
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
武豊町商工会（法人番号 ７１８０００５０１１７２９） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

近年、当地域では大型店、コンビニエンスストア、外食チェーン店な

どの進出により、小売店・飲食店を中心とした商業・サービス業の減少

が大きくなっている。 

そこで商工会として、地域住民への商店・グルメ等の情報発信、半島

に訪れる観光客へのＰＲと誘い込みをかけるとともに、小規模事業者に

対しては経営計画・利益計画の作成支援、計画後の実施支援を行い、伴

走型支援により小規模事業者の持続的経営を図り、減少傾向にある業種

を主に小規模事業者数の増加を目指す（5年後1%増加、10年後2％増加）。

事業内容 

【地域の経済動向調査】地域内での商工業の課題や景気動向など、小規

模事業者振興のための調査・分析を行い情報提供を行う。 
 
【経営状況の分析】小規模事業者に自社の強みや弱みなどを把握しても

らうため、数値・グラフ等による分析内容の説明提示を行う。 
 
【事業計画策定支援】小規模事業者に事業計画の重要性を知ってもらう

とともに、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行い、対

象事業者へ経営課題解決や計画策定の支援を行う。 
 
【事業計画策定後の実施支援】事業計画策定をした小規模事業者を対象

に、計画どおりに進捗しているかどうか、四半期毎に巡回指導等を行

いフォローアップを行う。 
 
【需要動向調査】消費者ニーズを把握する為、個社の商品・サービスを

対象とした調査や、日経テレコン等を活用した品目別調査を行い、収

集した情報を事業所へ提供する。 
 
【新たな需要の開拓に寄与する事業】ITを活用した情報発信や、展示会
商談会への出展支援による、販路開拓支援を行う。 

 
【地域経済の活性化に資する取組】町や関係団体と連携し、“みそ・たま

り”等の地域資源や“まちの駅”等を活用し地域経済の活性化を図る。
 
【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】関係機関

との連携を活用した情報収集により、事業者への支援力向上を図る。
 
【経営指導員等の資質向上等】ＯＪＴ、勉強会、研修会参加により、経

営指導員等の資質向上を図る。 
 
【事業の評価及び見直しをするための仕組み】この経営発達支援計画の

実施状況・成果を、ＰＤＣＡサイクルに基づき評価・検証・見直しを

行う。 

連絡先 
愛知県知多郡武豊町字忠白田 11 番地 1   TEL 0569-73-1100 

武豊町商工会 経営発達支援係 
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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 

 

【武豊町の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武豊町は愛知県の知多半島中央部に位置し、東は衣浦港に面し、北は半田市、西は

常滑市、南は美浜町に接した、東西に 4.8km 南北に 6.5km の 25.82 ㎢の比較的なだら

かな地形である。 

 

  明治 19 年には港からの資材輸送用に国鉄武豊線が敷かれ、明治 32 年には武豊港が

貿易港として開港の指定を受け、陸上・海上交通の要衝として発展してきた。 

  後に武豊港は昭和 32 年に重要港湾の指定を受けるに際し衣浦港と改名され、港湾

施設の整備、臨海工業用地の造成が進み衣浦臨海工業地帯の一翼を担う工業都市とし

て飛躍的に発展を遂げた。地場産業である味噌・たまりの醸造は明治以降、昭和初期

に黄金時代を迎えたが、昭和 12 年の日中戦争以後、大豆相場の急騰や指定価格の影

響で製品は安く販売され、製造業者の経営は厳しくなり業者数は年々減少し戦前 50

件程あった事業所が現在では 8件程度までに減少した。 

 

交通網の整備が進み、名古屋市へはＪＲ・名鉄の鉄道利用、また知多半島道路の整

備がされ、約 1 時間を要せず行くことができる利便性がある。また、中部国際空港へ

は車で 20 分程度とアクセスも良く、流通に関しても利便性に優れた地域である。 
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人口の推移は、昭和 29 年の町村合併時の人口 16,332 人から平成 28 年 10 月 1 日現

在では 43,062 人と増加を続けている。 

しかしながら今後は減少傾向となる予測であり、「日本の地域別将来推計人口」によ

ると、武豊町では『2030 年に 42,339 人、2040 年には 40,720 人』と推計されている。

 

 
 

人口の将来推計 

自治体 武 豊 町 

年 号 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 

総人口（人） 43,202 42,907 42,339 41,578 40,720 

（資料：国立社会保障・人口問題研究所） 
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・武豊町「たけとよゆめたろうプラン」第５次総合計画 

 

【武豊町住民意識を踏まえたＳＷＯＴ分析】 

内部環境 
強み○ 弱み● 

外部環境 
機会△ 脅威▲ 

立 
地 
・ 
都 
市 
特 
性 

○臨海部、工業団地の活発な企業活動 

○鉄道・幹線道路の良好な広域アクセス 

○緑、海、川などの豊かな自然環境 
○中部国際空港に隣接 

●海や河川、ため池の環境悪化 
●住民生活と自然環境のつながりが希薄 
●活かせていない中部国際空港との関係 

△地方分権の進展 
△住民自治、協働のまちづくり意識の

高まり 
△中部圏経済の好調 

△産業・経済のグローバル化 

△防犯・防災意識の高まり 
△量から質への意識の転換 
△情報化の進展 
 
 

▲人口減少・少子高齢化 
▲団塊世代の大量退職 
▲労働力人口の減少 

▲都市間競争の激化 
▲地球規模の環境問題と循環型社会実

現への期待 
▲大規模地震や集中豪雨など自然災害

への不安 
▲資源・エネルギー問題 
▲いじめの社会問題化と教育改革 
▲国・地方の長期債務残高の増加 
▲住民ニーズの多様化・高度化 
 

行 
財 
政 

○堅調な財政力 
●町職員の大量退職 

生 
活 
環 
境 

○町民会館などの拠点施設 
●町内の公共交通機関がない 
●生活道路環境の悪化 
●中心市街地の求心力の衰退 
●人が集まる場所（魅力ある公園、大規模店

舗、飲食店など）が少ない 
●商業面が低調 

歴 
史 
・ 
文 
化 

○転車台など歴史ある鉄道資源 

○味噌・たまりなどの地場産業 
○浦島太郎伝説 
○山車祭りなど活発な地域祭礼 
●地域資源に対する認知度が低い 

地 
域 
住 
民 

○活発なボランティア活動・文化活動 
●まちに対する魅力・誇りの希薄化 
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【商工業者・小規模事業者】 

 武豊町の商工業者は平成28年 8月 31日現在1,318事業所、内小規模事業者は1,133

事業所（武豊町商工会独自調査による）であり、平成 16 年以降大きな増減はなく推

移している。 

 この 10 年で小規模事業者の増減はさほど見られないが、業種別での変化を見てみ

ると、卸小売業 57 件減（▲19.6%）、宿泊・飲食サービス業 45 件減（▲20.5%）と大

きな変化があり、当地区においても大型店、コンビニエンスストア、外食チェーン店

の出店が相次いだことが原因と考えられる。 

 

武豊町商工会管内の商工業者・小規模事業者の推移（商工会独自調査） 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

商工業者数 1,287 1,266 1,292 1,325 1,318 

小規模事業者数 1,119 1,093 1,119 1,151 1,133 

 

平成 28 年 8 月 31 日現在 

業  種 商工業者数 小規模事業者数

Ａ 農業、林業 10 企業 9 企業 

Ｂ 漁業 0 企業 0 企業 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 2 企業 2 企業 

Ｄ 建設業 296 企業 286 企業 

Ｅ 製造業 173 企業 129 企業 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 2 企業 0 企業 

Ｇ 情報通信業 5 企業 5 企業 

Ｈ 運輸業、郵便業 38 企業 20 企業 

Ｉ 卸売業、小売業 233 企業 181 企業 

Ｊ 金融業、保険業 12 企業 6 企業 

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 79 企業 74 企業 

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 55 企業 54 企業 

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 172 企業 150 企業 

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 123 企業 107 企業 

Ｏ 教育、学習支援業 17 企業 14 企業 

Ｐ 医療、福祉 39 企業 39 企業 

Ｑ 複合サービス事業 3 企業 2 企業 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 59 企業 55 企業 

合     計 1,318 企業 1,133 企業 
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【課題】 

１．認知度の課題 

  武豊町は知多半島の中心部にあるが、観光資源や宿泊施設、レジャー施設に乏し

く、知多半島を訪れる人は当町より南に隣接する町への海水浴、海産物、レジャー

施設などを目当てに訪れる人が多く、当町は通過されることが殆んどである。 

 

２．産業の課題 

   地場産業は味噌・たまりの醸造・加工業であるが、昭和初期の黄金時代には 50 件

程度を数えたが、現在では 8件程度と減少している。 

また、大型スーパーの進出、コンビニエンスストアの乱立、チェーン展開の飲食店

により、小売店、飲食店が廃業に追い込まれており、減少に歯止めが利かないことも

問題となっている。 

平成27年に町が実施した町民意識調査で、「武豊町で暮らしたいとは思わない理

由」の項目で、“買い物や外食が不便”と答えた数値が44.2％と最も高い回答率にな

っている。 

 

 ３．商工会の課題 

   当商工会の会員は 823 事業所（内小規模事業者 743 事業所）、組織率 64.6％である。

職員は事務局長 1 人、経営指導員 3 人、補助員 2 人、記帳指導職員 3 人、パート 2

人の計 11 人である。 

   近年の商工会の業務は多様化され、業務量も増加し相談内容も高度になってきて

いる。また企業側から求められる質が高くなってきているが、経験年数などに差が

ありスムーズな対応となっていないことがあるため、職員全体における質の向上に

ついて課題となっている。 

 

 【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

  武豊町の小規模事業者数はここ数年横ばいに推移しているが、社会構造・経営環

境の変化に伴い、小売店・飲食店は減少傾向にある。また、今後迎える人口減少や

高齢化社会に向けて、産業の減退は地域住民に与える影響は大きいと考えられる。 

   

  そこで当商工会は、小規模事業者の経営の持続化を支援するため、経営計画の策

定など売上及び利益の向上を図り、伴走型の支援に取り組むことで廃業を食い止め

るなど、１０年後には現在の小規模事業者数の２％台の増加を目指した事業を展開

する。 
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【目標】 

平成29年度から5年間で１％台の小規模事業所数の増加を目指し、廃業数の減少を

図るため、商業・サービス業を中心とした小規模事業者に対し、今一度自社の経営内

容の再確認から始めるための経営計画や利益目標などの計画書の策定を伴走型で支

援する。 

また、商店やグルメなどの認知度拡大を図るため、情報発信の構築を行い観光客の

誘い込み等により、地域特産品や商業者等の売上・利益向上による持続的発展を目指

す事業を実施する。 

更には、若手経営者・後継者の育成では、長期におよぶ安定した経営のあり方など

を習得するための支援を行う。 

 

 

 【実施方針】 

《認知度の課題への対応》 

商店や地場産業の認知度拡大と向上を図るため、地域住民への商店・グルメ等の

情報発信、及び知多半島へ訪れる観光客へのＰＲと誘い込みをかけることにより、

事業者の売上と利益の向上を目指し、持続的経営のための伴走型支援を実施する。

 

《産業の課題への対応》 

近年、当地域の商業・サービス業の減少が大きくなっており、事業者の減少を食

い止めることが必要である。 

今回この支援計画では町行政を中心とした多方面との連携を強化するとともに、

地域コミュニティの形成を図り、地域が一丸となって商業・サービス業を中心とし

た小規模事業者へ、経営計画書の策定など伴走型の支援を行い、持続した発展を目

指した事業を展開する。 

 

  《商工会の課題への対応》 

商工会に求められる多様化されたニーズや業務にスムーズに対応できるよう、

個々の職員の質の向上を図るため、研修会への積極的な参加や、専門家及び経営指

導員からのＯＪＴ等に取り組み、組織全体としての支援能力の向上を図る。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成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】 

 

【現状と課題】 

  小規模事業者が地域経済の動向を把握し経営に活かすことはとても重要であるが、

現状では小規模事業者には時間的な余裕及び人的な余裕がなく、地域の経済動向分析

はできていないのが現状であり、今後は小規模事業者に代わって商工会が積極的に地

域経済動向調査を行い、情報を集約する中で、如何にして小規模事業者へ情報提供し

支援していくかが課題となっている。 

  

 

【目的】 

地域の経済動向調査を行うことで、業種別の景況や経営状態・設備投資の状況・経

営上の課題などを明らかにし、地域内での商工業の課題の洗い出しや、景気動向の把

握、小規模企業振興のための基礎資料を作成し、巡回・窓口指導時に活用するととも

に小規模事業者に対して広く情報提供し、事業計画策定に活用する。 

 

 

【事業内容】 

各関連機関が行う調査結果等（※別表参照）を資料より収集・整理してわかりやす

く数値化したデータを作成し、事業計画の策定・改善等に活用するとともに、ホーム

ページ等に掲載するなどして小規模事業者等へ情報提供する。 

（手段・手法） 

各関連機関が発行する情報誌や、インターネット上に公表される経済動向調査資料

の中から、県内及び知多半島内それぞれにおける「産業全体のＤＩ」「業種別のＤＩ」

や「設備投資動向」「経営上の課題」等の項目を収集・分析し、わかりやすくグラフや

表にまとめた資料を作成する。 

（活用方法） 

収集・分析した資料を巡回・窓口指導の際に提供したり、ホームページ等に掲載す

るなどして小規模事業者へ情報提供し、事業計画策定や改善等に活用する。 
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＜関連機関及び活用資料＞ 

  機関名 資料名 調査項目 

武豊町 町政概要 町内の景況把握 

知多信用金庫 地域経済レポート 
知多半島内の景況把握 

（業種別・地域別ＤＩ） 

愛知県 あいちの景気動向 県内の景況把握（ＣＩ） 

愛知県商工会連合会 中小企業景況調査報告書 
県内の業種別景況把握（ＤＩ）及び

設備投資状況、経営上の課題 

中部経済産業局 最近の管内総合経済動向 
愛知・岐阜・三重・富山・石川の景

況把握（生産や個人消費・設備投資）

中小機構 中小企業景況調査 全国・中部・県内の景況把握（ＤＩ）

 

 

ＣＩ…景気変動の大きさや勢い、テンポといった量的な動き 

景気の山の高さや谷の深さ、拡張や後退の勢い 

ＤＩ…景気の局面や景気転換点といった方向性 

景気の拡張や後退という局面、波及度合い 

 

 

 【小規模事業者に対する効果】 

わかりやすく整理した資料により、県内及び知多半島内の経済動向を的確に掴む

ことができ、事業計画策定や経営判断をする際に一つの指標として役立つ。 

 

 

【数値目標】 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

調査結果を提供 

する事業所数 
400 410 420 430 440 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現状と課題】 

当商工会では経営分析に関しては、専門家派遣制度利用時において経営内容を把握

したり、小規模事業者持続化補助金等の申請にあたって、企業が感じる経営内容によ

るＳＷＯＴ分析を行う程度で、詳細な数値的分析は行っておらず、決して積極的とは

言いがたい支援内容となっている。 

事業者の持続的な経営を続けるためには、事業所の強みや弱みなどを把握し理解し

ていただくことが重要であるが、小規模事業者において自社の経営内容を理解してい

る事業者は僅かであり、その認識の薄さが課題となっている。 

 

 

 【目的】 

地域の小規模事業者を対象に経営状況分析を行い、得られた分析結果をわかりやす

く提供することで、自社の財務状況の把握や経営資源等の強み・弱みをより認識して

もらい、より実現可能な事業計画策定に繋げる。 

 

 

【事業内容】 

経営分析実施対象者の掘り起しを行い、対象者に対してヒヤリングによる事業所の

経緯や得意分野、最近の景況を反映した個社ごとの経営分析シートを作成する。また、

決算関係書類の提示による分析や、記帳機械化ソフトの経営分析機能の活用により事

業所の経営状態を分析して情報提供することで、経営改善に繋がる事業計画策定に活

かす。具体的な取り組みについては下記の通り。 

 

 （対象者の掘り起し） 

  ・対象者の掘り起しをする為、次の取り組みを行う。 

１）講習会の開催 

    事業者に経営分析の重要性を認識していただくための講習会を開催し、参加を

促すとともに、その中でＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析の作成方法を学んでもらう。 

  ２）巡回・窓口指導 

    巡回・窓口指導時に、経営分析による自社の経営状況把握の重要性を説明する。

 

 （経営分析実施対象者） 

  ・前述の取り組みの中で、次に示す対象者を選出する。 

  １）やる気のある事業者、売上向上を目指す事業者 

  ２）商工会が必要と判断した事業者、地域にとって必要な事業者 
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 （収集する分析項目） 

  ・経営分析実施対象者への巡回・窓口指導時にヒヤリングにより個社ごとの経営分

析シートの作成行い、「業界環境や事業所環境の把握」や、「商品・サービス」

「売上状況」「ターゲット」「販売方法」「価格」等の情報を収集する。 

  ・経営分析実施対象者より決算関係書類等の資料を提供してもらい、「損益計算書」

「貸借対照表」等の情報を収集する。 

 

 （分析の手段・手法） 

  ・経営分析シートを参考にしてＳＷＯＴ分析を行い、事業者の「強み」「弱み」「機

会」「脅威」などを抽出する。また、「顧客」「自社」「競合」の３Ｃ分析をす

ることで、対象事業者の事業における成功要因を導き出す。 

・決算関係書類を参考に「収益性」「安全性」「生産性」などの財務分析を行う。ま

た、対象事業者が記帳機械化利用者である場合は、記帳機械化ソフトの経営分析機

能を活用して同様の財務分析を行う。 

 

 （分析結果の提供） 

  ・前述の方法で分析した結果を、数値・指標・グラフ化してわかりやすくした資料

を作成し、巡回・窓口指導の際に対象者へ提供する。 

 

 

  【小規模事業者に対する効果】 

    巡回・窓口における分析や記帳機械化ソフトによる経営分析結果を基に得られ

た情報を使い、自社の経営状況をわかりやすく数値化及びグラフ化して現状を把

握してもらうことで、今後の事業計画策定の資料として活用できる。 

     

 

  【数値目標】 

内 容 29 年度 30年度 31年度 32年度 33 年度 合計 

経営状況分析作成事業所数 10 15 20 25 30 100 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 
現状における事業計画書の策定支援は、事業所から相談・依頼があれば専門家派遣

制度等を活用し取り組んでいるものの、特に積極的な働きかけはしていない状況であ

る。課題としては、事業計画策定によるメリット及び活用方法等の認知度が低く、各

事業所のニーズが低いことがあげられる。また、各事業者の課題の抽出の取り組みも

積極的には行っていない。 
 
 
【目的】 
  事業計画は現状把握と今後の展開を明確にでき、周りの共感・サポートを受ける

為にもとても重要なものである。 
それゆえ、小規模事業者はもちろん、創業予定者や事業承継を検討している事業所

等を対象に事業計画の重要性を理解してもらい、事業計画策定支援を行う。 
  

 
【事業内容】 
事業計画の重要性の認知度向上のために、事業計画策定によるメリット・活用方法

などを会報・チラシ・ホームページ等で周知し、事業所に必要性を感じてもらえるよ

う取り組む。 
前述の取り組みと並行し、巡回・窓口指導時に小規模事業者からの相談を受けると

ともに、事業計画策定を目指す小規模事業者（創業者及び事業承継含む）の掘り起し

を行い、セミナーへの参加を促す。 
そうした中で吸い上げられた小規模事業者（創業者及び事業承継含む）の多種多様

な経営課題等を解決するため、中小企業診断士や税理士等の専門家と連携し、経営

分析で得られた分析結果をふまえ、“経営理念、経営ビジョン、提供する商品・サー

ビス・製品の強み・弱み、市場の動向等を分析し、今後のプランと目標を定めた事

業計画を策定する。 
 

 
【小規模事業者に対する効果】 
  地域経済動向調査や経営分析などのデータを活用した事業計画を策定すること

で、事業の持続的発展に寄与する。また、創業時や事業承継時に円滑に進めること

ができる。 
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【数値目標】 

・５年後に合計で７５社の策定支援を目指す。 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 合 計

事業計画策定に関する 

セミナー 
１回

 

１回 １回

 

１回 

 

 

１回 

 

５回

参加事業者数 

 

２０社 ２０社 ２０社

 

２０社 

 

２０社 100 社

事業計画策定事業者数 
(うち創業予定者・事業承継予定者) 

５件

(１件)

１０件

(１件)

１５件

(２件)

 

２０件 

(２件) 

 

２５件 

(２件) 

７５件

(８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】 
現状における事業計画策定後の実施支援については、持続化補助金や専門家派遣

制度の利用により、事業計画策定支援を行った事業所においても、十分になされてお

らず、今後、商工会が如何にしてフォローアップしていくかが課題となっている。 
 
 
【目的】 
   事業計画策定事業所に対して、伴走型の支援を手厚く行っていくことで、策定し

た事業計画を円滑に推進させる。 
 
 
【事業内容】 

事業計画策定をした事業所を対象に、策定後、四半期毎に巡回指導等において
「計画の進捗状況」「売上・利益の推移」などの確認等、フォローアップを実施する。

そのことにより、計画を円滑に推進させ、商品開発や販路開拓等の取り組みを伴走型

支援する。また、必要であれば計画の修正等も行い、さらに、内容によっては専門家

派遣制度を利用し、指導・助言等を行う。 
 
 
【小規模事業者に対する効果】 
  事業計画の進捗状況等を把握することで、計画の実行性・有効性など確認でき、

事業計画の修正などの判断も的確にできる。 
 
 
【数値目標】 

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

フォローアップ事業者数 ５件 １０件 １５件 ２０件 ２５件 ７５件

フォローアップ回数 

（事業者×４回） 
２０回 ４０回 ６０回 ８０回 １００回 ３００回
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
【現状と課題】 
小規模事業者が事業計画の策定や経営判断をするうえで、時代の流れとともに変化

する消費者ニーズを把握しておくことはとても重要であるが、現状として補助金を活

用した支援を行う際では需要動向調査を行うことはあるものの、あまり取り組んでは

いない状況である。 
 

 
【目的】 
商品ユーザーやサービス利用者などの消費者から情報を収集し、分析結果を小規模

事業者にフィードバックすることで、小規模事業者が自社商品・サービスの消費・受

注におけるニーズを把握し、買い手目線での商品・サービスのブラッシュアップを的

確且つ円滑に行って「販路開拓」「新商品・新サービスの開発」ができるよう支援す

る。 
 
 
【事業内容】 
消費者ニーズを把握する為、“事業計画策定事業者”及び“事業計画策定中の事業

者”を対象に、調査・分析等を実施する。具体的には、「①個社の商品・サービスを

対象とした調査」、「②品目別調査」の 2種類を行う。 
 
① 個社の商品・サービスを対象とした調査 
武豊町に平成２８年４月よりオープンした「まちの駅」にて、来店者を対象に、

小規模事業者（創業者を含む）の商品・サービスに対するサンプリング（試供

品・試食・試飲等）を行い、買い手目線で「価格評価」「満足度」「好感度」「改

善点」「アドバイス等」などの調査を行う。また、調査内容（回収数を１商品・

サービスにつき５０件）を集計・分析し、当該小規模事業者にフィードバック

する。なお、既存の商品については４半期毎に１回（回収期間を１か月とし郵

送にて回収）調査を行い、新商品については年１回（ヒアリングによる当日回

収）調査を行う。 
 

② 品目別調査 
「日経テレコン」や「POSEYES」などの情報サイトより、小規模事業者（創
業者を含む）の商品・サービスの分類における需要動向に関する情報を収集し、

それぞれの個社に応じた「売れ筋」「顧客の属性」等を分析し、伴走型支援の一

環として“新商品の開発等の提案”も踏まえ、巡回等の中で小規模事業者にフ

ィードバックする。 
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【小規模事業者に対する効果】 
  「個社の商品・サービスを対象とした調査」により得られた分析結果を基に、需

要動向にマッチした事業計画の策定や買い手ニーズに合うような自社商品・サービ

スのブラッシュアップが可能となり、適正な価格設定や効果的な販売促進等に活用

できる。 
また「品目別調査」で得られた分析結果については、市場動向を捉えた新商品の開

発や事業計画の策定が可能となり、さらに的確な経営判断にも活用できることから、

事業を効果的に遂行することができる。 
 
 
【数値目標】 

支援内容 29 年度 30年度 31年度 32年度 33 年度 合計 

調査支援を行う事業者数 ３件 ３件 ６件 ６件 ９件 ２７件

 
 
 

 
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】 
「みそ・たまり」などの地域特産品については、地域の情報発信拠点として運営管

理している「ぎゃらりぃ夢乃蔵」及び「味の蔵たけとよ」にて、町内にある六つの蔵

元の商品をＰＲ及び斡旋している。また、建築関連業については月１回リフォーム相

談会を開催することで支援を行っている。しかしながら前述の取り組しか行っておら

ず、業種に偏りがあることが課題である。 
また、デジタル化が進む近代において携帯情報端末の普及もあり、消費者が商品・

サービス情報をインターネットから得る機会が多くなっている。しかしながら、小規

模事業者においてはホームページを持たない事業者、あるいは持っていても効果的な

情報発信ができていない事業者が多数を占めており、改善の余地が見受けられる。 
さらに、展示会や商談会などに出展する事業所もそれほど多くないのが現状で、積

極的に新たな需要開拓が行われていないことが課題である。 
 
 
【目的】 
業種に関わらず、巡回・窓口指導の中で前述の課題を抱える事業所を掘り起し、小

規模事業者それぞれの事業内容、商品・サービスの特徴（強み）や市場動向・消費者

ニーズを十分把握したうえで効果的に PRし、それぞれの小規模事業者にあった販路
開拓支援を提案指導していくことで新たな需要に繋げる。 
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【事業内容】 
新たな需要開拓の為、小規模事業者の業種別に「①小売・サービス業」「②製造業」

に分類し、次の取り組みを行う。 
 
① 小売・サービス業 
近年ではデジタル化が進み、消費者がインターネットから商品・サービスの情

報を得ることが多くなっているため、ホームページがない事業者に対しては、簡

易的な無料ホームページの作成ができる「SHIFT」機能を活用して、ホームペ
ージの作成支援を行う。 
また、ホームページはあるものの有効活用できていない事業者には巡回指導に

よるアドバイス、また必要によっては専門家派遣等を活用しながら支援してい

く。さらに、ネットショッピングに対応できる事業所には全国商工会連合会が運

営する「ニッポンセレクト.com」への出品を支援し訴求効果を高める。 
 

② 製造業 
     展示会・商談会の開催情報提供及び出展支援を行う。 
     また、出展の際は、事前に専門家派遣等を利用し広告効果・集客効果が上が

るよう支援する。出展時においては来場者にアンケートをとり、小規模事業者

へフィードバックすることで活用する。出展後も巡回指導等において継続的に

支援し、出展時の営業方法・PR 方法等についてもブラッシュアップしていく
ことで、販路開拓支援を行う。 

 
    ＜展示会・商談会の一例＞ 

機関名 展示会・商談会 対象業種 
愛知県 メッセナゴヤ 製造業 

信用金庫 ビジネスフェア 全業種 
あいち産業振興機構 マッチングフェア  

 
 
【小規模事業者に対する効果】 
  展示会・商談会・イベントへの出展、またインターネット販売の活用やホームペ

ージ作成等により、小規模事業者の商品・サービスの認知度アップ及び販路開拓・

新規顧客獲得ができ、売上拡大に繋がる。 
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【数値目標】 

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

ホームページ作成・掲載及び 

ネットショップ活用事業所数 
５件 ５件 ６件 ６件 ７件 ２９件

展示会等への出展事業所数 ２件 ２件 ３件 ３件 ３件 １３件

上記取り組みによる 

売上向上事業所数 
２件 ２件 ３件 ３件 ４件 １４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】 

  武豊町の代表的な特産品は「みそ・たまり」であり、みそ蔵が立ち並ぶ街並みも

特徴的で、関東の銚子、関西の竜野と並び「三名醸郷」と呼ばれているが、認知度

はまだまだ低く、その地域資源を如何にして活用していくかが、今後の課題である。

また、特産品の「みそ・たまり」をＰＲする為、町・観光協会と連携し武豊の“み

そ・たまり”を使用したグルメ「たけとよめし」などの取り組みを行ったり、消費者

の地域外流出防止や顧客の安定化を図る為のポイントカード事業を行っているが、認

知度も低く、その効果はまだ薄い。 

さらに、町内の商店街は、かつて６つ存在していたが、現在実質的に商店街機能を

もっているのは名古屋鉄道“知多武豊駅”とＪＲ“武豊駅”を結ぶ「みゆき通り商店

街」１つだけで、町外店舗への消費者流出などにより、小売店・飲食店の店舗数も年々

減少傾向にあり、早急かつ効果的な対応が必要となっている。 

 

 

【目的】 

  特産品の「みそ・たまり」などを中心とした地域資源を活用している“店舗”や

“商品・サービス”などの情報発信を継続的に行うことで、消費者の誘い込みに取

り組み、さらに商店街活性化事業など、行政・商工会・関係団体が連携して支援を

行うことで武豊町の認知度を高め、地域経済を活性化させる。 

 

 

【事業内容】 

１）地域資源「みそ・たまり」の活用 

  町・観光協会と連携し、特産品である「みそ・たまり」をＰＲするため、パンフ

レットの作成やみそ蔵が立ち並ぶ街並みを歩くことができる散策マップの作成を

行う。さらに、武豊の「みそ・たまり」を使用したグルメ「たけとよめし」事業を

強化させる為、登録商品の増強や新商品開発の支援をおこなう。こうした取り組み

により、武豊の「みそ・たまり」の認知度を向上させ、より多くの方に足を運んで

もらうことで地域経済活性化を図る。 

 

２）「ぎゃらりぃ夢乃蔵」と“まちの駅”「味の蔵たけとよ」の活用 

商工会で運営管理する２つの施設を活用し、地域経済活性化を図る。具体的には、

観光案内所と特産品物販の機能を併せ持つ「ぎゃらりぃ夢乃蔵」において、特産品

である「みそ・たまり」のＰＲ・販売と観光資源である“みそ蔵の街並み”や“浦

島伝説”といった地域の情報発信を行う。また、平成２８年４月よりオープンした

武豊町の情報発信拠点である“まちの駅”「味の蔵たけとよ」においては、武豊町

で作られた特産品の物販を中心に武豊町の魅力を発信していくことで、武豊町及び

武豊町の魅力ある地域資源の認知度をあげ、地域活性化に繋げる。 
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３）商店街及び発展会との連携 

当地域には、みゆき通り商店街に属する店舗で構成される“みゆき通り発展会（３

２事業所）”と、商店街ではないものの武豊町を縦断する主要道路沿いにある飲食

業・小売業をはじめ建設業、金融機関等さまざまな業種で構成された“サンシャイ

ンシティ北武発展会（２６事業所）”という組織があり、「夏まつり」や「ハロウィ

ンまつり」等のイベント開催などによって地域の事業所のＰＲを行っている。 

そうした組織と商工会とが今まで以上に連携して地域に根付いた小規模事業者

の魅力をＰＲし、売上向上を目指すことで、商店街のにぎわい創出を図る。 

 

４）ゆめたろうカード事業の取り組み 

  当地域の消費者の町外流出防止や顧客の安定化を図る為、武豊町カード事業協

同組合と連携し、ポイントカード（ゆめたろうカード）導入の取り組みを行って

おり、現在４２事業所が参加している。しかしながら、カードそのものや、カー

ドが利用できる店舗の認知度がまだ低いため、チラシ折込などによるＰＲ等、認

知度向上の取り組みを行うとともに、今後は参加事業所を増加させることでカー

ド利用者の増加と消費量増加を目指し、地域活性化を図る。 

 

 

 【小規模事業者に対する効果】 

   特産品の「みそ・たまり」や、それを加工した「たけとよめし」などの開発支援

及び地域の魅力の発信による消費者の誘いこみや、商店街イベントの開催支援、カ

ード事業の取り組みなどにより、小規模事業者の販路開拓が促進され、売上が向上

することで当地域の経済活性化に繋がる。 

 

 

 【数値目標】 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

たけとよめし 

登録商品 34 35 36 37 38 39 

ぎゃらりぃ夢乃蔵

利用者数 9,933 10,200 10,400 10,600 10,800 11,000 

商店街イベント 

開催支援 3 3 3 3 3 3 

カード事業 

参加事業所数 42 43 44 45 46 47 
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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知多支部８商工会（経営指導員については、知多半島地域の

４商工会議所も加える）が各職種別に連絡会議を開催し、支援ノウハウ等について

情報交換を行っているが、町外の商工会、商工会議所、専門家等との情報交換に留

まっている。職員においては金融知識などの専門的な情報やノウハウが不足してい

る事が、課題となっている。 

 

 【事業内容】 

今後は金融機関を含むその他の支援機関とも連携を取り、専門的知識を活かした支

援ノウハウや、町内の小規模事業者の経営状況等について情報交換を行うことで、支

援能力の向上を図り、経営指導員等職員が巡回・窓口指導時においてスムーズに支援

が行えるようにする。 

連携する相手先については以下のとおり。（別表４参照） 

  

 【各種支援機関】 

あいち産業振興機構や愛知県よろず支援拠点等の支援機関と連携し高度で専門的

な指導・提案、支援ノウハウ等の情報収集・情報交換を行う。 

 

【専門家との連携】 

愛知県商工会連合会等から派遣された専門家により、高度で専門的な指導・提案を

実施してもらい、支援ノウハウ等の情報収集・情報交換を行う。また、専門家からの

ＯＪＴにより支援能力の向上を図る。 

 

【金融機関との連携による情報交換】 

   町内の金融機関、日本政策金融公庫熱田支店との連絡会議を年に１度開催し、
支援ノウハウや町内小規模事業者の経営状況等について情報交換を行うことで、支

援能力の向上を図る。 

また、商工会が実施する講習会や経営支援事業等について説明し、金融機関の顧

客である小規模事業者への参加や利用を呼び掛けてもらうよう依頼する。 

   日本政策金融公庫熱田支店が開催する「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」に参

加し、公庫や参加商工会、商工会議所と支援ノウハウ等について情報交換を行う。

 

【武豊町役場との連携】 

現在、武豊町役場とは担当課を通じ緊密な連絡をとっており、今後も必要に応じ、

連絡・連携することで最新の地域情報・施策に関する情報提供を受け、町づくりにも

参画することで、支援能力の向上に繋げる。 
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【愛知県商工会連合会知多支部８商工会（経営指導員については、知多半島地域の 

４商工会議所も加える。）職種別連絡会議への出席による情報交換】

 

  1）構成商工会及び商工会議所 

武豊町、知多市、東浦町、阿久比町、美浜町、師崎、豊浜、内海の８商工会、

    東海市、大府市、半田市、常滑市の４商工会議所 

 

  2）参加者 

・愛知県尾張県民事務所知多県民センター産業労働課担当職員 
    ・愛知県商工会連合会担当職員 
    ・知多支部内８商工会職員 
    ・４商工会議所経営指導員 
    ・その他支援機関関係者 
      

経営指導員会においては、日本政策金融公庫担当者が参加し、会議のテーマに

応じ税理士、社会保険労務士等の専門家やあいち産業振興機構等の支援機関の

担当者が講師として参加 
        
  3）情報交換内容 

・経営支援ノウハウ、経営支援事例 
    ・各地域の経済情勢 
    ・各職種に必要な指導のための知識、ノウハウ 
    ・新たな施策や税法等法改正等の情報入手や対応方法の共有 
   
【事業計画】   

事業内容 
開 催 回 数 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

日本政策金融公庫 
経営改善貸付推薦 
団体連絡協議会 

１ １ １ １ １ 

金融機関との情報 
交換会 

１ １ １ １ １ 

事務局長会 ６ ６ ６ ６ ６ 

経営指導員会 ６ ６ ６ ６ ６ 

補助員会 １ １ １ １ １ 

記帳指導職員会 １ １ １ １ １ 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

経営発達支援計画を実施するにあたって、職員の資質向上を図る事が重要である。

職員は研修等で経営計画の立て方、財務分析の方法等の売上や利益を確保する事を重

視した支援ノウハウを学び、専門家や経営指導員からのＯＪＴで実際の支援の仕方や

更なる高度な支援ノウハウを学ぶ。 

また、組織全体で支援ノウハウや情報を共有する体制を今まで以上に構築する事

で、組織全体としての支援能力の向上を図る。 

具体的には下記の取り組みを実施する事により、売上や利益を確保することを重

視した伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

【研修、講習会等への参加】 

・愛知県商工会連合会の主催する研修に全職員が参加し、経営計画の立て方、経営状

況の分析等、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

 

・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経営指導員が参加し、他商

工会の支援事例を学び支援能力の向上を図る。 

 

・各職種別に開催されている連絡会議における研修に全職員が参加し、それぞれの職

種に求められる知識や支援ノウハウを学ぶ。 

 

・中小企業大学校や他の支援機関等からの研修・講習会の案内に対し、積極的に職員

が参加して支援能力向上のために必要な知識を学ぶ。 

 

・本会が事業者向けに実施する講習会に職員が積極的に参加し、支援ノウハウを

学ぶと同時に、参加した事業所のフォローアップが出来るようにする。 

 

（年間スケジュール） 

項  目 回数 対象者 実施主体 

経営指導員等応用研修（一般コース） １回 経営指導員 愛知県商工会連合会

経営指導員等応用研修（特別コース） ５回 経営指導員 愛知県商工会連合会

経営支援事例発表会 １回 経営指導員 愛知県商工会連合会

管理職養成研修会 ２回 管理職職員 愛知県商工会連合会

                           （次ページに続く） 
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項  目 回数 対象者 実施主体 

中堅職員研修会 １回 中堅職員 愛知県商工会連合会

情報化推進要員研修会 １回 全職員 愛知県商工会連合会

基本能力研修会 １回
補助員、記帳指導職員、

一般職員 
愛知県商工会連合会

知多経営指導員会の研修 ６回 経営指導員 知多経営指導員会 

知多補助員会の研修 １回 補助員 知多補助員会 

知多記帳指導職員会の研修 １回 記帳指導職員、一般職員 知多記帳指導職員会

 

 

【専門知識の向上】 

職員が経営支援マネージャー、支援能力向上に繋がる公的資格等の資格の取得や、

ＷＥＢ研修の受講により専門知識の向上を図り支援能力の向上を図る。 

 

【ＯＪＴ】 

組織内において経営指導員のノウハウを共有し、組織全体としての支援能力の向上

を図る。 

経営指導員以外の職員については、経営指導員とチームで小規模事業者の支援を

する事で、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。 

事業所へ専門家の派遣をした際には、専門家からのＯＪＴにより支援能力の向上を

図る。 

 

【経営状況の分析結果、支援ノウハウ等を組織内で共有できる体制の構築】 

事業所の経営状況の分析結果や事業計画等は職員個々で管理するのでは無く、１つ

のファイルとして常備する。電子データについても共有サーバー内において管理保管

し、職員全体で支援内容毎に共有し確認できる体制を整える。 

また、経営支援書類は常に回覧することで、職員全体が支援内容の状況が把握でき

る体制とし、更には月に１度の職員会議や朝礼において、施策・税制等の新設、
改正点等の情報について担当者が報告し、情報の共有化を図る。 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、外部の知見を活用した

り、会内部の役職員の意見を取り入れながら、ＰＤＣＡサイクルに基づき、以下の方

法により評価・検証を行う。 

 

1）経営発達支援係が、事業の実施状況と成果を踏まえ、見直し案を作成する。 

 

2）武豊町及び中小企業診断士等に依頼予定である外部有識者による経営発達支援

事業評価委員会へ、経営発達支援係から事業の実施状況・成果・見直し案の提示

を行い評価を受ける。 

 

3）経営発達支援事業評価委員会の評価を基に、経営支援発達係と経営発達支援事

業評価委員会で見直し案を作成し、会長・副会長に報告し承認を受ける。 

 

4）事業の成果・評価・見直しの結果については、当会理事会にて報告し承認を受

ける。 

 

5）事業の成果・評価・見直しの結果を当会ホームページで計画期間中公表する。

（http://www.taketoyo-sci.or.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

Do 
計画に基づき事業を実施 

Check 
実施した事業の評価 

Action 
各事業の見直し 

Plan 
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 28 年 10 月現在）

（１）組織体制 

   事務局長 1名、 経営指導員 3名  補助員 2名 

   記帳指導職員 3名  パート 2名         計 11 名 

 

【経営発達支援事業実施者】 経営指導員 3名 

  

 

 

（２）連絡先  武豊町商工会 経営発達支援係 

         住所：〒470-2512 

愛知県知多郡武豊町字忠白田 11 番地 1 

         TEL ：0569-73-1100 

FAX ：0569-73-7377 

         URL ：http://www.taketoyo-sci.or.jp 

         ﾒｰﾙ ：info@taketoyo-sci.or.jp 
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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 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 30,100 30,400 30,700 31,000 31,300 

 

小規模企業支援 

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 総合振興費 

 

人件費 

 

 

 

500 

500 

500 

300 

500 

 

27,800 

 

 

500 

500 

500 

300 

500 

 

28,100 

 

 

500 

500 

500 

300 

500 

 

28,400 

 

 

500 

500 

500 

300 

500 

 

28,700 

 

 

500 

500 

500 

300 

500 

 

29,000 

（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．国・全国連・武豊町等の補助金（事業費） 

３．市町村補助金（商工会運営補助金等） 

４．会費収入（補助金不足分を補填） 

５．参加負担金（展示会等参加費） 

 

（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 

 

 

今後の産業界及び地域のリーダーとなるべく若手経営者・後継者５０歳までを中心

に、経営ノウハウ、経営者としての意識の高揚、経営力強化、また地域コミュニティ

との良好な関係を維持し、行政と共存繁栄していくため、将来の当町を牽引する経営

者の育成を図り、商工業の衰退とならないため、計画的な経営を共に進めることを目

標とし連携者と連携し下記の事業を行う。 

 

1）巡回・窓口指導時に小規模事業者からの相談を受けるとともに、事業計画策定を目

指す小規模事業者（若手経営者・後継者）の掘り起しを行う。 

 

2）各事業者の多種多様な経営課題を解決するため、各専門家を招いてセミナーを開催

し、事業計画策定の支援をする。 

 

3）事業計画策定後の小規模事業者のフォローアップを行い、事業者が取り組む事業計

画を円滑に推進させ、商品開発や販路開拓等の取り組みを伴走型支援する。 

 

4）販路開拓の手段として様々な角度からマッチングを図り、地域内における需要開拓

はもちろん、地域外への情報発信も強化することで需要開拓の一助とする。 

 

連携者及びその役割 

 

連 携 者 役  割 

行政関係者 地域情報・施策の情報提供 

各種支援機関 
高度で専門的な指導・提案、支援ノウハウ

等の情報収集・情報交換 

金融機関 
資金繰り支援、支援ノウハウ等の情報収

集・情報交換 
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連携体制図等 

 

 

小 規 模 事 業 者 

武  豊  町  商  工  会 

  
 

行政関係者 

武豊町役場 

金融機関 

日本政策金融公庫 

知多信用金庫 

半田信用金庫 

名古屋銀行 

あいち知多農業協同組合

 

各種支援機関 

中小機構中部 

愛知県よろず支援拠点 

愛知県商工会連合会 

知多経営指導員会 

 

 

連

携 

 

連

携

 

連 

携 

経営発達支援係 

 

支

援

経営発達支援事業の実施 実施、見直し

経営発達評価委員会 

評 
価 
・ 
見 
直
し 
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団体名 代表者名 連 絡 先 連携者分類 

武豊町役場 籾山芳輝 
住所：知多郡武豊町字長尾山２番地  

電話：0569-72-1111  
行政関係者 

中小機構中部  花沢文雄 

住所：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 

各種支援機関

公益財団法人あいち産 

業振興機構 
森鋭一 

住所：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 

電話：052-715-3061 

各種支援機関

愛知県よろず支援拠点  多和田悦嗣

住所：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 

電話：052-715-3188 

各種支援機関

愛知県商工会連合会 森田哲夫 

住所：名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38

愛知県産業労働センター16 階 

電話：052-562-0030 

各種支援機関

知多経営指導員会 川口法成 
住所：知多郡東浦町大字石浜字岐路 28 の 2 

電話：0569-65-0004 
各種支援機関

日本政策金融公庫 

熱田支店 
近藤通哉 

住所：名古屋市熱田区玉の井町 7-30 

電話：052-681-2271 
金融機関 

名古屋銀行 武豊支店 大石一裕 
住所：知多郡武豊町字砂川二丁目 10 番地 

電話：0569-73-7511 

金融機関 

 

知多信用金庫 武豊支店 東数昭 
住所：知多郡武豊町字道崎 22 番地の 4 

電話：0569-72-1271   
金融機関 

半田信用金庫 武豊支店 竹内成人 
住所：知多郡武豊町字前田 34 番地の 6 

電話：0569-73-6781 
金融機関 

あいち知多農業協同組合 

武豊支店 
伊藤晋次 

住所：知多郡武豊町字金下 27 

電話：0569-72-1261 
金融機関 

 

 

 


