
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

津島商工会議所 

（法人番号２１８０００５０１３５４８） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

津島商工会議所では、全国的に人口減少等により需要の右肩下がりが前

提の不透明な経営環境の中で、経営・事業計画を立てずに、成り行き、

思いつき、場当たり、勘と経験に頼った経営には限界があると考えてい

る。そのため、当所では、『成り行き、思いつき、勘と経験の経営からの

脱却、需要を見据えた計画経営を促進、売上拡大する小規模事業者の増

加、地域の経済力の向上、地域の活性化を図る』を目標とする。 

事業内容 

経営発達支援事業 

○地域の経済動向調査 

 地域の市場規模を計算するための調査 

 供給サイドの業況判断の調査 

 各業界の盛衰を把握できる調査 

○経営状況の分析 

 計画策定のための分析 

 商談会・展示会参加、推奨品認定のための分析 

 商業・サービス業のセールスポイント分析 

 売上・利益増減の原因等の決算書分析 

○事業計画策定支援 

 経営・事業計画策定支援(経営計画、事業計画、経営革新計画) 

 創業支援(スクール、窓口相談) 

○事業計画策定支援後の実施支援 

 各種支援制度活用を促し新事業展開を効果的に展開できるように支援

 販路開拓の機会を増加させる支援 

 有利な融資により資金繰りを圧迫しないような支援 

○需要動向調査 

 業界全体・個別商品 

○新たな需要の開拓に寄与する事業 

 地域商談会、ｱﾗｲｱﾝｽﾊﾟｰﾄﾅｰ発掘市、愛知ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ 

 地域活性化事業 

○着地型観光事業 

○特産品づくり事業 

○まつり文化振興事業 

連絡先 

津島商工会議所 中小企業相談所 

〒496-8558 愛知県津島市立込町 4-144 

TEL0567-28-2800 FAX0567-24-2805 

URL http：//www.tsushima-cci.or.jp 

E-mail info@tsushima-cci.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．津島市の概要 

(１) 津島市の地理 

・津島市は、濃尾平野の西部、名古屋市の西方約16Kmに位置し、面積は25.09ｋ㎡で起

伏の少ない海抜0メートル以下の低地である。 

・市内は、西側に国道155号線、東側に西尾張中央道が南北に通り、東西に名古屋市内

から3本の県道が通っている。 

・鉄道は名鉄津島線が市内西側を通っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 津島市の歴史・文化・自然・産業 

・鎌倉時代から、木曽三川を渡って尾張と伊勢を結ぶ要衝「津島湊」として発展した。

また、全国天王信仰の中心地である「津島神社」の門前町として、一時は尾張一の

豊かな町として知られた。その後戦国時代に織田信定がこの地を押さえて信長まで

の織田氏3代の経済的基盤が築かれた。 

・津島市には歴史と文化が大切に受け継がれており、室町時代から続けられている「尾

張津島天王祭」は国指定重要無形民俗文化財で、約24万人の観光客が訪れる。津島

神社の本殿や楼門の他に、近世の町屋「堀田家住宅」も国指定重要文化財となって

いる。中近世に開基された寺院が多いことも津島の魅力のひとつとなっている。 

・津島市は、自然も残されており、春の桜、初夏の藤・スイレン、秋の紅葉、冬の雪

景色など、「天王川公園」の季節の移り変わりは、とても美しく初夏の「尾張津島

藤まつり」は、約25万人の観光客が訪れる。 

・昭和22年3月、県下9番目の市として誕生した。 

・近代においては、毛織物産業の中心地帯を形成していた。その後、繊維産業が衰退

し、工業の生産力が低くなっているが、尾張西部の中心的都市ということもあり、

商業販売額の水準は高くなっている。 

・企業誘致に向けた地域間競争は、今後ますます厳しさを増している。名古屋港の国

際物流拠点機能の強化、新名神・新東名高速道路や東海北陸自動車道などの整備に

より、本市は物流面ですぐれた条件が整いつつある。 
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(３) ユネスコ無形文化遺産登録に向けて 

平成26年3月に国は、ユネスコ無形文化遺産の候補として、重要無形民俗文化財に指

定されている山車や屋台が町を巡る全国33件の祭りを一括提案した。愛知県からは、

国内最多の5件の祭りが候補となっている。津島市からは尾張津島天王祭の車楽舟行

事が候補となっており、登録されれば尾張津島天王祭の経済的波及効果が期待され

る。 

それに伴い、名物料理の開発・土産品の登録・お祭りのPRを行い、事業者の売上の向

上につなげる。 

 

 
 

     

 

２．津島市の現状と課題 

(１) 人口 

我が国はすでに人口減少時代に突入し、少子高齢化の進展は避けられない状況にな

っている。津島市では、名古屋圏の好調な経済に支えられ、これまで人口は増加し

てきた。しかし、 津島市の総人口は、平成27年1月1日で64,450人。5年前の平成23

年と比較すると法改正により平成25年に増加したが、推移は減少傾向で、ここ2年の

減少数は平成23・24年と比較すると2～3倍になっている。高齢化率も急速に高まっ

ており、県平均を上回る高さとなっている。 

各年1月1日現在(単位：人)

区分 
人 口 

増減数 
総数 男 女 

平成23年 65,558 32,191 33,367 △282

平成24年 65,349 32,087 33,262 △209

平成25年 65,746 32,205 33,541 397

平成26年 65,114 31,930 33,184 △632

平成27年 64,450 31,667 32,783 △664

※平成24年7月の住民基本台帳法の改正により、平成25年から外国人住民も住民基本台帳登

録人口に含む。 

 

 

尾張津島天王祭 初夏の藤
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(２) 産業の構成 

津島市の平成24年度事業所の産業構成は、表１のとおりで、業種構成の比率は、建

設業11.2％、製造業14.9％、卸・小売業30.3％、サービス業36.2％。総生産ベース

の産業構成は、表2のとおりで、業種構成の比率は、建設業6.8％、製造業20.0％、

卸・小売業20.0％サービス業24.3％となっており、バランスよく構成され、多様な

産業集積が図られている。 

 

(表１)  事業所ベースの産業構成                       
区分 平成

18年 

平成 

24年 

割合

(％)

農林漁業 4 5 0.2

建設業 256 293 11.2

製造業 462 390 14.9

電気・ガス・水道業 3 2 0.1

情報通信業 2 10 0.4

運輸業・郵便業 41 64 2.4

卸売業・小売業 945 796 30.3

金融業・保険業 39 38 1.4

不動産業・物品賃

貸業 

52 75 2.9

宿泊業・飲食ｻｰﾋﾞｽ

業 

363 337 12.8

教育、学習支援業 41 45 1.7

医療、福祉 18 68 2.6

複合ｻｰﾋﾞｽ事業 0 9 0.3

その他のｻｰﾋﾞｽ業 489 493 18.8

総数 2,715 2,625

資料：当所独自調査 

 

(３) 工業 

津島市の工業は、事業所数は減少しているものの、製造品出荷額が平成23年より徐々

に増加している。これは中規模以上の事業所の年間製造出荷額が増え、小規模事業

者が減少していることが窺える。製造品出荷額の主な内訳は、プラスチック製造

18.1％、紙パック製造16.1％、輸送機器製造15.5％が占めている。  

工業統計調査結果 

年 
事業所数

(件) 
増減 

従業員

(人) 
増減 

年間製造品出

荷額(百万円) 
増減 

平成23年     195 -     3,254 -     67,828 -

平成24年     168 △27     3,637 383     85,104 17,276

平成25年     166 △2     4,190 553     88,047 2,943

 (資料：平成24年度経済センサス活動調査) 

 (表 2)総生産ベースの産業構成 

区分 

平成24年

所得(百万

円) 

割合 

農業 1,175 0.7

水産業 12 0.007

製造業 33,438 20.0

建設業 11,425 6.8

電気・ガス・水道

業 

2,226 1.3

卸売・小売業 33,574 20.0

金融・保険業 5,617 3.4

不動産業 25,927 15.5

運輸・通信業 13,027 7.8

サービス業 40,627 24.3

総所得額 167,048  
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(４) 商業 

津島市の商業は、8年前の平成16年と比較してみると、減少傾向で商店数は35％、従

業員数も35％、年間商品販売額は20％減少している。 

 

   商業統計調査結果(卸・小売業) 

年 商店数(件) 増減 従業員(人) 増減 
年間商品販売

額(万円) 
増減 

平成16年 901 - 5,655 - 140,773 -

平成19年 826 △75 5,497 △158 133,429 △7,344

平成24年 586 △240 3,694 △1,803 112,257 △21,172

 

３.津島市の小規模事業者の現状と課題 

(１) 小規模事業者の現状 

小規模事業者は、我が国の企業数の約 87％、従業者数の約 26％を占め、我が国の経

済にとって重要な存在であるが、その数は大きく減少している。小規模事業者の数

は長期にわたり減少傾向で推移しており、平成 18 年から 24 年の 6 年間での推移は

下表のとおりで、全国では 32 万社 8.74％、愛知県では 1.3 万社 5.70％津島市では、

145 社 6.09％の減少となっている。津島市は、愛知県と比較すると減少率は高くな

っている。 

 

小規模事業者数 

 本所管内 増減率 愛知県 増減率 全国 増減率 

平成 18 年 2,380 - 229,630 - 3,663,069 -

平成 24 年 2,235 △6.09％ 216,533 △5.70％ 3,342,814 △8.74％

（資料：当所独自調査、愛知県中小企業金融課、平成 18 年総務省「事業所・企業統計

調査」平成 24 年経済センサス活動調査） 
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(２) 小規模事業者の課題 

 2014 年中小企業白書による小規模事業者の最大の経営課題は、下図のとおりで、「営

業・販路開拓」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当所が行っている過去3年間の会員企業150社に対してのアンケートでは、経営上

の問題や悩みは以下のとおりで、最大の問題点は、毎年毎回「売上・受注の停滞・

減少」であり、平均43％の事業所で問題や悩みとなっている。 

 １位 ２位 ３位 

平成24年上期 
(150社回収率84%) 

売上・受注の停滞・減少

(46.3%) 

原材料価格の上昇 新規参入者の増加 

平成24年下期 
(150社回収率80%) 

売上・受注の停滞・減少

(49.5%) 

取引条件の悪化 製品単価の低下 

平成25年上期 
(139社回収率78%) 

売上・受注の停滞・減少

(41.0%) 

原材料価格の上昇 製品単価の低下 

平成25年下期 
(137社回収率76%) 

売上・受注の停滞・減少

(37.9%) 

原材料価格の上昇 取引条件の悪化 

平成26年上期 
(132社回収率78%) 

売上・受注の停滞・減少

(43.8%) 

原材料価格の上昇 熟練技術者の確保難

平成26年下期 
(125社回収率74.4%) 

売上・受注の停滞・減少

(37.0%) 

原材料価格の上昇 熟練技術者の確保難
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４.当所の小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

人口減少等の我が国経済社会の構造的変化により、津島市の工業力・商業力も減退

し、地域経済を支える小規模事業者は、需要の低下や売上の減少に直面している。

地域の総合的経済団体及び小規模事業者支援機関である当所は、小規模事業者の中

長期的な振興のあり方として、小規模事業者の最大の課題である「需要を見据えた

計画経営」を促進し支援する。 

 

５.当所の経営発達支援事業の目標 

かつての人口増加等により需要の右肩上がりが前提であれば、経営計画を立てずに、

伸びる企業は多くあった。しかし、現在、全国的に人口減少等により需要の右肩下

がりが前提の不透明な経営環境の中で、経営・事業計画を立てずに、成り行き、思

いつき、場当たり、勘と経験に頼った経営には限界がある。また、計画なき者に実

行なし、実行なき者に成功はないものである。 

そのため、当所では、『成り行き、思いつき、勘と経験の経営からの脱却、需要を見

据えた計画経営を促進、売上拡大する小規模事業者の増加、地域の経済力の向上、

地域の活性化を図ること』を目標とする。 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.目標達成のための方針 

小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築する

ため、顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた経営計画に基づく経営を推進する

ことが特に重要である。当所では、小規模事業者持続化補助金の経営計画書・補助

事業計画書の策定支援の際、策定後に多くの事業者から計画策定の意義・効果に気

づいたと認識していただいた。それをモデルに以下の項目と意義・効果・気づきの

動機付けにより計画策定を促進し、計画策定後は、実施支援でフォローアップし、

需要開拓に寄与する事業で売上増加や利益確保を促進する方針である。 

 

 

  
   

成り行き 

思いつき 

勘と経験の 

  経営 

 

 

 

需要を 

見据えた 

計画経営 

  
 
 

 

売上拡大する

小規模事業者

脱却 

 
 
 
 

 

地域の 

経済力の向上

 
 
 
 
    
 

地域の活性化 

   

 
 
活性化 

促進 

向上増加 
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計画策定の項目 意義・効果・気づき 

経営計画書 成り行き経営から脱却することの重要性

を学んでもらう 

 経営状況分析 客観的分析→根拠・確証を示す 

 外部環境分析 外部環境の質的・量的変化を捉える 

 地域経済動向 市場規模の計算、業況判断、業界の盛衰 

需要動向 需要が多い、需要が増加、市場規模の計

算、売上予測 

競合分析 比較表を作成→競合比較で優位な項目、

劣位な項目→強み・弱みの把握→販路拡

大につなぐ 

顧客ニーズ 最大のビジネス機会 

内部環境分析 内部環境の質的・量的変化を捉える 

 商品分析 個別商品の販売動向→強化・重点・育成・

改廃商品等→方針 

顧客分析 売上貢献度の高低→強化・重点・育成顧

客→方針 

経営方針・目標と今後のプラン プラン→実施した成功体験により計画経

営の動機付けを図る 

 経営方針 目指したい姿・ありたい姿を明確化 

経営目標 経営計画のゴールとしての目標設定→定

量・定性目標→売上向上 

強みとニーズを踏まえた今後のプラ

ン 

成長戦略の方向性を明確化→今後どのよ

うな事業を行うか 

個別事業計画書 個別事業イメージの明確化、実現に向け

た道筋 

 具体的内容(何をどのような方法、創意

工夫の特徴) 

具体的、創意工夫→実現可能性が高い 

効果(売上への効果、効果に結びつく理

由) 

個別事業計画のゴールとしての目標設定

→定量・定性目標→売上向上 

事業計画策定後の実施支援 

 

支援施策・専門家の活用→新事業展開を効

果的に展開 

新たな需要の開拓に寄与する事業 商談会、会報事業→販路開拓により新規顧

客開拓→売上向上  

 

地域の課題を克服するためには、｢需要を見据えた計画経営」という中長期的な小規模

事業者支援の考え方の下、本計画においては、「成り行き、思いつき、勘と経験の経営

からの脱却、需要を見据えた計画経営を促進」を方針とし、「売上拡大する小規模事業

者の増加、地域の経済力の向上、地域の活性化を図ること」を目標に掲げて事業を実施

していく。 
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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２８年４月１日～平成３３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】 

 

 津島市の事業者の最大の問題点は、「売上・受注の停滞・減少」のため、本事業の目

標は、小規模事業者の売上拡大である。小規模事業者が売上拡大する場合には、外部

環境の 1つである地域の経済動向を把握する必要がある。把握したい事項とそのため

の活用調査と提供項目は次のとおりである。 

・市場規模を把握する必要があるため、地域の市場規模計算のための調査 

・地域の景気状況を把握する必要があるため、供給サイドの業況判断の調査 

・地域の商業界・工業界・サービス業界の盛衰を把握する必要があるため、各業界 

の盛衰を把握できる調査 

  

（１）活用調査・提供項目・活用方法 

① 地域の市場規模を計算するための調査 

活用調査 提供項目 活用方法 

町丁別住民基本台帳 町丁別の世帯数と年推移 小売業の品目別市場規

模の積算に活用する。 国勢調査 町丁別・性別・年齢別の人口・世帯

数と年推移 

家計調査年報 地域別・品目別の 1世帯当たり年間

消費額と年推移 

 

② 供給サイドの業況判断の調査 

活用調査 提供項目 活用方法 

中小企業景況調査 津島市の事業所の景況感 全産業の経営・販売計画

作成に活用する。 ＬＯＢＯ調査 津島市の事業所の景況感 

市内景況調査 津島市の事業所の景況感 

 

③ 各業界の盛衰を把握できる調査 

活用調査 提供項目 活用方法 

商業統計 津島市の小売・卸売業の業態別の店

舗数・販売額と年推移 

小売・卸売業の経営計画

作成に活用する。 

工業統計 津島市の工業の品目別・産業別の事

業所数・出荷額と年推移 

製造業の経営計画作成に

活用する 

特定サービス産業実

態調査 

津島市のサービス産業の業種別の

事業所数・年間売上高と年推移 

サービス業の経営計画に

活用する。 
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（２）情報の収集・整理・分析と提供の手段 

① 情報の収集・整理・分析手段(商工会議所において実施) 

中小企業景況調査 

（既存） 

中小企業庁の委託事業として、当所は市内の４０社を対象

に、四半期毎に業況判断・売上高・経常利益等のＤＩ値を

産業別に収集し、中小企業庁で整理し、提供項目を分析し

ている。 

ＬＯＢＯ調査 

（既存） 

日本商工会議所が、全国ベースで行う調査として、当所が

毎月実施しており、市内４社を対象に収集し、日本商工会

議所で全国約３，０００社を整理し、提供項目を分析して

いる。 

市内景況調査 

（既存） 

当所が市内１１０社を対象として、年２回売上高・仕入単

価・採算・設備投資等のＤＩ値を産業別に収集・整理し、

提供項目を分析している。 

町丁別住民基本台帳、国

勢調査の提供項目 

津島市で毎年刊行、またはホームページ掲載される「津島

市の人口」より収集・整理し、提供項目を分析する。 

家計調査年報 総務省のＨＰ掲載の「家計調査年報」より収集・整理し、

提供項目を分析する。 

商業統計、工業統計、特

定サービス産業実態調査

の提供項目 

愛知県・津島市で毎年刊行、またはホームページ掲載され

る「愛知県の統計」または「津島市の統計」より収集・整

理し、提供項目を分析する。 

  

② 情報の提供手段 

巡回指導 経営指導員が、売上拡大を図る小規模事業者に、計画策定

のための地域の経済動向情報、また、開拓する市場の経済

動向情報として提供する。 

会報・ホームページ 持続的発展・市場開拓するには、地域市場の経済動向を把

握する必要があることを啓発し、最新の地域経済動向調査

が公表されたこと、その活用方法を掲載する。 

 

（目標） 

項  目 現状 H２８年度 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度 

収集調査項目数 ３ ３ ６ ６ ７ ７ 

小規模事業者への

提供件数 
1,500 1,500 1,600 1,600 1,700 1,700 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 津島市の事業者の最大の問題点は、「売上・受注の停滞・減少」のため、本事業の目

標は、小規模事業者の売上拡大である。経営状況の分析は、次の目的のために行う。

 ・計画策定のための分析 

売上拡大のためには、需要を見据えた計画的な経営が重要である。計画策定では、

まず、自社の経営状況の分析を行う。 
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 ・商談会・展示会参加、推奨品認定のための分析 

売上拡大のためには、商談会・展示会・推奨品認定を活用することが重要である。

商談会・展示会参加、推奨品認定では、自社、商品・サービスのセールスポイント

の把握を行う必要がある。 

 ・売上・利益増減の原因等の決算書分析 

売上拡大のためには、決算書の活用が重要である。決算書により売上・利益の分析

を行う。 

 

（１）計画策定のための分析 

支援対象 売上アップを図る小規模事業者 

分析項目 商品分析、顧客分析 

分析内容 ①販売する商品分析は、商品別売上高順位と利益総額順位の分析によ

り、今後売上・利益の増加が見込まれる販売重点商品・サービスを抽

出する。 

②顧客分析は、顧客別売上高順位と顧客特性の分析により、今後売上・

利益の増加が見込まれる販売先を抽出する。 

活用方法 販売重点商品、重点顧客の抽出により、効果的な販売により売上アップ

に活用する。 

現  状 小規模事業者持続化補助金の申請相談時に行っている。平成２７年度は

持続化補助金申請支援は２１社 

課  題 小規模事業者持続化補助金申請のためだけでなく、広く事業者に実施を

促進することである。 

手  段 今後は、経営指導員が、企業巡回訪問窓口相談(金融相談、決算相談に、

事業者に売上アップを図る経営状況分析として促し、気づきを与え実施

を支援する。 

高度で専門的な分析は、ミラサポ、あいち産業振興機構の食品・衣料品

・雑貨等の商品分野ごとの専門家を活用し、経営指導員が同行し、連携

支援する。 

 

（２）商談会・展示会参加、推奨品認定のための分析 

 ①製造業のセールスポイント分析 

支援対象 新規顧客を開拓する製造事業者 

分析項目 製造業のセールスポイント分析 

分析内容 製造事業者の特徴的なセールスポイント、得意な製品・分野・技術、主

要製品、主要製造設備、加工技術・製品の分析により、他社より優れた

点を抽出する。 

活用方法 差別化されたセールスポイントの訴求で新規顧客の獲得に活用する 

現  状 

 

①展示会・商談会に参加する製造事業者を対象に行っている。平成 26 

年度は、あいち産業振興機構の地域商談会参加４社、アライアンスパ

ートナー発掘市参加 6社（うち製造業 6社） 

②あいち産業振興機構の個別取引あっせんは、登録を促すものの、登録
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には至らなかった。 

課  題 商談会・展示会への参加者数が少ないことである。 

手  段 今後は、経営指導員が、巡回時にヒアリングを行い、事業所の事業内容

と工場内視察により、その事業所のセールスポイントを把握し参加を促

す。 

高度専門的な分析は、ミラサポ・あいち産業振興機構の加工技術ごとの

専門家やあいち産業科学技術総合センターを活用し、経営指導員が同行

し連携支援する。参加者を増やすために、参加して成果のあった事例を

作成し、動機づけを行う。 

 

②商業・サービス業のセールスポイント分析 

支援対象 新たな顧客を開拓する商業・サービス業者等 

分析項目 商業・サービス業のセールスポイントの分析 

分析内容 商業・サービス業の特徴的なセールスポイント、商品・サービスの強み

の分析により、他社より優れた点を抽出する。 

活用方法 差別化されたセールスポイントの訴求で新規顧客の獲得に活用する 

現  状 

 

①商談会・推奨品認定に参加する商業・サービス事業者を対象に行って

いる平成 26 年度は、津島優良特産推奨品事業を開始し、14 社 21 品を

認定した。 

②プレスリリースセミナーを開催し、11 社が参加し、そのうちの 1社が

中部経済新聞で取り上げられた。 

課  題 商談会・推奨品認定への参加者数が少ないことである。 

手  段 今後は、経営指導員が、商談会・推奨品認定に参加する商業・サービス

事業者に、ヒアリングを通じセールスポイントを把握し提案する。 

高度で専門的な分析は、ミラサポ、あいち産業振興機構の食品・衣料品

・雑貨等の商品分野ごとの専門家やあいち産業科学技術総合センターを

活用し、経営指導員が同行し連携支援する。 

プレスリリースセミナーを開催し、商品・サービスの強みの分析、他社

より優れた点の抽出方法、情報発信方法を学んでいただく。 

 

（３）売上・利益増減の原因等の決算書分析 

支援対象 売上アップを図る小規模事業者 

分析項目 売上・利益の増減、損益分岐点売上高、財務諸表 

分析内容 

 

 

①前年の決算書と比較し、売上・原価・利益の増減の原因を分析する。

②損益分岐点売上高を分析する。 

③財務指標を自社と同じ業種規模の他社と比較分析する。 

活用方法 必要売上高を設定し、それを達成する売上・原価・利益の増加減少対策

経営改善対策の経営計画の効果的策定・作成に活用する。 

現  状 これまでは、小規模事業者経営改善資金貸付（マル経）調査時や確定申

告時に支援している。平成 26 年度は、マル経利用者 26 社、確定申告指

導 128 社 
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課  題 マル経利用者や決算申告相談利用者に限定していることである。 

手  段 今後は、経営指導員が、企業巡回訪問、窓口相談(金融相談、決算相談 

等）に、事業者に売上アップを図る経営状況分析として促し、気づきを

与え実施を支援する。 

 

(目標) 

項  目 現状 H２８年度 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度 

商品・顧客分析件

数 
４０ ４０ ４０ ４５ ４５ ５０ 

製造業のセールス

ポイント分析件数 
５ ５ ５ ７ ７ １０ 

商業・サービス業

のセールスポイン

ト分析件数 

４ ４ ４ ６ ６ ８ 

決算書分析件数 ４０ ４０ ４０ ４４ ４４ ５０ 

分析件数合計 ８９ ８９ ８９ １０２ １０２ １１８ 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）経営・事業計画策定 

経営状況の分析や需要を見据えた計画的な経営のため、小規模事業者に事業計画策定

を動機づけ、計画策定の段階と新事業活動の取組により、計画を次の 3つに分け支援

する。 

計 画 考え方 

① 経営計画 計画のない事業者が、今後の経営計画を策定する。 

② 事業計画 経営計画で策定した個別事業の実施前に、具体的内容・効果を計

画する。 

③ 経営革新計画 経営革新に該当する新事業活動は、補助金活用・社員のモチベー

ション向上のため経営革新計画を作成し、承認を得る。 

 

支援対象 ① 売上向上を図りたいが、計画のない小規模事業者 
② 個別事業の実施により売上向上を図る小規模事業者 
③ 新事業活動により売上向上を図る小規模事業者 

主な計画

策定手順 

① 1)商品分析、顧客分析 

2)需要動向、競合他社との比較により強みの把握、顧客ニーズ 

3) 1) 2)を踏まえて経営戦略を策定 

4)売上高目標 

② 1)事業目的の明確化 

2)事業の具体的な計画(何をどのような方法で行うか) 

3)事業の効果(売上増加効果) 

③ 新事業活動である次の 4つの「新たな取り組み」の計画策定 

1)新商品の開発または生産 
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2)新役務(サービス)の開発または提供 

3)商品の新たな生産または販売方式の導入 

4)役務(サービス)の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動 

現   状 小規模事業者持続化補助金の申請相談時に行っている。平成 27 年度の小

規模事業者持続化補助金申請支援は 21 社 

課  題 小規模事業者持続化補助金申請のためだけでなく、広く事業者 

に実施を促進することである。 

手  段 今後は、経営指導員が、経営・事業計画策定を動機づける案内を作成し、

窓口相談、巡回相談時に啓発する。 

経営指導員は、事業者といっしょに考え経営計画を策定し、そのブラッ 

シュアップを支援する。 

高度で専門的な案件は、ミラサポ・あいち産業振興機構の商業・サービ 

ス業・製造業ごとの専門家を活用し、経営指導員が同行し、連携支援す 

る。 

融資案件は、マル経融資や小規模事業者経営発達支援資金の活用を促し、

有利な融資により資金繰りを圧迫しないよう支援する。  

 

（２）創業支援 

 津島商工会議所がワンストップ相談窓口となり、創業・起業に必要な知識やノウハ 

ウ等について相談を受け付けるとともに、創業について体系的に学ぶことができる 

「創業スクール」を開催する。さらには、定期的に専門家等による経営相談会を実 

施し創業・起業の支援を行う。 

 

① 創業スクール 

支援対象 創業希望者 

内  容 ①創業に必要な基礎知識習得 

②ビジネスプラン作成 

現  状 平成 16 年度から平成 26 年度までに計 6回開催し、226 人が参加し

ている。窓口相談経営相談等によるフォローアップ支援を実施し、

各種施策の情報提供をしている。 

愛知県信用保証協会と日本政策金融公庫と連携して、創業スクー

ル開催前に無料セミナーを開催し、スクール受講生を掘起してい

る。 

課  題 平成 26 年度参加者のうち、10 名(市内在住 5名)が開業したが、店

舗を構える事業所は、３名のみで、他はイベント等のみに出店す

る事業所で、年々セミナーの参加者が減少にある。 
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手  段  今後は、稲沢商工会議所、あま市商工会、愛西市商工会、弥富市

商工会、飛島村商工会、蟹江町商工会、大治町商工会、清須市商

工会、平和町商工会、祖父江町商工会に協力を依頼し、各会員企

業店に創業スクールの案内ポスターを掲示してもらい広範囲に周

知する。また、市内においては当所所有車両 3 台にマグネットを

貼り、走る広告塔にし、参加者の増加に努める。 

セミナー受講後は、各地区の経営指導員に伴走支援を依頼する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 創業窓口相談 

支援対象 創業希望者、創業後 5年未満の者 

内  容 ①創業者が抱える悩みに対し、ヒアリングを行い、対応方法をア

ドバイスする。 

②定期的に専門家等による経営相談会を実施し、創業・起業の支

援する。 

③創業している事業者の高度で専門的な案件は、ミラサポ・あい

ち産業振興機構の販売労務や経営管理の専門家を活用し、経営

指導員が同行し連携支援する。  

現  状 定期的に創業者を訪問し、各種セミナーや施策の案内を行い、必

要に応じて専門家派遣を行った。 

課  題 窓口相談の利用者を増やすことである。 

手  段  今後は、どのような相談にのってもらえるかをチラシ等で具体的

に示しておき、相談しやすい環境や雰囲気をつくっていくことで

ある。 

 

(目標) 

項  目 現状 H２８年度 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度

計画策定件数 ４０ ４０ ４０ ４５ ４５ ５０ 

セミナー受講者数 ２２ ２２ ２２ ２５ ２５ ２７ 

創業窓口相談者数 ４０ ４０ ４０ ４２ ４２ ４５ 

創業者輩出数 ４ ４ ４ ６ ６ ８ 
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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】 

支 援 対 象 事業計画を策定した小規模事業者 

指導助言と内容 ① 国、県、市等の各種支援制度の活用を促し、新事業展開を効果
的に展開できるように支援する。 

② 事業者が計画実施の際には、効果的に行うため、計画実施のア
ドバイスができる専門家による相談も行う。 

③販路開拓は、ターゲットに合った展示会や商談会等を紹介・斡

旋し、販路開拓の機会を増加させるよう支援する。 

④融資案件は、マル経融資や小規模事業者経営発達支援資金の活

用を促し、有利な融資により資金繰りを圧迫しないよう支援す

る。  

現  状 策定支援のみで終わっている。 

課   題 

 

事業計画に沿った経営を行えるよう伴走型支援を行うことであ

る。 

手  段(頻度) 今後は、3ヶ月に 1回、進捗状況の把握と指導・助言を行う。  

 

支 援 対 象 創業者 

指導助言と内容 ①創業時における開業届等各種手続きを指導する。また、個別の

プランの作成から資金調達まで、創業時の諸課題にワンストッ

プで支援する。 

②当所が事業・業務として行う記帳、決算・申告指導の活用を促

し、３年間で自主記帳できるように支援する。また、従業員を

雇用する場合には、労働保険の事務委託の活用を促し、事務手

続きの軽減を図る支援を行う。 

③高度で専門的な案件は、ミラサポ・あいち産業振興機構の販売

労務や経営管理の専門家を活用し、経営指導員が同行し連携支

援する。 

④融資案件は、創業支援資金融資制度や小規模事業者経営発達支

援資金の活用を促し、有利な融資により資金繰りを圧迫しない

よう支援する。 

⑤補助金の申請が可能な案件については、開業時の経費を軽減す

るため、補助金を紹介し申請支援する。 

⑥信頼できる取引業者を探すノウハウがない創業者には、商工会

議所の会員ネットワークを活かし、適切な業者を紹介し支援す

る。 

現  状 創業までの支援のみで終わっており、その後は、事業者から連絡

があった場合のみの対応になっている。 

課   題 

 

伴走型支援により目標売上達成等事業を軌道にのせることであ

る。 

手  段(頻度) 今後は、当初６ヶ月間は毎月、その後は 2 ヶ月に 1 回、進捗状況

の把握と指導・助言を行う。  
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(目標) 

項  目 現状 H２８年度 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度

計画策定事業者のﾌｫﾛ

ｰｱｯﾌﾟ対象件数 
４０ ４０ ４０ ４５ ４５ ５０ 

創業者のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ対

象件数 
４ ４ ４ ６ ６ ８ 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 地区内の小規模事業者が売上や利益を確保するためには、需要を見据えた計画的な経

営が重要である。需要動向は日々変動するため、省庁・協会・民間等の調査結果の中

から毎月公表され業種別に活用できるものを、当所が契約している専門家（中小企業

診断士）と共に整理・分析して提供を行う。 

当初は、次の調査を活用するが、今後売上や利益を確保するための需要動向調査を研

究し、提供項目を見直す。 

 

（１）業界全体の需要動向  

①活用調査・提供項目・活用方法  

需要動向の把握により、販売・売上計画に活用する。需要が増加している場合に

は、積極的に販路開拓に取組み、売上増加を図る。一方、需要が減少している場

合は、過当競争となるため、競争に勝つ取組みが重要となる。 

活用調査 提供項目 活用方法 

小売業販売額 前年比の月指標と月推移 小売業の販売計画の作成

に活用する 全国百貨店売上高 前年比の月指標と月推移 

製造品出荷額 前年比の月指標と月推移 製造業の売上計画の作成

に活用する 機械受注 前年比の月指標と月推移  

建設工事受注 前年比の月指標と月推移 建設業の売上計画の作成

に活用する 新設住宅着工 毎月の戸数と月推移 

公共工事請負額 前年比の月指標と月推移 

   

②情報の収集・整理・分析手段(商工会議所において実施) 

日本経済新聞に掲載される「景気指標」より収集・整理し、提供項目を分析する。

   

③情報の提供手段 

会報・ホームページ上で、売上や利益を確保するには、需要を見据えた計画的な

経営が重要であることを啓発し、最新の業界全体の需要動向調査が公表された際

に、広く周知する。 

 

（２）個別商品の需要動向  

①活用調査・提供項目・活用方法  

計画策定前や商談会・展示会の参加を目指す小規模事業者の個別商品の需要動向

を把握し、新商品開発・仕入計画・売上計画等の経営・事業計画の作成や創業計
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画に活用する。需要が見込める場合には、強化・重点・育成商品とし、売上増加

を図る。一方、需要が見込めない場合は、改廃商品とする。 

活用情報 提供項目 活用方法 

家計調査年報 地域別・品目別の 1世帯当たり年間

消費額と年推移 

新商品開発・仕入計画・

売上計画の作成や販路開

拓に活用する。 日経トレンディ ヒット商品・売れ筋商品の情報 

日経流通新聞 ヒット商品・売れ筋商品の情報 

消費者アンケート 新商品の需要情報 新商品開発や販路開拓に

活用する 

 

②情報の収集・整理・分析手段(商工会議所において実施) 

家計調査年報 総務省のＨＰ掲載の「家計調査年報」より収集・整理し、

提供項目を分析する。 

日経トレンディ 日経トレンディより今流行りの商品やサービス情報を収集

し、「新規性」「話題性」「差別化」の３項目に整理し、

これから何が売れるかを分析する。 

日経流通新聞 日経流通新聞より商品やサービス情報を収集・整理し、｢い

ま何がどんな理由で売れているのか」「次のトレンドは何

か」を分析する。 

消費者アンケート 事業者が新商品開発した場合の需要調査。ターゲットとす

る消費者層 30 人を選定し、新商品のアンケートを行う。ア

ンケートは、「商品性」「機能性」「予定価格での購買の

有無」等の項目で行い、収集・整理し、提供項目を分析す

る。 

 

③情報の提供手段 

巡回指導時に経営指導員が、商品分析やセールスポイント分析を行った小規模事

業者個々に対して販売・売上計画を策定する際の個別商品の需要動向情報として

提供する。 

 

（目標） 

項  目 現状 H２８年度 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度

業界全体の需要動向

の提供件数※１ 
1,500 1,500 1,600 1,600 1,700 1,700 

個別商品の需要動向

の提供件数※２ 
４９ ４９ ４９ ５８ ５８ ６８ 

※１ 会報の配付件数 

※２ 12 頁経営分析目標の商品・顧客分析、製造業のセールスポイント分析、商業・サ

ービス業のセールスポイント分析の合計件数 
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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】 

  小規模事業者の事業を持続的発展させるために、需要の開拓に寄与する事業とし 

て以下のことを実施する。 

（１）商談会事業 

支援対象 新規顧客やパートナーを開拓する事業者 

手  段 事業者の受注機会の増大及び新規取引先の開拓を図るとと

もに、事業者間の情報交換を通じ、新たなパートナーを発掘

するための商談会を開催。受注事業者が発注事業者へ提案・

PR し、受注機会の増大および新規取引先の開拓を図る。 

具体的には以下のマッチング支援事業を行う。 

＜対面型商談会事業＞ 

①地域商談会 

②アライアンスパートナー発掘市 

＜ネット型商談会事業＞ 

③愛知ビジネスポータルサイト 

現状と効果 ①地域商談会 

「地域商談会(尾張会場)」を年 1 回開催。平成 26 年度 (平

成 26 年 6 月 12 日開催)は、発注事業者 55 社(うち津島の事

業者 1 社)、受注事業者 155 社(うち津島の事業者 3 社)、成

約に至った事業者 20 社、成約金額合計 11,990 千円。 

（アンケート結果） 

・成約に至らずとも情報収集に役立った。 

・特定取引先依存の解消につながった。 

②アライアンスパートナー発掘市 

・平成 18 年から毎年 1回開催。これまで 9回開催。 

・平成 26 年は登録事業者 681 社(うち津島の事業者 6 社)、

商談者数 504 社(うち津島の事業者 3社)、商談件数 1,644

件(うち津島の事業者 7件)  

（アンケート結果） 

・商工会議所が主催する商談会なので信頼されやすい。 

・面談した企業様からの紹介で案件の発掘につながった。 

③愛知ビジネスポータルサイト 

・平成 26 年末現在、登録事業者 521 社(うち津島の事業者 

 5 社) 

・企業独自のホームページをもっていない企業にとって、低

 価でインターネットの窓口を設けることができる。また、

金融機関・公的機関が運営委員会にあるため、信用力を高

めることができる。 

（アンケート結果） 

・自社サイトのアクセス数が増えた。 

・企業ページの変更がしやすいため、状況に応じ変更できる。
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他の支援機関との連携 ①あいち産業振興機構・尾張地域７商工会議所(一宮・瀬戸・

春日井・犬山・江南・小牧・稲沢)と連携 

②愛知県下２１商工会議所 

③蒲郡信用金庫、豊田信用金庫、瀬戸信用金庫、碧海信用 

金庫、いちい信用金庫、西尾信用金庫、蒲郡信用金庫、豊

田商工会議所、瀬戸商工会議所、安城商工会議所、一宮商

工会議所、稲沢商工会議所、江南商工会議所、犬山商工会

議所、西尾商工会議所、碧南商工会議所と連携、各事業と

もに、連携により参加事業者が増え、商談件数やアクセス

件数、新規顧客開拓件数の増加効果が高まる。 

課題と改善 課題は、効果的な周知ができていないため、参加者が少ない

ことであり、今後は、巡回時に商談会の好事例を紹介し事業

者に関心をもたせることである。 

また、小規模事業者の販路開拓を行う際の課題である｢新規

顧客へのアプローチ方法｣、「販売すべきターゲット市場の

選定」、「商品・サービスのＰＲ」などをサポートするセミ

ナーを開催する。 

 

（２）会報事業 

支援対象 創業や新たな取組みをした事業者 

手  段 創業や新たな取組みをした事業者を、当所が製作企画した津

島市公認キャラクターつし丸が取材に行き、会報に掲載し

PR を行う。 

現状と効果 ・毎月 10 日、発行部数 1500 部/月発行 

・会報配付事業所 1500 社に PR できる。 

・キャラクターが訪問することにより、読者が親近感を持 

ち存在を知ってもらえる。 

課題と改善 誌面がマンネリ化してきているので、今後は、巡回時に事業

者のニーズを捉え、興味のあるセミナーや施策について情報

提供する。 

 

 

(目標) 

項 目 現状 H２８年度 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度

地域商談会参加者数 ４ ４ ６ ６ １０ １０ 

アライアンスパートナー 

発掘市参加者数 
６ ６ ８ ８ １０ １０ 

アライアンスパートナー 

発掘市商談件数 
７ ７ ８ ８ １０ １０ 

愛知ビジネスポータル 

サイト登録数 
５ ５ ６ ６ ７ ７ 
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展示会サポートセミナー

参加者数 
０ ０ １０ １０ １５ １５ 

会報つし丸訪問事業所数 １２ １２ １２ １２ １２ １２ 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（目的） 

 津島市の歴史や文化に基づいた地域資源を活用して、新たな特産品等開発や伝統文 

化振興を推進する「津島ブランド」を構築して、地域の振興及び地域の活性化を推 

進する。 

１．着地型観光事業 

（目的） 

津島市は、古い歴史や各種の祭等観光スポットに恵まれているものの、郷土料理や

グルメが少ない状況であるため、地域資源の活用による魅力づくりを行い、市民の

歴史文化への愛着を高めるとともに飲食等関係事業者の振興を図り地域活性化につ

なげる。  

【着地型観光事業プロジェクト委員会】 

学識者 名古屋市立大学名誉教授 

教育 津島市立南小学校長 

行政 津島市 

観光 津島市観光協会 

津島ガイドボランティア 

文化 天王文化塾 

観光施設 津島神社 

経済団体 津島商工会議所 

民間コンサル 観光コンサルタント 

民間観光 名鉄観光サービス㈱ 

 

事業内容 

 

「観光振興事業」 

津島の自然や歴史文化等地域資源を活用した観光開発 

これまでの取組 

 

平成 22 年度、ニーズの高い「食」を切り口に、津島の歴史文化が

育んできた地域食材から当市にゆかりが深い「信長めし」の郷土名

物料理開発の調査研究を実施した。 

平成 23 年度、地域食材や歴史の定義付けを行い、『信長の台所「信

長めし」』を開発し 10 店舗を料理提供店と認定し、市内外に情報発

信して話題性を高めた。また「もろこ料理」が地域資源に新たに認

定された。 

平成 24 年度、一層普及すべく手軽に食する弁当や信長スイーツを

開発し、食事部門 11 店舗、スイーツ部門 6店舗の合計 17 店舗を認
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定した。 

平成 26 年度、歴史的文化的事業を実体経済として具現化するため

の事業として、「尾張津島 歴史文化再発見」着地型観光事業の調

査研究を実施し、14 件の商品開発提案を行った。 

今後の取組 ・着地型観光旅行商品の具現化、スキーム作り 

・近隣市町村と協働での広域的な着地型観光旅行商品開発 

・着地型観光旅行商品の食事「信長めし」の充実 

・抹茶をたしなむ地域文化の普及と新たな商品提供 

平成 27 年度、『「尾張津島天王祭」に食すごちそう開発プロジェク

ト』（地域力活用新事業）を実施する。尾張津島天王祭山車行事の

ユネスコ登録（平成 28 年）に向けて、全国展開していく天王祭と

食文化をつなげ、観光総合力を高めて地域の活性化を推進する。 

 

２．特産品づくり事業 

（目的） 

観光客や市民から土産等推奨品の要望が多く、津島市には特産品の数が少なくＰＲ

媒体もないため、土産品推奨の拡大を図り地域ブランド力を高めてマスメディア等

によるＰＲを積極的に展開する。 

【津島優良特産推奨品選定委員会】 

行政 津島市 

津島市観光協会 

経済団体 津島商工会議所 

まちづくり会社 ＮＰＯ法人まちづくり津島 

商業団体 津島市商店街連合会 

 

事業内容 

 

「特産品等認定普及事業」 

津島の優良な特産品を推奨品として認定し、観光客等に安心して喜

んでもらえる商品を提供することで、地元特産品を広くＰＲして地

域産業と観光活性化を推進する。 

これまでの取組 

 

 

平成 26 年度、食品や菓子・醸造品・陶磁器・民芸品等の応募を募

り、津島優良特産品推奨選定委員会において、「津島優良特産品推

奨品」として 21 品を認定した。また特産品ガイド（20,000 部）を

作成し、市内 2ケ所に販売所を設置して市内外に情報提供した。 

今後の取組 

 

第 1 次産品等も含めて幅広く推奨して、30 品の認定品を目標とし、

販売箇所も市内外に 5 ケ所設置。平成 28 年の津島天王祭山車行事

のユネスコ登録を目指して、土産品推奨の拡大を図り地域ブランド

力を高めてマスメディア等によるＰＲを積極的に展開する。 

 

 

 

 



２２ 
 

３．まつり文化振興事業 

（目的） 

平成 28 年の尾張津島天王祭山車行事のユネスコ登録を目指して、地域ブランド力を

高めてマスメディア等による尾張津島天王祭ＰＲを積極的に展開する。 

【天王祭プレイベント実行委員会】 

観光 津島市観光協会 

経済団体 津島商工会議所 

開催者 津島神社 

尾張天王祭協賛会 

まちづくり会社 ＮＰＯ法人まちづくり津島 

マスコミ 地元ケーブルＴＶ 

事業内容 「尾張津島天王祭プレイベント事業」 

500 年以上の歴史を誇る尾張津島天王祭を盛り上げ、伝統文化芸能

を紹介して市民意識の再認識と商店街等の賑わいを創出して、地

域産業と観光活性化を推進する。 

これまでの取組 平成 25 年度から尾張津島天王祭の２週間前に津島神社において、

天王祭のお囃しや郷土芸能紹介のイベントを開催して天王通り界

隈の賑いを図った。 

平成26年度は祭文化紹介と津島優良特産推奨品と野点による茶文

化を紹介した。 

今後の取組 平成 27 年度は天王祭の２週間前に２日間開催する。 

地域物産紹介販売及び抹茶文化紹介と当所創業スクール卒業生の

出店及び市内観光関係者等の参画を図り、市内外に一層の情報発

信をして商店街の活性化につなげていく。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（目的） 

従来の経営改善普及事業の取組みを見直し、売上増加や利益確保を促進する事業計 

画策定支援などへの取組みを増加させるために、経営発達支援事業の円滑な実施に向 

け、他の支援機関との連携を通じ支援ノウハウ等の情報交換を図る。 

(１) 尾張地域商工会議所勉強会 

連携先 愛知県、中小企業基盤整備機構中部本部、民間金融機関、あいち

産業振興機構、尾張地域７商工会議所(一宮・瀬戸・春日井・犬

山・江南・小牧・稲沢) 

内 容 各会議所の支援ノウハウ、支援体制、支援の現状、支援事例等に

ついて情報交換する。 

開催回数 年３回 

連携理由 各支援機関の参加者がグループ討論を行い、課題や考え方を明確

にし、今後の小規模事業者支援においての役割を明確にできる。
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効 果 各地の先進支援事例の情報交換や専門家の研修会により、新たな

支援ノウハウの向上を図ることができる。 

 

(２) 海部支部商工会職員協議会第２委員会 

連携先 愛知県、愛知県商工会連合会、海部支部６商工会(あま市・大治

町・蟹江町・飛島村・弥富市・愛西市) 

内 容 各商工会の支援ノウハウ、支援体制、支援の現状、支援事例等に

ついて情報交換する。 

開催回数 年３回 

連携理由 あま地域の支援団体が集うことにより、この地域特有の産業や経

済動向、施策などの情報を共有できる。 

効 果 売上増加や利益確保を促進する事業計画策定支援などのセミナーを

協力して開催することにより、スケールメリットが図れ、小規模事業者に

対して、あま地域として一貫性のある支援につながる。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(課題) 

職員の経験年数の違いから指導能力に差異が生じ、職員間で指導ノウハウの共有化

が図りにくいことが支援業務上の課題である。 

 

(１) ＯＪＴ 

  ① 外部支援機関との連携によるスキルアップ 

連携先   ミラサポ・愛知県よろず支援拠点 

内 容 高度、専門的な課題に対し、外部支援機関の専門家派遣に経営指

導員が同行することにより支援能力向上を図り、その後の小規模

事業者等への指導に際し、一貫性のある適切な指導につなげる。

 

② 所内研修会による支援ノウハウ向上(新規) 

メンバー 若手経営指導員・補助員・記帳指導職員・一般職員 

内  容 メンバーが担当業務の講師となり、勉強会を開催したり、各々の

参加したセミナーの発表を行い、知識・情報の共有を図る。 

 

  ③ ＷＥＢ研修の活用(新規) 

連携先   日本商工会議所 

内 容 支援メニューも豊富であり、経営指導員のみならず補助員等も週

に１回３０分を目安に受講し、支援事例などの研修に努め実践に

役立てる。 

 

④ 当所で開催するセミナー(事業計画書作成、売上促進セミナー等)へ参加(新規) 

連携先   セミナー講師 

内 容 担当及びそれ以外の職員も参加し、セミナー終了後、講師との情
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報交換を行い、スキルを習得して、小規模事業者等への売上拡大

や販路開拓の指導能力の向上につなげる。 

 

⑤ 当所専門員による勉強会(新規) 

連携先   中小企業診断士 

内 容 ２ヶ月に１度小規模事業者等の経営相談会を開催しており、その

際に１時間職員向けに経営分析方法や経営革新など毎回テーマ

を変えて勉強会を開催し、スキルを習得して、小規模事業者等へ

の売上拡大や販路開拓の指導能力の向上につなげる。 

 

(２) ＯＦＦ－ＪＴ 

① 経営指導員等応用研修会 

連携先 愛知県商工会議所連合会、愛知県商工会連合会 

現 状 経営指導員等応用研修会の一般コース、応用コースに各経営指 

導員が年間６回参加する。 

 

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 

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・

検証を行う。 

(１)小規模事業者へのコンサルティング経験豊富な中小企業診断士、税理士会役員、

地元金融機関と本所運営担当副会頭による新たな「評価委員会」を設置し、本

所内に設置している「小規模事業振興委員連絡会」(主に中小企業相談所の補助

事業の適正運営を調査)と連携を図りつつ、半期ごと(10 月・3月)に評価委員会

を開催し事業の実施状況・成果の評価・見直し案の提示を行う。 

 

(２)(１)において提示された評価・見直し案については、当所の「正副会頭会議」

において、評価・見直しの方針を決定し、常議員会の承認を得る。 

 

(３)事業の成果・評価・見直しの結果や好事例を津島商工会議所のホームページで、

公表し質問にも対応する。 

 

(４)（３）の実施により出された質疑等は「評価委員会」に報告し、評価委員会は

見直し案の参考に資する。 

評価委員会の構成委員  

 職     名 

委員長 津島商工会議所 副会頭 

委 員 東海税理士会津島支部 会員 

委 員 地元金融機関  

委 員 津島市 

委 員 専務理事 

委 員 中小企業診断士(外部有識者) 
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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１月現在）

（１）組織体制 

① 商工会議所の組織体制 

※   ：経営発達支援事業

を実施する体制・人員 

水野専務理事 

  

               

伊藤事務局長 

 

 

         

 中小企業相談所 

支援課・振興課 
総務課・業務課 

責 任 者 浅野相談所長 伊藤事務局長 

人    員 ７ ６ 

経営指導員数 ４  

事業実施人員 ７ ３ 

経営状況の 

分析支援 

・経営分析 

・決算書分析 

・技術分析 

・製造業のセールスポイント分析

 

事業計画策定 

・実施支援 

・事業計画策定実施支援 

・創業支援 

 

調査・情報提供 ・地域の経済動向調査 

・需要動向調査 

・会報 

・ホームページ 

需要開拓事業 ・商談会事業 

・ｱﾗｲｱﾝｽﾊﾟｰﾄﾅｰ発掘市事業 

各事業の周知 

（２）連絡先 

   ①小規模事業者が直接相談等の連絡先 津島商工会議所 中小企業相談所 

   ②連絡先 (住  所)   〒496-8558 津島市立込町４－１４４ 

        (電話番号)   ０５６７－２８－２８００ 

        (Ｆ Ａ Ｘ)   ０５６７－２４－２８０５ 

        (ホームページ) http://www.tsushima-cci.or.jp 

        (代表ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ) info@tsushima-cci.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） 

 Ｈ２８年度 

(Ｈ２８年

４ 月以降) 

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度

必要な資金の額 48,500 48,500 48,000 48,000 48,000 

 

・小規模企業 

 対策事業費 

・商工振興事 

業費 

・調査広報事 

業費 

 

46,500 

 

1,000  

 

1,000 

46,500 

 

1,000 

 

1,000 

46,000 

 

1,000 

 

1,000 

46,000 

 

1,000 

 

1,000 

46,000 

 

1,000 

 

1,000 

（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 

会費、国補助金、県補助金、事業収入、事業委託費など 

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

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

関する事項 

 

連携する内容 

１．経営分析・製品分析・技術指導・・専門的課題に対する助言、指導 

２．事業計画作成支援・・・・・・・・セミナー、個別相談 

３．創業支援・・・・・・・・・・・・ワンストップ窓口、資金調達支援 

４．商談会事業・・・・・・・・・・・地域商談会、アライアンスパートナー発掘市 

連携者及びその役割 

 

１．連携者及びその役割と効果 

事業内容 連携者 役割・効果 

経営分析 

愛知県よろず支援拠点

専門課題に対する職員同行による助言、

指導により、専門課題の発掘が可能とな

り、職員のスキルアップにもつながる。

ミラサポ 

専門課題に対する職員同行による助言、

指導により、専門課題の発掘が可能とな

り、職員のスキルアップにもつながる。

製品分析 

技術指導 

あいち産業科学技術総

合センター 

各業種別に研究開発、技術指導や試験分

析などを依頼し製品開発へつながる。 

事業計画作成支援 

ミラサポ 

事業計画のブラッシュアップにより、よ

り精度の高い事業計画へ仕上げること

を可能とする。 

独立行政法人中小企業

基盤整備機構中部本部 

セミナーや相談会における講師派遣に

より、セミナーの効果的な運営と助言が

可能となり、指導員がセミナーに参加

し、講師の補助をする際にスキルアップ

と伴走型支援につながる。 

創業支援 

株式会社日本政策金融

公庫 名古屋支店 

創業を考えている方を対象に４団体が

「つしま創業応援隊」として連携して、

創業プランの策定から資金調達、労務等

の相談にワンストップで対応する。 

愛知県信用保証協会 

津島市 

商談会事業 

公益財団法人あいち産

業振興機構 

公益財団法人あいち産業振興機構や尾

張地区商工会議所と連携することによ

り地区以外の発注企業も出展し、新たな

ビジネスマッチング機会が創出される。

また、公益財団法人あいち産業振興機構

が商談会のノウハウを有するためスム

ーズな運営ができる。 

名古屋商工会議所 名古屋商工会議所が企画・運営を行い、
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愛知県下２１商工会議所が共催する「ア

ライアンスパートナー発掘市」に、参加

する事で、ビジネスマッチングが期待で

き商談成立の可能性が高くなる。 

 

２．連携者の概要 

連携者 代表者 住所 電話番号 

公益財団法人あいち産業振興機構

（愛知県よろず支援拠点） 

理事長 

森鋭一 

愛知県名古屋市中

村区名駅 4-4-38 
052-715-3061

ミラサポ(株式会社パソナ) 

 

南部靖之 

愛知県名古屋市中

区栄 3-6-1 

栄三丁目ビル10階 

052-212-8156

あいち産業科学技術総合センター
所長 

山本昌治 

愛知県豊田市八草

町秋合 1267-1 
0561-76-8301

独立行政法人中小企業基盤整備機

構中部本部 

本部長 

花沢文雄 

愛知県名古屋市中

区錦 2-2-13 4 階 
052-202-0435

株式会社日本政策金融公庫 

名古屋支店 

国民生活事

業統括 

小島光雄 

愛知県名古屋市中

区村区名駅 3-5-9 

堀内ビル 6階 

052-561-6305

愛知県信用保証協会 
理事長 

小川悦雄 

愛知県名古屋市中

村区椿町 7-9 
052-454-0520

津島市 
市長 

日比一昭 

愛知県津島市立込

町 2-21 
0567-24-1111

名古屋商工会議所 
会頭 

岡谷篤一 

愛知県名古屋市中

区栄 2-10-19 
052-221-5733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２９ 
 

連携体制図等 

地域の小規模事業者にとって身近な存在である当所経営指導員が中心となり、各分野

の専門家や機関と連携をとり、事業所・創業者の支援を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいち産業振

興機構 

名古屋商工会

議所 

愛知県よろ

ず支援拠点 
ミラサポ 

中小企業基

盤整備機構

中部本部 

日本政策 

金融公庫 

名古屋支店 

愛知県信用

保証協会 
津島市 

 

 

津島商工会議所 

管内中小企業・小規模事業者 

事業計画作成支援 

経営分析 

商談会事業 

創業支援 

経営発達を伴走支援 

製品分析 
技術指導 

あいち産業科学技

術総合センター 


