基本台帳より 
 
 
 
 
 
 

※平成 20年以前は外国人は含まれません。平成 30年は外国人を含む。 
 
〇内海、山海地区 
    内海・山海地区年齢別人口（過去 5 年単位）※南知多町住民基本台帳より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※全年 6 月現在。平成 25 年より外国人含む。 

南知多町 平成元年 平成 10年 平成 20年 平成 30年 

人口 26,258 24,242 21,344 18,105 

増減 － △2,012 △2,898 △3,239 

 平成 20年 平成 25年 平成 30年 

 男 女 男 女 男 女 

0～14歳 345 330 294 270 221 234 

15～64 歳 1,789 1,688 1,669 1,610 1,447 1,350 

65 歳以上 694 969 711 967 770 966 

小計 2,828 2,987 2,674 2,847 2,438 2,550 

合計 5,815 5,521 4,988 

増減 － △294 △533 
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内海・山海地区の年齢別構成率（過去 5 年単位）※南知多町住民基本台帳より 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※全年 6 月現在。平成 25 年より外国人含む。 
 
   南知多町全体と、内海商工会の管轄する内海・山海地区の過去５年単位の人口推移 
  をみると、１４歳以下の若年層は１０％を切り 、それとは逆に６５歳以上の高齢者の 
  人口が年々増え続けていることがわかる。いかに高齢者予備軍が多いかが伺える。 
  このままでは、小学校、中学校、高等学校と生徒が減少し続け廃校の恐れも考えられる。 
 
【観光資源の整備と活用の課題】 

多様化する観光ニーズに対応するため、南知多町の持つ観光要素を組み合わせた観光コース 
 を設定し、老朽化した観光施設やその他景観の修復整備の必要があり、新しい観光地を生み出 
 すアイデアと地域の宝である観光資源（砂浜、寺院、神社等）を有効活用ができていない。 

事業団体、事業者、知多半島道路パーキングエリア各所の協力により「ミーナの恵みブランド」

や南知多認定名産品のＰＲ及び販売促進支援を実施しているが、知名度がまだまだ低く、ＰＲ不

足とＳＮＳといったネットワークをうまく利用できていないのが現状である。 
近年の観光は、施設などを見る「物見遊山的」なモノ消費から、その場でしか体験できな 

 いことを行う「コト消費」が中心 となってきている。「コト消費」を進めていくにはコンテン 
 ツの充実に加え住民ボランティアなどの受け入れ体制も充実させなければ成功しない。 
  自分の住む市町に誇りを持ち、他の市町を紹介したりと協力しあうことで観光客の満足度も 
 向上するものと考えられる。そこには観光業者や交通業者との連携が必要になってくる。 
  また、ご当地キャラクターとして、南知多町を代表する「ミーナ」と、内海を代表する「フ 
 ランソワーズ・びわ（町非公認）」もイベントに参加し、ファミリー層の集客にも力を入れてい

る。 
 
〇内海のイメージキャラクター「フランソワーズ・びわ」「ミーナ」 
  内海地区で開催されるイベント行事に『フランソワーズ・びわ』の参加により、幅広い年齢層

の方々と写真撮影を行うなど大変好評で、今後はキャラクターグッズの製作にも取り組みたいと

検討している。 
  南知多町のイメージキャラクターとともに町全体を盛り上げ、地元住民や観光客に愛される町

づくりに行政と一体となって実施している。 
 
 
 
         フランソワーズ・びわ         南知多町キャラクター 
                            ミーナ 
 
 

 平成 20年 平成 25年 平成 30年 

0～14歳 11.6% 10.2% 9.1% 

15～64 歳 59.8% 59.4% 54.1% 

65 歳以上 28.6% 30.4% 34.8% 

合計 100% 100% 100% 
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【内海・山海地区の観光客推移（過去 10 年単位）と課題】 
 ※観光内訳：海水浴、みかん狩り・いちご狩り、釣り、遊覧、温泉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上図のように、平成元年から 10 年間で 62 万人の観光客減少、さらに 10 年後には約 53 万人

の減少により、昨年度までの 29 年間で約 130 万人もの観光客を失っている。 
 特に海水浴場に対して 10 代～20 代の若い世代の海離れが目立ち、その理由として「日焼けする

から」「プールのほうが楽しい」「海水はベタベタして嫌」などが挙げられ、地震による津波や水

難事故が怖いという意見もあって、レジャースタイルが大きく変わってきた。 
  アウトレットモールや大型ショッピングセンターへの人の流れ、全国各地に「道の駅」が      
 できており、地域の個性を生かしたショッピングや飲食を楽しめる工夫がされ集客力がある。 
   
  ２年後の東京オリンピックを短期目標とし当地区の観光資源の活用を最大限に生かし、需要を

図る広報活動が必須である。 
  新規開業者を増やすためにも、同様の観光客誘致に注力し、空き店舗を再利用できる支援策

を講じる必要がある。町内全体においてインバウンド取り組みの経済利用ができていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【管内の最重要課題】 
  ９月の秋口から２月までは温泉旅館があり観光資源に恵まれながらも閑散期となっており 
 夏のイメージの強い内海に執着しない一年を通した観光地であることを内海観光協会や南知 
 多町観光協会と連携し、若い世代から高齢者まで楽しめるプラン策定が必要である。 
 

 平成元年 平成 10年 平成 20年 平成 29年 

内海 1,866,000 1,308,000 939,000 844,000 

山海 434,000 372,000 215,000 149,000 

合計 2,300,000 1,680,000 1,154,000 993,000 

増減 － △620,000 △526,000 △161,000 

累計増減 － △620,000 △1,146,000 △1,307,000 

 
南知多町全体の 
平成 29 年月別観光客数 
 
南知多町全体では 7 月から

8 月にかけて海水浴客が多

く見られ、3 月から 5 月に

かけては「いちご狩り」「み

かん狩り」で賑わう時期と

なっている。 
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【内海・山海地区の海水浴場及びいちご狩り・みかん狩り】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【内海・山海地区の特徴】 

観光客誘致に伴う地域の環境については、以下の分析のとおりであり、今後の地域活性化 
 に向けた重要なターニングポイントになると考えられる。 
＜内海、山海地区のＳＷＯＴ分析＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

強み(S) 
・県内有数の海水浴場千鳥ヶ浜という観光

資源（南知多道路南知多 I・C より 10 分） 
 （名鉄内海駅より徒歩 15 分） 
・名古屋市やセントレアから 1 時間以内の

好立地 
・温泉があり、宿泊施設も充実している 
・漁港が近くにあり海産物が新鮮で豊富 
・南知多町内唯一の鉄道駅(内海駅)がある 
・いちご、みかんなど農産物が豊富 

弱み(W) 
・観光関連業者の連携が悪い 
・海に囲まれているので商圏が狭い 
・同町内の師崎、豊浜との連携がとれていない 
・海水浴場の客層が悪い、治安の悪化 
・観光資源を生かせていない 
・海水浴、忘・新年会シーズン以外の集客力 
・商店街が無い、駅前がシャッター通りになっ 

てしまっている 

機会(O) 
・外国人観光客の増加 
・自動車関連業の景気回復による 
消費の拡大 

・歴史的スポット「須佐の入江」 
・婚活イベントの開催 
・接待交際費の経費緩和の法改正による 
 飲食店利用者の増加 

脅威(T) 
・長島リゾート、ラグーナといった清潔で安全

な大型プールがトレンドになり海水浴離れ

が顕著 
・交通アクセスが便利になったので宿泊客の 
減少（日帰りが多い） 

・事業者の高齢化、若手経営者不足 
・大手小売チェーンの進出 

内海・山海地区には、海水浴場が海岸線の

ほとんどを占めており、いちご狩りやみか

ん狩りについても、内海地区に集中してい

る。 
内海海水浴場は、「千鳥ヶ浜海水浴場「西浜

海水浴場」「東浜海水浴場」「小桝海水浴場」

「山海海水浴場」とそれぞれ分かれており、

バーベキューのできる海岸、ジェットスキ

ーやサーフィンを楽しむこともできる海岸

が存在している。 
いちご狩りは２カ所、みかん狩りも２カ所

あり期間限定で実施している。 
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③小規模事業者の中長期的な振興の在り方 
 

このような現況の中、内海商工会では、これまで従来の経営改善普及事業を通じて小規模事業

者の支援をしてきたが、近年は事業者からの相談が高度化かつ専門的な案件が目立つようになっ

た。 

内海商工会としては、対応する職員の資質向上を図りながら経営発達支援計画を策定し、国・県

の施策を積極的に活用しながら次のように対応していく。 

会員事業所に対しては、巡回指導にて事業者と接触し、ヒアリングの中から経営課題を発見、

抽出し、課題に対して解決策を提案し、解決に向けての方策を見出していく。 

 

  数々の大型店の出店により、大型店との差別化の生き残り策は必須で、社会環境変化や事業主

の高齢化、後継者不足等、様々な問題から経営者たちの意識は低迷している。 

  南知多町は、恵まれた“種”のある地域でありながら、新しいことへの取り組みを好まない保

守的な性質であり、これも高齢化地域による向上心の欠如が影響している。 

 

  愛知県においては、平成２８年に「あいち観光戦略」を策定し、訪日外客誘致に向けたプ 

 ロモーションと受け入れ体制の強化、観光資源の充実とブランド化の推進、観光交流拠点県 

 としての機能強化、ＭＩＣＥ・スポーツ大会 を通じた誘客推進、戦略的な観光ひとづくり、 

 民間活力の活用といった６つの戦略を位置づけ、２０２６年のアジア大会 の誘致や空港島に 

 おける国際展示場の整備などの事業を展開している。２０２７年のリニア中央新幹線開通 を 

 前に愛知県への来訪者はますます増えるものと考えられる 

  インバウンド客をターゲットとする場合には、その地域だけで取り組むのではなく、滞在 

 日数に合わせた広域観光周遊ルートを形成するなど、広域で連携して取り組むことが重要と 

 されている。 

 

５年後の小規模事業者数は現状維持を目指し 、そのためには現事業所の維持と新規創業の両

立が不可欠である。観光客やランチまたはディナーの利用客を増やすために、内海・山海地区に

しかない「新しいグルメ」の開発に力を入れ、観光については寺院巡りやパワースポット（つぶ

て浦等）への誘致プランを立て、「健康食と体力づくり」をテーマに実施する。 

これらを踏まえ、１０年後の小規模事業者数２％増を目標 とし、全国で集客努力をして成功

を収めている市町村を参考に、保守派から勢力派へと磨きをかけて取り組んでいきたい。 

当商工会観光部内へ、平成３０年３月に「内海・山海向上委員会」を立ち上げ、観光協会 

とは別の角度から見た当地区の可能性を引き出すために、１５事業所の有志が集い毎月１回 

ペースで「人を呼び込むアイデア」を自由に発言し、試作、改善をしながら内海・山海地区を 

元気にする取り組みを進めている。地域をよく知る事業者の集会により建設的な議論がされ 

実現に向けて５年後、１０年後まで継続できる観光事業の各プランを提案している。 

 

  平成 28年 8月 31日に愛知県道路公社と運営権者である愛知道路コンセッション株式会社の間

で「愛知県有料道路運営等事業」の実施契約が締結され、全国初となる民間事業者による有料道

路の運営が 10月 1日から開始された。 

  愛知県下８路線が日本初となる民営化 によって、魅力ある道路整備、パーキングエリアの拡

充、料金値下げなど様々な取り組みがされており、地域活性化に期待が寄せられている。 
  平成 30 年 7月には、知多半島道路の大府ＰＡ（上り）、阿久比ＰＡ（下り）がリニューアルオ

ープンし、地域特産品コーナーや飲食店の充実により多くの人が立ち寄っている。 
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④経営発達支援事業の目標 
 
○内海地区には「日帰り温泉」を利用できる施設（事業所）が複数存在し、幅広い年齢層か    
 ら人気の温泉巡りを中心に観光客３０％増を目標とする。 
○知多半島周囲を通る道路２４７号線において、本格的にサイクリングを楽しんでいる人  
 を見かけることが多いため、自動車駐車場のみならず自転車のスタンド設置を各拠点に置

き、休憩する場所をホテル旅館業、飲食業の事業所と連携しておもてなしの窓口として事業

展開することを目標にし、併せてレンタル自転車事業も同時にすすめていく。 
○独自の技術やノウハウを再認識することで、個社の魅力を再発掘し、売上・利益を増強 
 することのできる小規模事業者を育成する。また支援をしながら小規模事業者の潜在的 
 な魅力を引き上げるとともに、次世代に継承しながら地域産業の維持・活性化を図り、 
 地域の底上げを目指す。 
○南知多町の「名産品認定制度」や「ミーナの恵みブランド」の魅力を高め、認知度向上 
 と制度活用の拡大を図る。認定を受けた小規模事業者への販路開拓等の支援を実施しな 
 がら、成長と安定を目指した小規模事業者を育成する。 
○行政機関をはじめ、知多半島観光圏協議会や知多地域経済会議との連携を図ることで、今後

の道路事情の発展とともに物流・流通の利便性がさらに良くなる当地域の特徴を生かした事

業活動を促進し、地域経済の振興に寄与する。 
  ○フェイスブックやインスタグラム、ホームページの近代的ＩＴの活用により、潜在客や 
   見込み客等の獲得支援の実施。 
   
⑤目標達成に向けた実施方針 

 
○小規模事業者個社の支援については、各事業者の内部事情や外部事情等を十分に把握し、 
 どのように進めていくのか具体的な提案を、知多県民センター、南知多町役場といった行政

や知多半島観光圏協議会、知多地域経済会議（５市５町の商工会議所・商工会）の関連機関、

(株)日本政策金融公庫や知多信用金庫、半田信用金庫、三菱ＵＦＪ銀行などの金融機関と定

期的に会議を実施し、地域の特性を生かせるアイデアを持ち合わせ、特に中部国際空港から

以南に向けて来訪したいという仕組みづくりを３年以内に行い、５年後には 
 知名度を上げながら定着するよう継続支援を行っていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

内海･山海の 
観光(パワー)スポット 

内海・山海の 
グルメコース 

内海・山海の 
体験・海水浴レジャー 

Ｓ Ｎ Ｓ  
ネ ッ ト  
雑  誌  
新  聞  
テ レ ビ  
ラ ジ オ  
観光会社 

内海来場 
愛知県内 
愛知県外 

 
日本人向 

 
外国人向 

情 

報 

魅 

力 

感 

動 

お
も
て
な
し
の
心 

観
光
客
リ
ピ
ー
タ
ー
の
獲
得 



１０ 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

 
（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
【現状と課題】  

内海商工会は小規模事業者の持続的発展に向け経営指導員の巡回・窓口相談、各種講習会、セ

ミナー、連携機関からの情報等を通して地域の経済動向情報を得ている。また当商工会は、平成

23 年より 7 年間、全国連からの受託事業「景気動向調査」を四半期ごとに実施している。しか

し景気動向調査は現在 15 件と少なく、地域の経済動向を把握する上では、地区内の経済情報や

業種を取り巻く業界動向等の情報が不足している。 
連携機関からの情報については、職員間の情報共有に留まっているが、今後は積極的に収集・

分析し、地域の経済動向把握に活用していく必要がある。 
 

【事業内容】 
（１）管内小規模事業者における業況アンケート調査の実施（新規事業） 
 
  愛知県商工会連合会が実施している中小企業景況調査や愛知県及び日本政策金融公庫、地元 
 金融機関等が実施している知多地域の景況調査のレポートデータを収集し、地域内の経済動  
 向に関する情報として職員間で共有するとともに、業種毎の課題を抽出し分析する。 
  正確な情報収集を求めるために、内海商工会独自のアンケート調査票を作成し調査を実施 

 する。小規模事業者にとって回答しやすい内容とし、調査の目的・項目を明確にする。 

   

調査目的 

 全小規模事業者の内、調査協力に応じてもらえる小規模事業者経営者の内

容を把握し、内海管内の経済・景気動向を分析して、その結果を公表する。 

 それにより、地域経済に関心を持っていただき、自社の経営分析や事業計

画策定の必要性を理解してもらうことを目的とする。 

情報収集 

整理分析 

を行う項目 

 基本的には景況調査のレポートに記載されている項目を把握し、小規模事

業者に提供する際のレポートに記載する項目は、 

① 業況判断ＤＩ（産業別） 

② 売上額ＤＩ 

③ 原材料・商品仕入単価ＤＩ 

④ 採算ＤＩ経常利益 

⑤ 設備投資、在庫 

⑥ 取引先、雇用人数、後継者の有無 

⑦ その他問題点。 

調査手段 

 年１回、内海商工会会員・非会員事業所にアンケート調査票を郵送する。 

経営指導員を中心に巡回をとおしてアンケート調査票を回収し、調査内容の 

記載不足があればヒヤリングなどで追記・修正を行う。 

収集した情報を整理した結果は、職員会議で共有し統一した地域経済の見解

のもとに支援を行う体制づくりに役立てる。 
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分析方法 

 収集・整理した情報（景況調査結果等）は、職員ミーティングで提示及び 

意見交換を行い、景気動向を分析する。調査項目ごとの推移を把握すること 

で、事業者の特異な兆候を見出すことができる。 

提供方法 

現在利用している全国商工会連合会の基幹システムを活用し基礎データに

反映させる。 

愛知県や金融機関が公表する景気動向調査や愛知県商工会連合会が実施し

ている中小企業景況調査等から抜粋した項目の推移がわかるよう作成し、商

工会窓口や巡回時に会員以外の方を含めた小規模事業者へ提供する。 

成果の 

活用方法 

 収集した情報すべてを、職員で整理・共有することから始め、地域経済の 

見解を冷静に第三者の角度からも見定め、支援体制づくりに役立てる。 

巡回や窓口相談の際に、整理された情報をもとに自社の経営分析や事業計画 

策定に活用していただく。 

 ホームページの閲覧についても説明し、定期的にチェックして見て頂くよ

う促すようにする。 

 

公開目標 H31年度 H32年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

公開回数 １回 １回 １回 １回 １回 

 

 

（２）金融機関等との連絡会議による情報収集（拡充事業） 

 

  これまでの金融機関等からの情報は、一般的な内容であり、当商工会内に留まることが多か 

 ったが、今後は連携を強化し小規模事業者にとって有益な情報交換を行い、地域経済の活性 

 化に繋がる情報収集ならびに情報公開を実施していく。 

  管内の金融機関である知多信用金庫内海支店との懇談会を 年２回 開催し、内海管内の景気 

 経済動向を情報共有し、地域経済動向を収集する。 

  また、日本政策金融公庫熱田支店は、年１回マル経協議会 及び 一日公庫融資相談２回 にて、

愛知県信用保証協会は年１回 の担当者会議にて情報交換を行うことにより、愛知県下の景気・

経済動向を収集する。 

  全国的な経済動向情報は、日本政策金融公庫が発行する全国中小企業動向調査結果、愛知 

 県商工会連合会が発行する中小企業動向調査、愛知県信用保証協会が発行する保証月報等を 

 活用する。金融機関との情報交換等で得た地域経済、金融動向などは、巡回時に小規模事業者へ

提供し、事業計画策定等に役立てる。 

 

収集目的 金融関係に特化した情報を得るために実施する。 

収集項目 金融需要動向、各種施策（優良な融資制度等） 

情報収集 

提供方法 

年３回実施する（マル経協議会含む）日本政策金融公庫、愛知県信用保証協

会との協議会や、年２回実施する知多信用金庫との懇談会にて、金融需要動

向、各種融資制度の情報を入手する。入手した情報は、巡回や窓口相談の際

に提供し、商工会ホームページへの掲載も行うため、その周知も同時に実施

する。 

分析手法 

共有方法 

収集した情報は、月１回の職員ミーティングにおいて提示し、職員全員との 

共有・意見交換のもと、情報整理した上で金融分析結果を作成する。 
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成果の 

活用方法 

整理した情報の結果は、職員ミーティングで共有し、地域経済の見解をもと

に支援体制づくりに役立てる。 

巡回や窓口相談の際に、整理された情報をもとに自社の経営分析や事業計画 

策定に活用していただく。ホームページの閲覧についても説明し、定期的に

チェックして見て頂くよう促すようにする。 

 
【この調査によるホームページ公開数値目標】 

公開目標 H31年度 H32年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

公開回数 １回 １回 １回 １回 １回 

 
（３）国が提供するビッグデータの活用（新規事業） 
 
  当地域において稼働率の良い産業や事業者に対し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導 
 員が「ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）」を活用した地域の経済動向を分析し年１回公表する。 
 

分析方法 

地域経済循環マップ・生産分析 何で稼いでるか等を分析 

まちづくりマップ・From-to 分析 人の動き等を分析 

産業構造マップ 産業の現状等を分析 

  
  上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 
 但し、南知多町には町内に３つの商工会が存在しているため、本システム上では「南知多町」全体 
 のデータ収集しかできないため町全体及び知多地域全体の分析として捉え、内海・山海管内の細かい

情報はアンケート等によって収集を行う。 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】  
 
【現状と課題】  

小規模事業者が持続的に発展していくためには、大企業にはない小回りのきく経営や 価格以

外の強みで乗り越えていく必要があるが、自社の経営分析を行い、その強み・弱みを明確に理

解している事業者は極めて少ない。内海商工会においても、マル経融資等の金融斡旋、持続化

補助金やものづくり補助金等の補助金申請時にのみ経営分析を実施している。  
今後は、小規模事業者の持続的発展のため経営戦略に役立つ経営分析を商工会から提案し 

 ていく必要がある。 
 
【改善方法】  

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、講習会や各種セミナーの開

催等を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。経営分析にあたっては、対症療法的な 経営分

析ではなく、小規模事業者の事業計画策定や経営支援に活かせられるような分析を行う。  専

門的な課題等については、愛知県商工会連合会やミラサポ（中小企業・小規模企業・創業者のた

めの中小企業庁の支援策）と連携し、専門家派遣事業を活用する。 
   
【事業内容】  

 
（１）巡回訪問による経営分析の実施及び説明（拡充事業） 

小規模事業者に対して巡回訪問により、現状のヒヤリングを行い、経営分析を提案し、中小 

企業基盤整備機構の経営自己診断システムや記帳機械化利用者に対しては会計システム 

「弥生会計」を活用し、財務分析（定量分析）を行い現状を数値によって説明する。 
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分析資料としては、前年同月対比表、前年四半期対比表、連続５期経営分析、損益分岐点分 

析などを提示する。 

財務分析結果は、経営指導標としての活用を啓発するとともに、定性分析も含めた経営分析 

 の重要性を理解して頂く。その後、ヒヤリングをもとに定性分析を実施し、整理した上で小規模

事業者に説明する。 

 

【分析手法と主な分析項目】 

 

分析手法 主な分析項目と情報収集項目 

財務分析 

（定量分析） 

収益性（総資産利益率、自己資本利益率、売上高利益率、損益分岐点等） 

安全性（流動比率、自己資本比率等） 

効率性（総資本回転率、在庫回転率、売上債権回転率等） 

成長性（財務主要項目の推移等）・資金繰り分析指標等 

ＡＢＣ分析 

（定量分析） 

小規模事業者の業界毎の重要指標を分析する。 

製造業｛顧客別売上（利益）、技術別売上、不良品件数、クレーム等｝ 

飲食業｛商品別売上（利益）、クレーム件数等｝ 

３Ｃ分析 

（定性分析） 

環境分析の一環としては 

○市場、顧客｛Customer（成長性、規模、構造、決定要因等｝ 

○競合｛Competitor（経営資源、戦略、業績等）｝ 

○自社｛Company（経営資源。戦略、業績等）｝ 

の分析を行い、成功要因を特定する。 

ＳＷＯＴ分析 

（定性分析） 

外部環境（政治動向、規制、経済、景気、社会動向、技術動向、業界環境

の変化や顧客ニーズ等）と内部環境（強み、弱み）を分析し、戦略立案の 

基盤とする。 

 

 

（２）経営分析セミナー参加者への経営分析の実施（拡充事業） 

  業界・業種に精通した情報や見識をもった分析が必要と判断した場合には、専門家を派遣 

 し対応する。専門家の選定、派遣については愛知県商工会連合会のエキスパートバンク事業 

 や国のワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点・ミラサポ）を活用する。 

 

 

（３）金融相談における経営分析（拡充事業） 

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）推薦事業所について、個別案件毎に経営 

 分析を実施し、今後の円滑な事業展開のための助言を行う。 

  また、それ以外の金融相談でも原則として経営分析を行い、事業所の経営課題の抽出に努め 

 る。融資利用者の一覧表を作成し、融資後１年毎の事後指導を中心とした巡回を実施し、資金 

 融資効果、収益性の向上など推薦書等との比較分析を実施して、今後の事業計画策定に活用 

 する。必要に応じて日本政策金融公庫と経営指導員が連携し、中小企業診断士専門家を交えて 

 資金繰りを中心とする経営アドバイス等を行う。 

  事業者は、売上や利益の変動には注視しているが、資金繰りについては経験値からの感覚 

 に頼る傾向にある。キャッシュフロー分析を行うことで資金上の問題点を把握することがで 

 き、経営分析結果を事業計画策定に活用する。 
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分析手法 

①ＳＷＯＴ分析（自社の強み、弱み、機会、脅威を分析） 

②財務分析（収益性、安全性、成長性を分析） 

③キャッシュフロー分析 

収集項目 

①内部環境として自社の資産（商品力、製品力、人材、生産能力） 

②外部環境として自社の業界動向、競合、顧客、市場 

③決算書の数値（売上高、原価、販管費等の損益情報、流動資産、固定資

産、流動・固定負債等の賃貸情報等） 

実施体制 

融資相談時に小規模事業者の決算書を２期分、直近の残高試算表を確認し 

業況等と今後の見通しについてヒヤリングを実施します。 

各種帳票より財務分析、資金繰り、キャッシュフロー分析を行い、適切な 

経営状態か分析する。 

 

【経営分析結果の成果の活用方法】 

分析結果は、管内事業者巡回により提供する。今後成長・発展するためにはどのような取り 

 組みが必要になるか検討するきっかけづくりとなり、事業計画の策定をしていく。 

  分析結果に応じて、分析を実施した全事業所へフィードバックを行う。 

 

【セミナー開催目標回数及び経営分析目標件数】 

支 援 内 容 H31年度 H32年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

セミナー回数 ２回 ３回 ３回 ４回 ４回 

経営分析件数 ２０件 ２２件 ２４件 ２６件 ２８件 

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 
【現状と課題】  

内海商工会の管内事業者にあっては経営分析同様に、マル経融資等の金融斡旋、ものづくり補

助金等の補助金申請時にのみ事業計画策定支援を実施している。 創業支援については、随時事

業計画策定や資金融資等の相談に応じているが、創業者の積極的な掘り起こしは行っていない。

第二創業（経営革新）については、事業者に呼びかけ、経営革新承認支援を推進している。補助

金獲得という目的になりがちな側面もあり、必ずしも中長期的な事業計画として活用されている

ケースは少ないのが現状である。今後は小規模事業者の経営課題を解決し、中長期的視野で経営

を実践できるよう支援する必要がある。 
 
【支援に対する考え方】 
  小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識 
 変化を促せるわけではないため、「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫することで 
 取り組みに対するハードルを下げる。このことにより、２．で経営分析を行った事業所の３割 
 程度、３年の事業計画策定を目指す。 
  併せて、持続化補助金の申請を契機として経営計画の策定を目指す事業者の中から、実現可 
 能性の高いものを選定し、地域の経済動向調査や需要動向調査を踏まえた上で事業計画の策定に

つなげていく。 
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【事業内容】  
（１）重点支援先の選定と事業計画策定指導の徹底（拡充事業） 

経営分析を実施した小規模事業者に対し、巡回等の経営相談時に事業計画策定の必要性・重 

 要性の周知を実施する。 
  その中で、重点支援先を選定し、外部専門家・各種関係機関とも連携した事業計画策定支援 
 を伴走型支援で実施する。新規性のある取り組みには経営革新計画の申請を行うようアドバ 
 イスを行う。これらの施策についても説明周知を実施していく。 
  このように、経営指導員が小規模事業者に伴走型で支援することで、実現性の高い事業計画 
 を策定する。 

また、事業計画策定セミナー及び個別相談会を開催することで、事業計画の重要性を理解し

て頂き事業計画策定に対する意欲を喚起する。 
 
（２）創業（予定者含む）、第２創業・事業継承に伴う事業計画策定指導（拡充事業） 

内海管内において、廃業等による小規模事業者の減少に歯止めをかけるために、新規創業者 

 支援を実施することは、新産業の創出、雇用の拡大、地域の活性化につながる重要な取り組みで

ある。しかしながら、地域資源の活用が生かしきれていないこともあり、海水浴シーズン外 
 の季節は観光客もまばらで、特に旅館・飲食店業者のオフシーズンの経営は不安定である。 
 

このような現状の中、内海管内はもとより南知多町内における新規開業者はほとんどなく 
 内海の地で開業できる支援を大幅に改善提案しながら人を呼び込める環境整備も必要となる。 
  海の幸、山の幸には恵まれた地域であることから、新しい創作料理店等の開業を支援、募集 
 ができるよう、雑誌、新聞、インターネット等を活用して全面的にバックアップできる体制 
 を金融機関や行政とともに連携して実施していく。 
  経営指導員を中心に、第２創業・事業承継の対象となる小規模事業者巡回時に、事業主・ 
 後継者両者の事業承継に関する考え方、現状と課題等についてヒヤリングを実施する。 
 
【セミナーの開催・事業計画策定目標件数】 

支援内容 H31年度 H32年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 
事業計画策定セミナー 
開催回数（集団） １回 １回 １回 １回 １回 

事業計画策定セミナー 
参加人数（集団） ５社 ５社 ６社 ６社 ７社 

個別相談会開催回数 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

個別相談会参加人数／3 回 ９人 ９人 ９人 ９人 ９人 

事業計画 
策定件数 

既存事業者

策定件数 ８件 ８件 ８件 ８件 ８件 
創業計画・

第２創業・

事業承継計

画策定件数 

３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

合計 １１件 １１件 １１件 １１件 １１件 
 

創業計画策定件数 １件 １件 １件 １件 １件 
第２創業・事業承継

計画策定件数 
２件 ２件 ２件 ２件 ２件 
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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】 
 
【現状と課題】  

経営指導員による巡回時や金融相談、記帳・税務・労務相談など日常的な相談を通して、持続

化補助金や専門家派遣制度を活用した事業所へのフォローアップをしなければならないが、経営

指導員個々の分析にゆだねており、それ以外の専門情報データ等の調査結果分析を活用してこな

かったことで、統一した事業所の把握には結びつけず、今後は商工会の 事業者に寄り添ったフ

ォローアップが課題 となる。 
 

 
【目的】 

 事業計画策定事業所について、定期的に調査・分析を行い、地域内の小規模事業者の実態を業

種ごとに 事業計画の進捗状況を把握 する。調査に当たっては、経営指導員等が巡回によりヒヤ

リングやアンケート調査等を行う。このことにより、小規模事業者の経営上の課題や問題点を抽

出し、小規模事業者等の 中長期的な振興のあり方を踏まえたうえで、目標を設定し、達成に向

けて小規模事業者に対して事業計画を推進 させる。  
 
 
【事業内容】  
（１）巡回訪問による事業計画の進捗状況の確認（拡充事業） 

事業計画策定後は、既存事業者は４半期に１回、創業・事業承継者は年間５回以上巡回訪問 

 し事業計画の進捗状況を確認する。 

  創業・事業承継者は、既存事業者よりも面談・支援回数を増やし、定性的フォローを実施す 

 るよう慎重な姿勢で対応していく。 

  事業者の状況や事業計画の進捗状況については、基幹システムに入力して支援履歴が分かる 

 ように整理し、職員間でこれらの情報を共有する。 

 進捗が滞っている小規模事業者については、月１回の職員ミーティング でその支援方法について

議論し解決に向けた方向性を見出し提案する。 

 

（２）専門家派遣によるフォローアップ支援（拡充事業） 

巡回訪問により、高度な課題が発生していることが把握できた場合は、愛知県商工会連合会 

 のエキスパートバンク事業や国のワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点）による専門家 

 と連携し支援を実施する。 

 その課題に応じた専門家を派遣支援することによって、円滑な事業推進を図ることができる。 

 

（３）事業推進に資する施策の情報提供（拡充事業） 

国、県、南知多町、その他支援機関が行う支援策を商工会のホームページに掲載して周知し 

 経営指導員は事業計画策定者に対して、巡回訪問により活用に向けて必要な指導・助言を行って

いく。 

 

（４）事業推進に資する融資制度の活用（拡充事業） 

日本政策金融公庫の事業の持続的発展のために必要な事業資金を低利で融資する「マル経」 

 「普通貸付」や、地域信用金庫と連携と取り支援先の状況を把握した上で、一番理想的な融資 

制度を活用し、事業者にとって負担の少ない方法で、今後の経営についてのフォローアップを 

実施していく。 
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【目標（延数）】既存事業者の内３件は４半期に１回、他の３件は年２回とする。 

創業・事業承継者は年間５回以上 

項  目 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

既存事業者の事業計画策定後 

フォローアップ件数（延数） 
６件 ６件 ６件 ６件 ６件 

既存事業者の事業計画策定後 

フォローアップ回数計（延数） 
１８回 １８回 １８回 １８回 １８回 

創業・第２創業・事業承継 

計画策定後フォローアップ件数 
３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

創業・第２創業・事業承継 

フォローアップ回数計 
１５回 １５回 １５回 １５回 １５回 

 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
【現状と課題】 
  内海地区は、観光を主とした取り組みを掲げているが、小規模事業者同士の連携による観光客

誘致が不完全で、それぞれの利点はあるものの、効果的な需要拡大の施策に苦しんでいる。 
各事業者の商品やサービス等の需要動向については、経営指導員による巡回、窓口相談とい 
った情報収集のみが現状であり、販路開拓等への有効活用ができていない。 

  今後は、客観的なデータに基づいた経営判断が求められ、商工会としては個々の商品やサービ

スに関する情報を収集し、経営支援体制づくりを行う必要がある。 
  また、第二創業も含む創業計画や新事業への進出計画など、ニーズ拡大への対応も支援できる

情報提供を実施していかなければならない。 
 
【調査対象事業者数】 
  観光関連の小規模事業者に対して、知多地域の観光支援サービス等を活用しながら、多様化す

る課題に対応した商品やきめ細かなサービスを創出し、観光客のニーズに合った市場の動向を探

り、地域連携を図る施策の提案と、観光関連以外の事業者に対しても同様に買い手のニーズ、新

しい商品開発に向けて新たな販路開拓を随時実施しながら、地域の小規模事業者を支援強化して

いく。 
  

需要動向調査 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

事業者目標数 １０件 １２件 １４件 １６件 １８件 
 
【事業内容】 
  小規模事業者の需要動向を把握し、事業者の希望に沿った事業計画を策定後、現実性のある取

り組みを実践しながら改善を重ね最適なマーケティングを提案する。 
 

【情報収集及び調査分析の具体的方法】 

（１）個々の事業者の商品・サービスに関する市場情報を収集し提供する（新規事業） 

 

① 支援対象者 

事業計画を策定した小規模事業者すべてを対象とし、その中でも重点的に創業・第二創業 

   の予定者や、新商品、新サービスの開発に意欲的な事業者、販路開拓に積極的な事業者、収 
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  益基盤の充実に前向きな事業者など、持続的な経営に対して積極的に取り組んでいこうとす 

  る事業者を中心に情報提供する。 

 

② 情報収集項目・調査分析の具体的手法 

    二次調査データのうち、下記のような各事業者の商品・サービスに関わるデータについて、 

  個々の事業者に関係のある資料を抽出し情報提供を行う。 

   知多半島を縦に走る高速道路「知多半島道路及び南知多道路」上にある大府パーキングエリ

ア及び阿久比パーキングエリアへの土産品販売コーナーにおいても試食販売を現在実施して

いる。（菓子店２社、小売店３社） 

 

業種 商品･サービス 調査対象 調査方法 調査項目 その他 

飲食業 
喫茶店・料理店

の新メニュー 

地元商圏内

の 20～30代

の男女 

商 工 会 青 年

部、女性部、

家族や友人等

（10名） 

味・食感・価

格・量・見た

目・店の雰囲気

など 

新メニュー

の改善点や

商品名など

を募る 

旅館業 

（温泉） 

日帰りメニュー

や一泊２食付メ

ニュー、温泉 

地元商圏内

の 20～60代

の女性 

期間限定無料

サービスや半

額サービス等

で宣伝 

（5～10名） 

料理の味・価

格・量など 

清潔感、接客態

度、温泉の湯加

減など 

遠方からの

来客による

一泊旅行を

見込んだ戦

略。日帰り

コースなど 

菓子店 

小売店 

人気商品の紹介 

新商品 

地元商圏内

の 10～60代

の男女。 

人気商品は

全国へ 

商工会、関連

団体等の集会

で試食会 

（10～20名） 

味・インパク

ト・パッケー

ジ・形・色・ 

食感など 

お祭り行事

等への出店 

観光名産品

への認定 

 

 【二次調査データの収集】 

カテゴリー 調査情報源 抽出項目 活用イメージ 

現在の市場 

の定量情報 

家計調査、経済センサス、日経

テレコン/POS等の統計・定量デ

ータ 

対象とする市場 

(BtoC/BtoB)の規模 

地域、年齢層等 

想定ターゲットの

市場規模とその経

年変化と予測 

現在の市場 

の定性情報 

一般的な市場調査のデータを

集めた「調査のチカラ」や個社

の事業に関連する商品・サービ

スに関するブログやネット上

の口コミなどとともに、関連す

る新聞記事や雑誌記事等 

対象とするターゲ

ットの意識動向や

競合事業者等の動

きと評価 

想定ターゲットの

抱える悩み・不満、 

市場攻略のアプロ

ーチの可能性 

今後の市場 

予測情報 

業界分析を特異とする「矢野経

済研究所」などの資料。 

文部科学省「科学技術予測調査

（デルファイ調査）」や日経 BP 

未来研究所の発行レポートな

どの予測資料等 

市場規模の推移と

今後の予測等 

個社の事業計画に

関わる市場の今後

の予測と戦略の方

向性へ反映 
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  二次データだけでは補えない需要動向については、一次調査として独自調査を行い、個社の 

 新商品・新サービスについての評価等を提供する。 

  個々の調査については、調査対象とする個社の商品・サービスの内容に合わせて具体的に検   

 討し調査をするが、当地区管内の事業者に該当する想定されそうな調査を提示する。 

 

③ 情報提供方法 

   事業計画を策定した事業者の商品・サービスについては、関連する事業者に対して提供 

  するものとし、事業計画策定後の巡回指導、窓口相談時に資料として提供する。 

 

【成果の活用方法】 

  情報提供だけではなく、事業計画の変更や市場開拓に対する活用など事業に反映できるよう 

 経営指導員がアドバイスしながら環境変化への対応能力を事業主に身につけてもらい、実行に 

 結びつける。また、対象となる個社の商品やサービスについて、リニューアル、試作品の開発 

 等のブラッシュアップを行っていく。 

  また、新たな取引先となるターゲットに対するアプローチの方法を小規模事業者、中小企業 

 診断士と一体となって検討する。 

 

【調査支援を実施する目標】 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 

【現状と課題】 
各事業所（店舗）においては、店頭販売とインターネットによる通信販売の両方から、全国に

向けて販売促進に努めている。しかしながら、南知多名産品を含む各事業所からの新商品情報が

少なく、南知多町で特に内海地区の目玉となる商品開発が求められ、観光地としての強みアピー

ルも不足しているのが現状である。 

  今後、能動的な事業支援を実施するためには、事業計画に基づいた販売ルートや展示会場等へ

の出展を提案していく必要がある。 

 

【目的】 
  小規模事業者の需要拡充・販路開拓の方策として、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、ホームペ 

ージ・ＳＮＳなどを最大限に活用し、展示会等への積極的な参加を促し、海の幸と山の幸に恵 

まれた町として広報宣伝を随時更新しながら、ブランドの確立及び商品のブラッシュアップを 

実施する。 

 

【販路拡大支援の考え方】 

  小規模事業者の持続的発展のため、新たな需要を開拓することを目的とし、商品・サービス 

 のブラッシュアップからマスメディアなど各種広報活動による情報発信、商談会・展示会等の 

 開催または参加による販売ルート、販売機会の開拓、持続的な利益創出の模索まで一貫した伴 

 走支援を実施する。対象としては、事業計画を策定した事業者で、市場投入や販路開拓を求め 

 ている小規模事業者とする。 

実施年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査支援の事業者数 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 
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【支援の具体的手法】 

  事業計画の策定・実施支援【指針②】の事業内容と連携し、個別事業者の事業計画に合わせ 

 効果を最大化する販路開拓の活動を具体化し伴走支援を実施する。 

 

（１） 販路開拓に向けた商品・サービスのフォローアップ（拡充事業） 

   需要動向調査で得られた調査結果を反映し、各種業界に通じた専門家によるブラッシュア 

  ップにより、個社の開発した商品・サービスの訴求コンセプトの規定、商品のパッケージの 

  デザイン、商品・サービスの内容の改訂などについて、対象市場に通じた専門家のノウハウ 

  を活用しながら、フォローアップを実施していく。 

 

（２） 販路開拓のための情報発信（拡充事業） 

① 自社からの情報発信型に対する支援 

   事業者が自ら発信する形の情報発信を支援するものとして、プレリリースやマスメディア 

  への情報発信などを自社で発信する手法（記者クラブ投入・ＦＡＸ配信等）だけでなく、商 

  工会で実施している共同プレリリース配信サービスを活用することで支援する。 

  同時に、インターネットを活用した情報発信として、自社サイトや自社の SNS（Facebook、 

  インスタグラム、twitter 等）を活用した情報発信 についても個社の課題に応じて支援する。 

 

② 他社サイトを活用した情報発信型への支援 

   事業者が他社の情報発信の仕組みを活用して情報発信し、ネット販売も展開する活動につ 

  いても支援する。 

  オンラインショップも構築できる 全国商工会連合会の「ＳＨＩＦＴ（インターネット事業支 

  援）」や「ニッポンセレクト.com」、無料ホームページ作成サービス「jimdo」や「Wix」などを

活用して、売上に直結するマーケットとして個社のホームページの構築支援も実施する。 

  楽天市場やヤフーなどのネットショップ についても選択肢として検討していく。 

   さらに、単なる構築だけではなく、需要動向調査で得られた調査結果なども反映しながら 

  ターゲット層に合わせた形で、より効率よく効果的にアクセス数を上げるＳＥＯ対策なども 

  支援する。 

   商工会だけで対応が難しい場合は、ＩＴ系の専門家による支援が可能である。 

 

（３） ビジネスマッチングによる販路開拓（拡充事業） 

愛知県商工会連合会が関連する「メッセナゴヤ」「異業種交流展示会」などを活用した出展 

  により、幅広い客層とのビジネスマッチングの機会を随時提供する。 

  見本市、展示会、商談会、ビジネスマッチングは、一般消費者よりも対企業との取引拡大に 

  おいて有効である。 

【目標】 

項 目 H31 年 H32 年 H33 年 H34 年 H35 年 

販路開拓に向けたノウハウ等の支援件数 10件 12件 14件 16件 18件 

自社からの情報発信型及び他社サイト

を活用した情報発信型への支援件数 
6件 6件 6件 6件 6件 

ビジネスマッチング出展支援件数 3件 3件 3件 3件 3件 

ビジネスマッチング新規取引先開拓数 3件 3件 3件 3件 3件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 
【現状と課題】 

当商工会の管轄エリアである内海、山海地区の特徴としては、日本の渚百選にも選ばれた「千

鳥ヶ浜海水浴場」は２km の美しい世界で最も粒の小さい砂浜として有名で、夏は多くの海水浴

客が訪れる為、それに付随した観光業が盛んである。 

南知多町唯一の鉄道駅である名鉄内海駅があり、海水浴場まで徒歩で１５分、知多半島を縦に

走る高速道路「南知多 IC」を降りて車で海岸まで１０分と、電車・自動車共に近くて便利であ

る。また、内海まで電車・車の利用で名古屋から約６０分、中部国際空港から約４０分と交通の

アクセスはとても良い。 

  しかし、内海の観光シーズンは夏の海水浴のみで約３０万人が訪れ、９月中旬には観光客が 

 急激に減り、秋の紅葉、秋の味覚、秋の温泉宿というものも内海に存在し、海の見える露天風 

 呂など最高の観光地でありながら、宣伝ができていないという大きな課題がある。 

 

【内海地区の主なイベント】 

開催月 事業内容 開催場所 

６月中旬 おたから博地引き網 東浜海水浴場 

６月下旬 内海海水浴場海開き（千鳥ヶ浜海水浴場 他） 内海海水浴場 

８月 17 日 内海メ～テレ花火大会 千鳥ヶ浜海水浴場 

８月下旬 内海納涼夏祭り（盆踊り） 内海商工会館前 

９月中旬 ミナフェス（師崎、豊浜、内海３商工会合同） 豊浜漁港特設会場 

11 月初旬 南知多町産業まつり（各団体等８０店） 豊浜漁港特設会場 

12 月下旬 内海保育所サンタクロース事業(青年･女性部) 内海保育所 

１月初旬 年末大売り出し（餅つき大会） 内海商工会館前 

２月初旬 内海保育所節分事業 内海保育所 

 

○恵まれた海岸、海の幸・山の幸、古民家等を利用した「テレビドラマ」や映画の撮影地とし   

 て候補に挙げられており、宣伝効果は今後期待できる。 

 

①南知多町産業まつり事業 

 毎年、１１月第一日曜日に、南知多町長をはじめとする、農業、漁業、商工業、観光業に関 

連する組合組織等により構成された協議会が中心となって、豊浜漁港施設用地内にて実施してい

る。出展テント数は約 80件のほか、お楽しみ抽選会やもちまき、ライブイベント等が開催され、

南知多町内外の来場者約 10,000人の幅広い年齢層客で会場はにぎわっている。 

 主な出展品目は、南知多町の農畜産物、海産物、干物、菓子、たこ焼き、団子、ラーメンな 

どほかにも多くの飲食店や土産店が主となっているが、マンネリ化の改善は必須である。 

【趣旨】南知多町の農業、漁業、商工業、観光等を広く町民に理解していただくとともに町内外へ

の紹介のため生産物等を展示即売し、生産性の向上と消費意識の高揚を図り産業の振興に寄与す

る。 
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②内海海水浴場を利用した各種イベントの開催 

 内海の夏の有名なイベントいえば「内海メ～テレ花火大会」で、平成２９年度までは「中日新聞」

が５０年余りメインスポンサーであったが、平成３０年度より「名古屋テレビ（メ～テレ）」が

メインスポンサーに変わり、テレビ局としてのメリットを十分生かし、年間を通して地域の活性

化に対する協力支援もほぼ決定 している。花火大会当日は多くの来場者が訪れ周囲の飲食店や

旅館などでは特別予約席として花火鑑賞の場を設け、売上増加に大きく貢献している。 

 他にもロケット花火やＤＪダンスイベントなど実施している。１０代～２０代の若い世代を呼び

込むためのイベント実施を新規に取り入れながら、リピーター増強に貢献する。 

  

内海地区の強みは、イベントの開催が可能な大きな浜があり、レゲエ音楽イベント、六火祭、

花火のほか、バーベキューのできる東浜海水浴場 もある。海水浴シーズンは県外からの来場者

も多く、海の家の出店数は３０店以上もあり、十分対応ができている。 

千鳥ヶ浜海水浴場内には、内海観光センターが建っており、海の監視を行い危険行為に対して

は、放送で注意の呼びかけをし、安全な遊泳を地域全体で取り組んでいる。 

ライフセーバーもシーズン中は待機し、常時海全体を監視する態勢が整っている。 

浜辺の道路は閉鎖し、夜の巡回も実施しており、事故防止に努めている。 

 

③愛知南知多名産認定品制度 

南知多町には、各事業所が販売する主に食品などを“町”が「名産品」として認定する制度が

あり、現在１０２品目が名産品として認定 されている。 

南知多名産品選定委員会が運営しており、詳細は南知多町内の３商工会（師崎商工会、豊浜商

工会、内海商工会）の各商工会長、各商業部長、各女性部長、各事務局長で構成されている。 

認定期間は３年間で、認定商品には「名産品認定シール」を貼って販売することができる。 

 更新も３年毎に実施し、更新年に新規申込みにより名産品選定委員会にて認定の可否を決定す

る。 

名産品以外にも多くの販売商品があり、これらを一カ所で購入することのできる店舗が残念な

がら１軒も存在しない。（一部の旅館で一部の商品を扱っているところはある。） 

個々の販売店へ出向いて購入するか、インターネット販売も実施している商品であればネットで

購入する方法しかない。 

土産の販売は、地域経済を左右する大きな収入源となり、来場者の増加により飲食店の利用が

見込まれ、宿泊も兼ねた旅行者の誘導ができてこそ“観光地”であり、近くに国際空港があり高

速道路も電車もバスも充実しているこの地域は恵まれた環境が目の前にある。 

既存のお土産品に加えてストラップやキーホルダー、地域産業資源（内海の砂など）を使った小

物類の作成・販売を実施できるよう、生産者の開拓・販売地域の区画整理を計画し検討する。 

 

〇内海の南知多認定名産品 
認定商品名 事業所名 

01. 地ダコのやわらか煮 
地場鮮魚 小枡園 02. イワシの土佐煮 

03. 知多マリンビール ピルスナー 
知多麦酒（株）ビアシティ南知多 04. 知多マリンビール ヴァイツェン 

05. 知多のなぎさ餅 
紅月軒 06. 温泉まんじゅう紅月 

07. 知多ごろも 
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08 波まくら 
（有）櫻米軒 09. ふところ餅 

10. 千鳥チーズ 
市太樓（有）アルザス 11. 柚子もなか 

 
〇南知多ブランド～ミーナの恵み ３つの認定ポイント①南知多町らしさ②信頼性③将来性 

ミーナの恵み 認定商品名 事業所名 
01. 南知多もぎたてみかん酒 中埜酒造株式会社 
02. 海陽とまとけちゃっぷ ＴＨファーム 
03. ジャンボ黒ニンニク 有限会社ヤマセイ造園 
04. ミーナコーン ミーナコーン出荷研究会 
05. リッコのハーブティー ハーブ農園 リッコ 
06. 特上しらす、小女子、ワンフローズンしらす 南知多町ＭＥＬジャパン普及協議会 
 

 

 南知多名産品認定看板及び認定シール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 南知多名産認定品及び

ミーナブランド品は町

内のホテルや飲食店の

一部で販売されている。 
高速道路のパーキング

エリアにおいても販売。 
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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等の情報交換に関すること 

 

【現状と課題】 

愛知県商工会連合会やミラサポの専門家派遣事業においては、経営指導員が派遣先事業所まで 
同行し、専門家の支援ノウハウの吸収に努めてきた。その他、内海商工会を含めた知多支部管内

８商工会が職種ごとに連絡会議を開催し、支援ノウハウや支援の現状等について情報交換を行っ

てきたが、これらの情報は、知多地域内だけに留まり、内容についても十分行き届かない事が現

状である。 
行政の行う講習会や研修会には積極的に参加し、理解した上で事業者への支援活動を実施し、 

地域内金融機関とも連携を取り、地域の需要動向や支援能力の向上に繋がる情報交換を行う。 
   町の産業振興課をはじめ、内海の各区、発展会等を通じて、もう一歩前進した密な関係を築き、 

地域活性化に必要な支援ノウハウや様々な情報は、職員間でミーティングや資料の回覧等により

情報の共有化を図ることが大きな課題である。 
 

【事業内容】 

①専門家派遣指導への同行による支援ノウハウの吸収（継続事業）  
事業者に対する愛知県商工会連合会やミラサポの専門家派遣において経営指導員 が同行・同席 
し、支援ノウハウを吸収することにより支援能力の向上を図る。また吸収した情報は職員間で 
共有化をはかる。  

②知多支部内８商工会職種別連絡会議への出席 (継続事業) 
定期的に愛知県商工会連合会知多支部内の各職種（事務局長、経営指導員、補助員、記帳指導職

員） 
ごとに連絡会議 を開催し、各団体の支援ノウハウや、支援状況等や需要動向に関し情報交換する 
ことで、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を目指す。  

 
・参加商工会 知多支部内８商工会 知多管内４商工会議所（経営指導員のみ） 
 
・参加者      
 
 
 
 
 
 
 
 
・連絡会議内容    
 
 
 
 
 
 

 

・会議開催スケジュール  

 

 

①愛知県産業労働課より報告事項並びに新規情報提供 

②各商工会議所,商工会より地域経済情報の交換、経営支援ノウハウについて議論 

③行政からの法改正、新規支援情報等の連絡事項並びに施行マニュアルの共有 

④インフラ整備、その他新しい施設等の利用状況や建設予定 

⑤税法・諸制度の改正に対する事業者への影響状況  
⑥事業者支援のための補助金制度の活用方法、申請方法 等 

①愛知県知多県民センター産業労働課担当職員  
②愛知県商工会連合会地域担当職員 
③知多支部内８商工会職員  
④知多管内４商工会議所職員（経営指導員のみ）  
⑤その他支援機関関係者 会議のテーマに応じ、あいち産業振興機構 
  中小企業基盤整備機構、日本政策金融公庫等他支援機関の責任者、担当者等 
 

①知多事務局長会  年６回 ４月、６月、８月、１０月、１２月、２月 

②知多経営指導員会 年６回 ５月、７月、９月 

③知多補助員会、記帳指導員会 年１回 １２月月、１１月、１月、３月 
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③地区内金融機関等との連携による情報交換（新規）  
現在、知多半島の５市５町における創業者で、地元の商工会・商工会議所の推薦を 受けられる方 
を対象に、創業に関して必要な資金を融資する制度である「知多地域創 業支援特別融資制度」に 
おいて、金融機関（知多信用金庫、半田信用金庫）と連携しているが、地区内の具体的な情報交換 
まではできていない。そこで、知多信用金庫内海支店との懇談会を年２回開催し、内海管内の景気 

 経済動向を情報共有し、地域経済動向を収集する。 
 日本政策金融公庫熱田支店は、年１回マル経協議会及び一日公庫融資相談２回にて、愛知県信用保 
証協会は年１回の担当者会議にて情報交換を行うことにより、愛知県下の景気・経済動向を収集す

る。そして吸収した様々な情報は職員間でミーティングや資料の回覧等により情報の共有化をはか

る。 
 
２、 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 【基本理念】 

   経営発達支援計画を実行するうえで、職員の資質向上は重要であり、内海商工会のような小規

模商工会においては、パート職員を含めた全職員体制で実施していくため、全職員の資質向上に

取り組まなければならない。現在は、愛知県商工会連合会が実施する研修に経営指導員が中心と 
なり参加しているが、計画的な資質向上を図っていない。 

特に支援ノウハウについては、今後もさらなる向上が必要で、全職員体制で実施していくため、

そのノウハウを職員間で共有し、経営指導員のみならず全職員が経営分析や事業計画の策定に対

する支援力を向上させていかなければならない。 
また、業務管理システムなどが進化し続け、それに対応すべく職員も感心を持ち、イノベーシ

ョンの原動力となり自らを過信せず復学する習慣を身に付け、業務のハード的な知識を高める一

方で、人とのコミュニケーションを重視したソフト的な分野に於いては、接客マナー、言葉遣い、

姿勢に対する意識改革を行う。 

仕事が早くても雑なやり方では意味がなく、相手の立場を考慮した親切な応対と指導が落ち着い 

て正確に実施できることが基本理念である。 

 

 【具体的内容】 

① 知県商工会連合会が主催する職種別研修会への参加。（継続事業） 

  経営分析能力、顧客ニーズ分析能力、経営支援能力の向上など事例を基に習得する。 

中小企業大学校、その他行政機関の講習会、セミナーなどに出席し支援能力を高める学習を実施。 

 
 

研修会名 回数 対象職員 主催 

管理職養成研修会 ２ 事務局長・支援統括級 愛知県商工会連合会 

中堅職員研修会 １ 経営指導員 〃 

基本能力研修会 １ 補助員 〃 

情報化推進員研修会 １ 経営指導員 〃 

経営支援事例発表会 １ 経営指導員 〃 

経営指導員等応用研修

（一般コース） 
１ 経営指導員 〃 

経営指導員応用研修 

（特別コース） 
５ 経営指導員 〃 
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②職員間の情報共有化（継続事業） 
  支援事例や調査分析結果等は、経営カルテを用いて情報を共有化する。研修参加後の復命書等で 
  研修に参加していない職員に対してもフィードバックを行う。 

若手職員等の支援ノウハウの習得のため、巡回訪問や個別相談業務において、ベテラ ン職員と 
ペアで小規模事業者を支援することで、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶ など、ＯＪＴを基本

とした支援能力の向上に努める。 
 半期に一度、支援事例を職員間で話し合い、今後の支援のあり方、方法、解決策などを徹底して 
討論しながら情報共有を行っていく。 

  

③専門家派遣指導への同行による支援ノウハウの吸収（継続事業）  
事業者に対する愛知県商工会連合会やミラサポの専門家派遣において経営指導員が 同行・同席し 
支援ノウハウを吸収することにより支援能力の向上を図る。 
 

④経営支援マネージャーの有効活用（新規事業） 

「全国商工会連合会認定経営支援マネージャー」に必要な研修、試験、審査をクリアしている職

員が在籍しており、平成３０年度に認定が決定した。 

  当該職員を中心とした当商工会全体の資質向上に努め、後継者を育成、地域活性化を目指す。 

 

⑤マニュアルの作成（新規） 

商工会内における作業全般、手続き方法、支援手順、融資申請、補助金申請など、マニュアル化 

できるものはすべてまとめ、誰が見てもわかるよう随時更新しながら作成をしていく。 

担当者不在時でも対応でき、職員全員が自信をもって仕事に臨める環境づくりを目指す。 

また、経営支援ハンドブックも有効活用していく。 

 

⑥パソコンデータの共有化／サーバーの構築（継続） 

これまでは、各職員が使用するノートパソコンやデスクトップパソコンのデータを各自で管理を 

行ってきており、担当職員のパソコンを起動しなければデータの利用や確認ができなかった。 

今後は、ネットワークハードディスクドライブ（ＮＡＳ－ＲＡＩＤ構成）にデータを保存し、各 

項目ごとにフォルダを作成し、いつでも職員が閲覧利用できる環境づくりをし、効率の良い作業 

を目指すように設置した。 

同時にバックアップもできるため、ハードディスクの故障にも即対応し復帰が可能となった。 

ハードディスクは熱に弱く、将来的にはＳＳＤ（ソリッドステートドライブ）という高速かつ熱

に強い記憶装置に変換し、より安全なデータ管理・共有を可能にしていく。 

 

３、 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

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

   

① 経営指導員、記帳指導職員、一般職員による「経営支援会議」を開催し、事業推進状況や成果

を半期ごとに調査・協議会を開催し、改善提案について協議を行う。 

 

② 本事業の推進状況や問題点などについては、会長・副会長を構成員とする「発達支援委員会」 

に本事業責任者が報告し、プラン全体の助言等を受諾する。 

 

③ 本事業の推進状況、成果の評価について、外部有識者を含む「経営発達支援事業評価委員会」 

で、年に１度協議し、事業の進め方、問題点、改善案等の提示を求め、軌道修正を行いながら

事業本体を明確な施策をもって実行していく。 
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※外部有識者･･･中小企業診断士、日本政策金融公庫、知多信用金庫、南知多町商工観光係 

        内海観光協会 

 

 

④ 事業の成果や評価、見直しについては、理事会で報告・承認を得る。 

 

⑤ 事業の成果や評価、見直しの内容を小規模事業者に対してホームページで計画期間中公開し、 

会報誌等にも掲載する。（http://utsumi.or.jp/） 

 

 

 

 

Do（実行）

経営発達支援計画に基づき事業実施

Check（評価）

事業の実施状況及び成果の評価

Action（見直し）

評価を踏まえて事業の見直し

Plan（計画）

経営発達支援 計画の策定
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成３０年１０月現在） 

（１）組織体制 

    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、その他職員 １ 名 

 

 

（２）連絡先 

   内海商工会 

愛知県知多郡南知多町大字内海字先苅 31-2 

   T E L：0569-62-0403 F A X：0569-62-3183 

   Mail：utsumi@aichiskr.or.jp 

    U R L：http://utsumi.or.jp/ 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 31年度 
(31年 4月以降) 

平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 22,150 22,750 22,750 22,750 22,750 

 

小規模事業支援事

業費 

1.調査広報費 

2.講習会等開催費 

3.地域振興事業費 

4.人件費（７名） 

 

 

 

100 

50 

1,200 

20,800 

 

 

100 

50 

1,500 

21,000 

 

 

100 

50 

1,500 

21,000 

 

 

100 

50 

1,500 

21,000 

 

 

100 

50 

1,500 

21,000 

 

（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．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．南知多町補助金 
３．手数料収入 
４．会費収入  
５．参加負担金（講習会等） 
 

（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 

 

・地域経済動向調査に関すること 
・経営分析に関すること 
・事業計画策定支援に関すること 
・事業計画実施支援に関すること 
・需要動向調査に関すること 
・新たな需要開拓に寄与する事業のこと 
・地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 
・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  
・経営指導員等の資質の向上等に関すること 
・事業評価および見直しをするための仕組みに関すること 
 

連携者及びその役割 
 
南知多町 町長 石黒 和彦 
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪 18 番地 電話 0569-65-0711 
役割：各種補助金事業等・情報共有・創業支援 
 
愛知県 知事 大村 秀章  
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号 電話 052-961-2111 
役割：各種補助金事業等・情報共有 
 
（独）中小企業基盤整備機構中部本部 理事長 高田 坦史  
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4 階 電話 052-201-3003 
役割：専門家派遣事業等・情報共有 
 
（公財）あいち産業振興機構 理事長 森 鋭一  
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 4 番 38 号 電話 052-715-3061 
役割：専門家派遣事業等・情報共有 
 
㈱日本政策金融公庫熱田支店 支店長 近藤 通哉  
〒456-0025 愛知県名古屋市熱田区玉の井町 7-30 電話 052-681-2285  
役割：情報共有・創業、第二創業支援・金融支援 
 
愛知県信用保証協会 理事長 小川 悦雄  
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町７番９号 電話 052-454-0520  
役割：情報共有・創業、第二創業支援・金融支援 
 
半田信用金庫 理事長 東松 邦則  
〒475-0887 愛知県半田市御幸町８番地 電話 0569-21-2411 
役割：情報共有・創業、第二創業支援・金融支援 
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知多信用金庫 理事長 榊原 康弘  
〒475-0911 愛知県半田市星崎町 3 丁目 39 番地の 18 電話 0569-22-3511 
役割：情報共有・創業、第二創業支援・金融支援 
 
あいち知多農業協同組合 代表理事組合長 前田 隆  
〒479-8601 愛知県常滑市多屋字茨廻間１－１１１ 電話 0569-34-5555 
役割：情報共有・創業、第二創業支援・金融支援 
 
愛知県商工会連合会 会長 新美 文二 
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4 番 38 号愛知県産業労働センター16F  
電話 052-562-0030 
役割：専門家派遣事業等・情報共有 
 
知多市商工会 会長 安島 克俊 
〒478-0017 知多市新知字下森 11 番地の 1 電話 0562-55-0700 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
 
東浦町商工会 会長 成田 盛雄 
〒 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路 28-2 電話 0562-83-6123 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
 
阿久比町商工会 会長 竹内 松彦 
〒470-2212 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字古見堂 48 電話 0569-48-7085 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
 
武豊町商工会 会長 天木 一馬 
〒470-2346 知多郡武豊町字長尾山 58 番地 電話 0569-73-1100 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
 
美浜町商工会 会長 横田 和弘 
〒470-2403 知多郡美浜町大字北方字山鼻 48 番地の 1 電話 0569-82-3951 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
 
豊浜商工会 会長 石黒 兼幸 
〒470-3412 知多郡南知多町大字豊浜字会下坪 27-2 電話 0569-65-0004 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
 
師崎商工会 会長 坂下 和久 
〒470-3502 知多郡南知多町大字片名字新師崎 8 番地の 3 電話 0569-63-0349 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
 
半田商工会議所 会頭 榊原 康弘 
〒475-0874 愛知県半田市銀座本町１丁目１−１ 電話 0569-21-0311 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
 
常滑商工会議所 会頭 牧野 克則 
〒479-0837 愛知県常滑市新開町５丁目５８ 電話 0569-34-3200 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
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大府商工会議所 会頭 木村 勝昭 
〒474-8503 愛知県大府市中央町五丁目 70 番地 電話 0562-47-5000 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
 
東海商工会議所 会頭 橋山 和生 
〒476-0013 愛知県東海市中央町４丁目２ 市立商工センター 2F 電話 0562-33-2811 
役割：情報共有・創業支援・講習会事業等共同開催 
 
南知多町観光協会 会長 内田 新三 
〒470-3321 愛知県知多郡南知多町大字内海字先苅 31-2 電話 0569-62-3100 
役割：情報共有・地域活性化事業等共同開催 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内海商工会 

愛知県 
 
 

南知多町 

 

・日本政策金融公庫 
その他金融機関 

・愛知県信用保証協会 

・愛知県商工会連合会 
・知多半島 5 市 5 町 

商工会、商工会議所 

小規模事業者 

南知多町観光協会 

・中小企業基盤整備機構中部本部 
・あいち産業振興機構 
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