
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 稲沢商工会議所（法人番号 １１８０００５０１０５５４） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

稲沢市の人口、事業所数、工業・商業の事業所数、小規模事業者数、小

規模事業者の課題を踏まえ、経営発達支援事業の目標を以下とする。 

「個社支援」では、「事業の持続的な発展」を実現できる企業を増やすこ

とを目標に掲げて実施していく。「5年間で当市小規模事業者の 10％(250

社)が事業計画を策定する」ことを数値目標とする。 

「面的支援」では、観光・地域資源を活用して、稲沢まつり、魅力ある

まちづくり、特産品づくりにより、賑わいを創出し、観光・交流人口の

拡大を図り、小規模事業者にとってのビジネス機会拡大につなげて地域

経済の振興に取り組むことを目標とする。 

事業内容 

経営発達支援事業 

○地域の経済動向調査 

 地域の市場規模を把握・検証するための経済動向調査 

 地域の景況を把握するための経済動向調査 

○経営状況の分析 

 ３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析、決算書分析 

○事業計画策定支援 

 経営・事業・経営革新計画策定 

 創業支援(セミナー、窓口相談) 

 事業承継支援(窓口相談) 

○事業計画策定支援後の実施支援 

事業計画・創業計画・事業承継計画を策定後の実施を支援 

○需要動向調査 

 需要動向を定量的に把握 

需要動向を定性的に把握 

○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 

○稲沢まつり 

○魅力あるまちづくり推進事業 

○特産品づくり事業 

連絡先 

稲沢商工会議所 中小企業相談所 

〒492-8525 愛知県稲沢市朝府町 15 番 20 号 

TEL 0587-81-5000 FAX 0587-23-6200 

URL http：//www.inazawa-cci.or.jp E-mail info@inazawa-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． 稲沢市の概要 
（１）稲沢市の位置・地勢 
 稲沢市は、日本のほぼ中央に位置する愛知県の 

西部濃尾平野のほぼ中央に位置しています。面積は、 

79.35 ㎢(東西約 14.6 ㎞、南北約 9.2 ㎞) 

 地質的には、沖積層で地味肥沃であり、気候的にも 

恵まれ、植木・苗木・盆栽の生産、野菜等の栽培に適 

した条件を備えており、大都市近郊に位置しながら、 

水と緑に恵まれています。 

 

（２）稲沢市の歴史・文化 
 平成１７年４月に稲沢市・旧祖父江町旧平和町が 
合併し、新しい稲沢市が誕生し「自然の恵みとこころ 
の豊かさ 人が輝く文化創造都市」を将来像に掲げ、 
新しい市の均衡ある発展と速やかな一体性の確立を目指して、現在まちづくりに取組ん

でいる。 
 稲沢市には、かつて旧国鉄稲沢操車場があり日本の三大操車場の一つとして中部の人

と物の流れを支えてきた。最近では、その跡地には大型ショッピングセンターの進出や

ロードサイドには数多くの店舗や住宅の建設が進むなど、稲沢市は、JR 稲沢駅あるいは

名鉄国府宮駅から名古屋まで１０分程度と交通至便な場所として尾張西部の新たな都市

拠点へと生まれ変わろうとしている。 
 また稲沢市は、江戸時代には東海道と中山道を結ぶ美濃路の宿場町として賑わい、市

内各地にはかつての稲沢の隆盛を今に伝える豊富な史跡や文化財が数多く残されてお

り、日本三大奇祭に数えられる「国府宮はだか祭」や日本四大生産地である「植木産業」

あるいは、日本一の生産量を誇る「祖父江ぎんなん」等観光資源が集積しており、県外

から毎年多くの来稲者がある。国府宮神社・国府宮はだか祭・荻須美術館をはじめとす

る数多くのイベント会場での集客数を統計すると、ここ数年１８０万人から２００万人

の観光客がある。 
 

２．稲沢市の現状と課題 

(１) 人口 

我が国は、平成23年から本格的な人口減少社会に突入し、少子高齢化の進展は避けら

れない状況になっている。稲沢市の人口の推移は、表1のとおりで、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、平成26年より減少に転じており、

今後の課題は、需要の減少、消費構造・消費行動の変化への対応である。 
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(表1)人口の推移                             各年10月1日現在(単位：人) 

区分 
人 口 

増減数 
総数 男 女 

平成24年 138,395 68,730 69,665 2,701

平成25年 138,786 68,885 69,901 391

平成26年 138,577 68,716 69,861 ▲209

平成27年 138,129 68,521 69,608 ▲448

(出典：稲沢市) 

※平成24年から住民基本台帳法一部改正により外国人住民を含む。 

 

(２) 事業所数の推移と産業の構成 

稲沢市の事業所数の推移と産業の構成は、表2のとおりである。事業所数は、減少して

いる。業種構成の比率は、卸・小売業23.5％、サービス業17.6％、製造業14.4％、建設

業9.7％の順となっており、バランスよく構成され、多様な産業集積が図られている。 

今後の課題は、小規模事業者を減らさず、増やすことである。 

 

(表2)事業所数の推移と産業の構成（平成24年度）                         
区分 平成18年 平成24年 割合(％)

農林漁業 17 50 1.0

建設業 433 482 9.7

製造業 833 717 14.4

電気・ガス・水道業 4 4 0.1

情報通信業 20 31 0.6

運輸業 120 140 2.8

卸売・小売業 1,255 1,171 23.5

金融・保険業 55 57 1.1

不動産業 193 241 4.8

飲食店・宿泊業 672 661 13.3

医療、福祉 334 327 6.6

教育、学習支援業 243 190 3.8

複合ｻｰﾋﾞｽ事業 37 33 0.7

ｻｰﾋﾞｽ業 879 872 17.6

公務 29 ０ ０

総数 5,124 4,976 100.0

(出典：稲沢市) 

 

＊ 当市の地場産業である、植木産業は一時衰退傾向にあったものの、徐々にではあるが

回復の兆しがみられる。 

 

 

(３) 工業 
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稲沢市の工業は、事業所数は減少しているものの、従業員数、製造品出荷額等は増加

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。今後の課題は、小規模事業者を減らさず、増やすことである。 

 

(表3)工業 

年 事業所数 増減 従業者数 増減 
製造品出荷額

等(百万円) 
増減 

平成22年 352  18,660 797,327 

平成23年 374 22 16,831 ▲1,829 659,406 ▲137,921

平成24年 329 ▲45 18,013 1,182 903,553 244,147

平成25年 324 ▲5 19,029 1,016 976,424 72,871

 (出典：稲沢市) 

 

(４) 商業 

稲沢市の商業は、5年前の平成18年と比較してみると、従業員数が若干伸びているもの

の商店数7％、年間商品販売額29％減少している。今後の課題は、小規模事業者を減らさず、

増やすことである。 

 

(表4)商業(卸・小売業) 

年 事業所数 増減 従業者数 増減 
年間商品販売

額(万円) 
増減 

平成13年 1,025 7,505 187,571 

平成18年 1,255 230 11,209 3,704 294,238 106,667

平成24年 1,171 ▲84 11,549 340 208,705 ▲85,533

(出典：稲沢市) 

 

（５）植木産業 

 稲沢市の植木産業は、「日本四大生産地」と知られているが、10 年程前から数年間事業

所と雇用が減少していたものの、ここ 5 年間では微増ではあるが増加方向にある。しか

しながら、年間出荷本数は毎年減少にある。今後の課題は、小規模事業者を減らさず増

やすことである。 

 

（表５）植木産業（卸・小売業） 

年 事業所数 増減 従業員数 増減 
年間出荷本数

（千本） 
増減 

平成 24 年 ９６ ２９０ ７，９９９ 

平成 25 年 ９８ ２ ２９２ ２ ７，４９２ ▲５０７

平成 26 年 １０２ ４ ３０１ ９ ７，１８５ ▲３０７

平成 27 年 １０３ １ ３０６ ５ ７，２３５ ５０

 

３.稲沢市の小規模事業者の現状と課題 
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(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年間での推移は表5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％、稲沢市では、285社10.3％の減少と

なっている。稲沢市は、全国・愛知県と比較すると減少率は高くなっている。今後の課題

は、小規模事業者を減らさず、増やすことである。 

 

(表６)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 2,777 - 229,630 - 3,663,069 -

平成 24 年 2,492 ▲10.3％ 216,533 ▲5.70％ 3,342,814 ▲8.74％

（出典：愛知県、総務省） 

 

(２) 小規模事業者の課題 

当所が行った会員小規模事業者 150 社に対してのアンケートでは、経営課題は、下図

のとおりで、最大の経営課題は、「既存の営業力と販売力の維持強化」で、「人材の確保・

育成」「国内の新規顧客・販路開拓」と続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.当所の小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
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当市は、平成 24 年から事業所数、工業の事業者数、商業の事業者数、小規模事業者数

のすべてが減少に転じた。人口は、平成 26 年より減少に転じた。小規模事業者の経営課

題は、「既存の営業力と販売力の維持強化」や「国内の新規顧客・販路の開拓」等の「営

業・販路開拓」が最大の経営課題となっている。今後、当市では、人口減少等による従

来の需要縮小により、小規模事業者の業況はますます厳しくなっていくことが予想され

る。当所は、「営業・販路開拓」という課題を乗り越え、「事業の持続的な発展」を実現

できる小規模事業者を増やすことを目指す。 

 

５.当所の経営発達支援事業の目標 

 当所は、小規模事業者自身を元気にする「個社支援」と小規模事業者の活動の場であ

る地域全体を元気にする「面的支援」のシナジーの創出により小規模事業者の活力強化

を図る。 

 「個社支援」では、潜在顧客を開拓するために自社の強みを活かしたビジネスモデル

の再構築を支援することで経営力向上を実現させる。かつての人口増加等により需要が

右肩上がりであれば、事業計画を立てずに、伸びる企業もあった。しかし、人口減少等

により従来の需要が右肩下がりの経営環境の中、事業計画を立てずに、成り行きの経営

には限界がある。そのために新たな販路開拓のための事業計画策定・実施により「事業

の持続的な発展」を実現できる企業を増やすことを目標に掲げて実施していく。「5 年間

で当市小規模事業者の 10％(250 社)が事業計画を策定する」ことを数値目標とする。 

 「面的支援」では、日本三大奇祭に数えられる「国府宮はだか祭」や日本四大生産地

である「植木産業」あるいは、日本一の生産量を誇る「祖父江ぎんなん」等観光・地域

資源を活用して、稲沢まつり、魅力あるまちづくり、特産品づくりにより、賑わいを創

出し、観光・交流人口の拡大を図り、小規模事業者にとってのビジネス機会拡大につな

げて地域経済の振興に取り組むことを目標とする。 

 

６.目標達成のための実施方針 

「個社支援」での目標である「5年間で当市小規模事業者の10％(250社)が事業計画を

策定する」の達成に向け、下記の方針で推進する。 

(1)着手対応 

 ①小規模事業者に事業計画作成に向け、中長期的な必要性の認識と意義・目的・有効

性の認識を高めてもらえるよう、日々の経営指導を強化し支援組織として親身で信

頼ある関係を構築する。 

 ②問題指摘ではなく客観的に良い部分を見つける。 

 ③大切にしている価値観やモットーを引き出し、気づきを促す。 

(2)経営状況分析 

 ①自らコントロール不能な外部環境と自らコントロール可能な内部環境と区別しなが

らきく。 

 ②外部・内部の既存データを活用した経営状況分析、また、数値による客観的分析に

より根拠・確証を示す。 

 ③事例を挙げながら説明し、視野を広げてもらう。 

 

(3)事業計画作成 
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 ・事業計画作成の意義・目的の認識 

①事業計画作成を通して、その意義・目的を認識し、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。 

②事業計画作成を通して、会計の重要性と的確な経営状況分析が経営改善に結びつくこと

を自覚してもらう。 

・ビジネスモデルの再構築となる立案 

①市場機会を捉え、強みを活用した即着手できるものを立案。 

②顧客との関係づくりだけでなく、顧客に価値を提供することが、存続と成長に結び付くこと 

を気づかせ、立案する。 

(4)計画実施支援 

①実行性の高い実施体制構築を支援する。 

②定期的なモニタリングによる様子伺いと、小さな成功体験を積んでもらうことにより動機付け 

を図る。 

③実行ノウハウを提供しながら伴走支援を行う。 

④計数に強くなるメリットを示し、実行支援の中で体験的に学習してもらう。その結果、自ら進

捗状況を把握できる状態にして自走を促す。 

 

 「面的支援」での目標である、にぎわいを創出し、観光・交流人口の拡大を図り、小規模

事業者にとってのビジネス機会拡大につなげるため、日本三大奇祭に数えられる「国府宮は

だかまつり」と日本四大生産地である「植木産業」あるいは、日本一の生産量を誇る「祖父江ぎん

なん」の活用と行政・経済団体・商業団体・生産団体・神社・観光施設・民間企業各種連

携機関とのネットワークを構築し、連携・協働した活動により、本計画の取組みの成果

を高める。 
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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】 

（１）現状と課題 

商品の販売、サービスを提供するには、地域の経済動向の把握が重要であり、当所で

は、そのための調査としてＬＯＢＯ調査を実施してきた。 

今後は、小規模事業者が販売・提供する商品・役務について新たな販路の開拓に活か

せる地域の経済動向を把握・提供し、事業計画策定や新たな需要の開拓に寄与する事業

を効果的に実施する。次の観点で調査を実施する。 

・地域の市場規模を把握・検証 

・地域の景況状況を把握 

 

（２）地域の市場規模を把握・検証するための経済動向調査 

①情報収集項目 

活用調査 情報収集項目 

町別住民基本台帳 町別の世帯数と年推移 

国勢調査 町別・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 

商業統計 地域別の小売・卸売業の業態別の店舗数・販売額と年推移 

工業統計 地域別の工業の品目別・産業別の事業所数・出荷額と年推移 

特定サービス産業実

態調査 

地域別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 

 

②情報の整理・分析 

活用調査 情報の整理・分析 

町別住民基本台帳、 

国勢調査 

稲沢市で毎年刊行、またはホームページ掲載される「稲沢

市の人口」より収集・整理し、情報収集項目を分析する。

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、

情報収集項目を分析する。 

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・稲沢市で毎年刊行、またはホームページ掲載され

る「愛知県の統計」または「稲沢市の統計」より収集・整

理し、情報収集項目を分析する。 

  

③成果の活用 

開拓する市場の規模を把握した調査の結果により、市場性(シェア等)を検証し、小規

模事業者・創業予定者の経営計画・創業計画策定に役立てる。 
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（３）地域の景況を把握するための経済動向調査 

①情報収集項目 

活用調査 情報収集項目 

ＬＯＢＯ調査 産業別（ ①建設業 ②製造業 ③卸売業 ④小売業 ⑤サー

ビス業 ）に当月の業況、売上、採算、資金繰り、仕入単価、

従業員の状況及び直面している経営上の問題点 

 

②情報の整理・分析 

活用調査 情報の整理・分析 

ＬＯＢＯ調査 

（既存） 

日本商工会議所が、全国約３，０００社を対象に行う景況調査。

当所は市内の２０社を対象に毎月実施。稲沢市の情報収集項目

により収集・整理し、調査結果として産業別（ ①建設業 ②

製造業 ③卸売業 ④小売業 ⑤サービス業 ）に業況 DI に

よる好転と悪化割合等を分析する。 

 

③ 成果の活用 

市場を開拓する際には、市場の景況感が上昇している、或いは下落している状況 

の把握は、市場開拓の成果に影響を及ぼすため、開拓する市場の景況を把握し、市場の

動向を検証し、経営計画・創業計画策定に役立てる。 

 

（４）情報の提供 

①窓口・巡回相談 

経営指導員が、小規模事業者・創業予定者の商品・役務の販売計画策定時に地域の経済

動向情報を提供し、精度の高い販売計画の立案や効果的な販売促進策の実行を促進する。

 

② 会報・ホームページ 

商品の販売、サービスを提供するには、地域の経済動向の把握が重要であることを啓

発し、地域の経済動向調査の結果をレポートにまとめ、会報・ホームページで提供する。

 

（目標） 

項  目 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

相談時での情報提

供件数 
７００ ７５０ ７５０ ８００ ８００ ８００ 

会報での情報提供

件数 
2,100 2,150 2,150 2,200 2,200 2,200 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)現状と課題 

 事業計画の策定には、現状把握のための経営状況分析が必要であり、当所では、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決算書分析、小規模事業者

持続化補助金の申請相談において、３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析での強みと機会の経営状況

分析を実施してきた。 

今後は、多くの小規模事業者に事業計画策定支援を行うには、現状把握のための経営

状況分析を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、小規模事業

者持続化補助金申請のためだけでなく、広く事業者に経営状況分析の意義・活用につい

て啓発し、次の観点で経営状況分析を行う。 

・自社の市場環境を分析する３Ｃ分析 

・自社を取り巻く外部環境と内部環境を分析するＳＷＯＴ分析  

・売上・利益増減の原因等を把握する決算書分析 

 

①３Ｃ分析 

支援対象 ・経営計画を策定する小規模事業者 

・売上向上を図る小規模事業者 

分析項目 自社の市場環境を分析するため、3つの観点で分析する。 

顧客分析、競合分析、自社分析 

分析方法 

 

 
分析 分析方法 

顧客分析 販売先を売上貢献度の高い顧客・低い顧客で分析 

⇒誰が買っているのか、何故買われるのかを知る 

競合分析 競合比較で優位・劣位な項目を分析 

⇒競争相手の強み・弱みを知る 

自社分析 商品別に個別商品の販売動向。 

⇒何が売れているのか、何故売れているのかを知る 
 

成果の活用  
分析 成果の活用 

顧客分析 今後の重点・強化・育成顧

客の販売方針 

 

⇒経営計画・創業計画に役立

てる 

 

競合分析 強みを把握し、販売促進に

活用 

自社分析 今後の強化・重点・育成・

改廃等の商品計画の方針 
 

 

②ＳＷＯＴ分析 

支援対象 ・経営計画を策定する小規模事業者 

分析項目 自社の外部・内部環境を分析するため、4つの観点で分析する 

内部環境分析⇒強み（Ｓ）、弱み（Ｗ）に分析 

外部環境分析⇒機会（Ｏ）、脅威（Ｔ）に分析 
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分析方法 ・分析対象を分析項目に分析する。 

分析 項目 分析対象 

内部環境 

分析 
強み 

ヒト(人材、組織力)、モノ(製品、技術、設備、 

開発力、サービス)、カネ(資金力、調達力)、情報

(収集力と発信力、人脈)、文化(企業風土)、売り

方、買い方、作り方 
弱み 

外部環境 

分析 
機会 マーケット・顧客(ニーズ、変化、トレンド)、 

競合、業界(ルール、常識)、技術(ニーズ、変化、

革新)、仕入先、協力者 脅威 

 

・4 つの観点の分析基準 

内

部

環

境 

強み 弱み 

自社が、他社よりも 

優れた・勝てる・得意な 

ところは何か? 

自社が、他社よりも 

劣った・負ける・苦手な 

ところは何か? 

外

部

環

境 

機会 脅威 

自社にとって 

有利な・安全な・役立つ 

市場の変化は何か? 

自社にとって 

不利な・危険な・負担増となる

市場の変化は何か? 
 

成果の活用 ＳＷＯＴでクロス分析により、強み・弱み・機会・脅威を踏まえた、実

現可能性の高い今後の方向性を見出し、経営計画策定に役立てる。特に、

「強み」と「機会」のクロス分析により今後の方向性を見出す 
 機会 脅威 

強

み 

「強み」で「事業機会」を 
取り込むために 
実施すべきこと 

⇓ 
積極的攻勢にでる 

「強み」で「脅威」を 
回避するために 
実施すべきこと 

⇓ 
差別化戦略をとる 

弱

み 

「弱み」の克服で「事業機会」

を獲得するために 
実施すべきこと 

⇓ 
弱みを改善する 

「脅威」の回避に「弱み」が影

響を及ぼさないように 
実施すべきこと 

⇓ 
撤退する 

 

 

③決算書分析 

支援対象 ・経営計画を策定する小規模事業者 

・売上向上を目指す小規模事業者 

分析項目 ① 売上・利益増減の原因 

② 損益分岐点売上高 

③ 財務比率 
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分析方法 

 

 

① 前年の決算書と比較し、売上・原価・利益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 

成果の活用 経営計画策定において下記のことに活用する 

① 売上・利益の向上対策に活用する 

② 必要売上高の設定に活用する 

③ 経営改善対策に活用する 

④支援手段 

経営指導員が、窓口巡回相談指導時、特に金融相談、決算相談の機会を活かして、小

規模事業者に現状把握のための経営状況分析の重要性を啓発し、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。 

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。 

 (目標) 

 現状 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度 H３３年度

３Ｃ分析件数 ３０ ４５ ４５ ５０ ５０ ６０

ＳＷＯＴ分析件数 ３０ ４５ ４５ ５０ ５０ ６０

決算書分析件数 ４０ ５０ ５０ ６０ ６０ ７０

経営分析数 ４０ ５０ ５０ ６０ ６０ ７０

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）経営・事業・経営革新計画策定 

①現状と課題 

近年、人口減少など小規模事業者を取り巻く経営環境が激変していることを踏まえる

と、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・事業計画に基づく経営を推進す

ることが重要になっており、当所では、小規模事業者持続化補助金の申請相談時におい

て、事業計画策定支援を実施してきた。 

今後は、多くの小規模事業者に経営・事業計画策定を促進するには、小規模事業者持

続化補助金申請時だけでなく、広く事業者に経営・事業計画策定の意義・活用について

啓発し、計画策定の段階と新事業展開や高付加価値化の取組みにより、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、経営状況分析を踏まえた今後のビジネスプ

ランを策定する 

2)事業計画 経営計画で策定したビジネスプランの個別事業について具体的

内容・効果を計画する 

3)経営革新計画 新事業展開や高付加価値化の取組みを計画する 
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支援対象 1)経営計画⇒需要開拓を図る小規模事業者 

2)事業計画⇒経営計画の個別事業で需要開拓を図る小規模事業者 

3)経営革新計画⇒新事業展開や高付加価値化により需要開拓を図る小規 

模事業者 

主 な 計 画

策定手順 

1)経営計画 

1 経営状況分析 3C 分析→顧客、競合、自社 

SWOT 分析→強み、弱み、機会、脅威 

2 ビジネスプラン策定 SWOT クロス分析 

3 売上目標 経営計画のゴールとしての売上目標の設定

 

2)事業計画 

1 事業目的の明確化 販路開拓により新規顧客獲得等 

2 事業の具体的な計画 何をどのような方法で行うか 

自社・他社の取組みと異なる点 

創意工夫した点、特徴 

3 事業の効果 売上増加効果 

 

3)経営革新計画 

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 

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 
 

支援手段 すべての小規模事業者に経営・事業計画は、売上向上に役立つため、

啓発し、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。特に以下のようなケースでは、より計画の必要性を理解

していただけると考えます。 

・明確なテーマを持っている事業者：新商品の展開、経営革新、経営改 

善計画等 

・副次的理由で計画が必要な事業者：マル経融資等の相談、補助金申請 

・事業承継を考えている事業者(または承継が決まっている後継者) 

・事業が長く停滞し、何か打開策をと思案している事業者 

・事業が成長途上にあり、将来の形を明確に描きたいと考える事業者 

 

（２）創業支援 

①現状と課題 

小規模事業者を増やすため、いちい信用金庫、一宮・津島・江南・犬山商工会議所と

共催で平成 24 年度から平成 26 年度までに西尾張創業塾を計 3 回開催。また、稲沢市、

祖父江町・平和町商工会と共催で平成２４年度から平成２６年度までに創業支援セミナ

ーを計３回開催した。課題は、平成 26 年度から受講者数が伸び悩んでいることである。

また、創業窓口相談を実施しているが、利用者が少ないため、課題は、利用者を増やす
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ことである。 

今後、創業は、新たな価値を生み出す可能性が高い活動である一方、様々な課題に直

面することが多い活動であるため、積極的に支援する。手段は、創業支援セミナーと創

業窓口相談を行う。 

 

②創業支援セミナー 

支援対象 創業希望者 

セミナー内容 ① 創業に必要な基礎知識 

② マーケティング戦略 

③ 新規開業のための資金計画 

④ 税務・経理知識 

⑤ 雇用のルール 

⑥ 創業支援制度 

⑦ ビジネスプラン作成 

支援手段の改善 今後は、平和町商工会、祖父江町商工会ならびに市内各金融機関

へ協力を依頼し、各会員企業店あるいは金融機関取引企業先に創

業支援セミナー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、市内においては稲沢市役所や各市民センター、大学及

びショッピングセンター等に掲示依頼し周知徹底を図る。 

セミナー受講後は、経営指導員にて伴走支援をする。 

 

③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 創業計画作成の支援を行う。 

② 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 

③ 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 

④ 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  

支援手段の改善 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。 

（３）事業承継支援 

①現状と課題 

小規模事業者の事業承継を円滑化することは、事業の継続・発展を通じて雇用確保や 

小規模事業者を減らさなく、地域経済の活力維持に資するものとして重要であるが、当

所では、これまで、事業承継支援として相談を実施しなかった。 

今後は、小規模事業者を減らさないために、小規模事業者の事業承継を円滑化する支

援を行う。 
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事業承継窓口相談 

支援対象者 現経営者、後継者 

支援手段 事業承継計画策定の支援を行う。また、経営者が抱える事業承継に

関する様々な悩みに対してヒアリングを行い、内容に応じ対応方法

をアドバイスする。事業承継前の課題は後継者の選定、経営資源の

承継計画、資産の承継計画、事業承継後の課題は新たな事業の成長

に向けた取組み等を想定している。 

 

(目標) 

項 目 現状 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度 H３３年度

計画策定件数 
３０ ４５ ４５ ５０ ５０ ６０

創業支援セミナー

受講者数 
２２ ２２ ２２ ２５ ２５ ２７

創業窓口相談者数 
２０ ２０ ２２ ２２ ２５ ２８

創業計画策定件数 

(創業者輩出数) 
２ ４ ４ ６ ６ ６

事業承継窓口 

相談者数 
１０ １０ １２ １２ １５ １８

事業承継計画策定

件数 
１ １ １ ２ ２ ２

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

 事業計画策定後、定期的な巡回等を行い、策定した事業計画における進捗状況を確認

し、支援対象である小規模事業者の状況に応じて必要な支援を行うことが重要となって

おり、当所では、これまで事業計画策定支援のみで終わっている。 

 今後、事業計画に沿った経営を行えるよう伴走型支援を行う。 

支 援 対 象 ① 事業計画を策定した小規模事業者 

② 創業計画を策定した創業者 

③ 事業承継計画を策定した小規模事業者 

頻度と 

指導助言の内容 

① 事業計画を策定した小規模事業者 

事業計画策定後に３ヶ月に１度の巡回訪問を実施し、ヒアリング

と資料確認により進捗状況の確認を行い、その時々の課題解決に

必要な指導や助言を行う。高度かつ専門的な指導や助言が必要と

判断した場合は、あいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構等

の専門家を活用し、課題に応じた支援を行う。 

② 創業計画を策定した創業者 

創業計画策定後１年間は、１ヶ月に１度を目安に巡回訪問指導を
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行い、２年目以降は３ヶ月に１度の巡回訪問指導を行う。ヒアリ

ングと現場及び資料確認により進捗状況の確認を行い、経営全般、

マーケティング、金融、労務、税務等の課題解決に必要な指導や

助言を行う。高度かつ専門的な指導や助言が必要と判断した場合

は、あいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構等の専門家を活

用し、課題に応じた支援を行う。 

 

③ 事業承継計画を策定した小規模事業者 

事業承継計画策定後１年間は、３ヶ月に１度の巡回訪問指導を行

う。ヒアリングと現場及び資料確認により進捗状況の確認を行い、

相談事業所内の内部組織や税務、労務、金融等の課題解決に必要

な指導や助言を行う。高度かつ専門的な指導や助言が必要と判断

した場合は、あいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構等の専

門家を活用し、課題に応じた支援を行う。 

 

(目標) 

項 目 現状 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度 H３３年度

計画策定後の 

フォローアップ件数 
３０ ４５ ４５ ５０ ５０ ６０

創業者の     

フォローアップ件数 
２ ４ ４ ６ ６ ６

事業承継策定後の 

フォローアップ件数 
１ １ １ ２ ２ ２

 

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

商品の販売、サービスを提供するには、市場や購買者という買い手の立場に立って、

買い手が必要とするものを提供していこうとする「マーケットイン」の考え方とそのた

めの消費者ニーズ、需要動向等の把握が重要であるが、当所では、そのための調査を実

施しなかった。 

今後は、小規模事業者が販売する商品や提供するサービスについて、新たな販路の開

拓や新商品の開発に活かせる消費者ニーズ、需要動向等を把握・提供する。調査は、次

の観点で実施する。 

・小規模事業者の販売・提供する商品又はサービスの需要動向を定量的に把握。 

・小規模事業者の販売・提供する商品又はサービスの需要動向を定性的(ニーズ)に把握。

 上記調査の支援対象者は、「４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】」

で記載した事業計画・創業計画・事業承継計画の実施支援を行う個別の小規模事業者等

(創業希望者を含む)とし、支援対象である相談者の事業計画の進捗に合わせて調査を実

施する。 

 各調査の内容は、次のとおりである。 
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（２）小規模事業者の販売・提供する商品又はサービスの需要動向を定量的に把握 

①既存データの活用 

情報収集方法 ・調査報告書を関係省庁から収集・購入 

・インターネット 

収集する調査 ・家計調査(総務省統計局)   ・全国消費動向調査(内閣府) 

・商業動態統計(経済産業省)   

・消費行動・動向(愛知銀行・中京銀行・名古屋銀行) 

・景気指標(日本経済新聞) 

調査項目 調査項目は、相談者の個別案件ごとに設定する。調査項目の具体例は

次のとおり。 

消費行動・動向、消費者の趣向、商品・サービス別の売れ筋 

機械受注、住宅着工、新車販売台数等の統計 

収集・整理・ 

分析 

相談者が取り扱う商品・サービスに合わせて、収集する調査を選定し、

必要な調査項目について情報を収集する。 

収集した情報を伸びる市場・縮む市場等の視点で整理・分析し、最新

の需要動向を明らかにする。必要に応じてマーケティング等の専門家

を活用して助言を得る。調査結果は、グラフなどを盛り込み書面にま

とめる。 

情報の提供・活

用方法 

調査結果は、対面にて書面によりわかりやすく相談者へ提供する。調

査結果を、ニーズに合った商品・サービスの開発、効果的な販売促進

ツール作成・店づくりなどの販路開拓に活用する。調査結果から事業

計画を修正する必要が出てきた場合は、事業計画の見直し・ブラッシ

ュアップに役立てる。これにより相談者の売上・利益の向上を支援す

る。 

 

（３）小規模事業者の販売・提供する商品又はサービスの需要動向を定性的(ニーズ)に

把握 

①既存データの活用 

情報収集方法 インターネット 

収集する需要

動向情報 

「調査のチカラ」(ITmedia)http://chosa.itmedia.co.jp/ 

インターネット上に公開されている調査データに関する情報を集約し

たサイト。［ライフスタイル］食べ物や食事、ファッションやヘルス

ケアなど生活に関連する調査データ。 

調査項目 調査項目は、相談者の個別案件ごとに設定する。調査項目の具体例は

次のとおり。 

・消費者属性 ・消費する場面   ・消費の近況  ・消費の好み

・消費の動機、重視 ・消費の楽しみ、こだわり 

整理・分析 相談者が取り扱う商品・サービスに合わせて、収集する調査を選定し、

必要な調査項目について情報を収集する。 

収集した情報を消費者ニーズの視点で整理・分析し、最新の需要動向

を明らかにする。必要に応じてマーケティング等の専門家を活用して
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助言を得る。調査結果は、図表などを盛り込み書面にまとめる。 

情報提供・活

用方法 

調査結果は、対面にて書面によりわかりやすく相談者へ提供する。調

査結果を、ニーズに合った商品・役務の開発、効果的な販売促進ツー

ル作成・店づくりなどの販路開拓に活用する。調査結果から事業計画

を修正する必要が出てきた場合は、事業計画の見直し・ブラッシュア

ップに役立てる。これにより相談者の売上・利益の向上を支援する。

 

② アンケート調査の実施 

ア)「商業・サービス業等(製造業以外)」向け定性的(ニーズ)需要動向調査 

商業・サービス業等(製造業以外)の個社支援の際に必要となる個別の定性的(ニーズ)な

需要動向の調査を実施する。 

調査方法 情報の収集 

相談者が取り扱う商品・サービスの需要動向を把握するため、消費者

アンケートを実施する。既に収集している定量的な需要動向を踏まえ

て仮説を立てて、具体的な調査項目を設定する。相談者が取り扱う商

品・サービスのターゲット消費者層から調査票・ヒアリング等により

情報を収集する。収集件数 40 件 

調査項目 調査項目は、相談者の個別案件ごとに設定する。調査項目の具体例は

次のとおり。 

・価値(視覚、味覚、触感、機能性、利便性)、価格、デザイン(色、形

状、大きさ、重量)、使い心地、必要度、満足度、改善点 等 

整理・分析 買い手(消費者)ニーズを踏まえたマーケットインの視点で、収集した

情報を整理し、分析する。分析にあたって仮説の検証を行い、商品・

サービスの有効性や訴求ポイント等を明らかにする。必要に応じてマ

ーケティング等の専門家を活用して助言を得る。調査結果は、写真・

図表や具体的な買い手の意見などを盛り込み書面にまとめる。 

情報の提供・

活用方法 

調査結果は、対面にて書面によりわかりやすく相談者へ提供する。

調査結果を、ニーズに合った商品・サービスの開発、効果的な販売促

進ツール作成・店づくりなどの販路開拓に活用する。調査結果から事

業計画を修正する必要が出てきた場合は、事業計画の見直し・ブラッ

シュアップに役立てる。これにより相談者の売上・利益の向上を支援

する。 

 

イ)「製造業」向け定性的(ニーズ)需要動向調査 

製造業の個社支援の際に必要となる個別の定性的(ニーズ)な需要動向の調査を実施す

る。 

調査方法 情報の収集 

相談者が取り扱う製品・技術の需要動向を把握するため、ユーザーア

ンケートを実施する。既に収集している定量的な需要動向を踏まえて

仮説を立て、具体的な調査項目を設定する。相談者が取り扱う製品・

技術を必要とする業種・業界や商社から想定ターゲット(ユーザー)を
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抽出し、調査票・ヒアリング等により情報を収集する。収集件数 10 件

調査項目 調査項目は、相談者の個別案件ごとに設定する。調査項目の具体例は

次のとおり。 

・ユーザーのニーズ・要望、機能性、デザイン、必要度、満足度、改

善点、新製品・新技術の動向 等 

整理・分析 相談者が独自の製品・技術開発により下請的業務体質から脱却できる

ことを目指し、収集した情報を整理し、分析する。分析にあたって仮

説の検証を行い、製品・技術の有効性や訴求ポイント等を明らかにす

る。必要に応じて技術のわかる専門家を活用して助言を得る。調査結

果は、写真・図表や具体的な買い手の意見などを盛り込み書面にまと

める。 

情報の提供・

活用方法 

調査結果は、対面にて書面によりわかりやすく相談者へ提供する。調

査結果を製品・技術の開発や改良、新分野進出、販路開拓等に活用す

る。調査結果から事業計画を修正する必要が出てきた場合は、事業計

画の見直し・ブラッシュアップに役立てる。これにより相談者の売上・

利益の向上を支援する。 

 

（目標） 

項  目 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

情報提供件数 0 ５０ ５０ ５８ ５８ ６８

 

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】 

事業計画のゴールとしての目標設定は、売上向上である。売上向上には、新たな需要

の開拓により新規客・新規取引先を増やすことが必要である。そのために、新規客・新

規取引先との接点を増やす支援を実施する。 

 

（１）商談会事業 

支援対象  新規取引先を開拓する事業者 

事業内容 新規取引先の開拓及び、受注機会の増大を図るための商談会

を開催。受注事業者が発注事業者へ提案・PR し、新規取引

先の開拓及び、受注機会の増大を図る。 

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 

製造業事業者を対象に、対面で、受注希望事業者が発

注事業者へ提案・PR する。 

② アライアンスパートナー発掘市 

全業種の事業者を対象に、対面で、取引希望事業者が

発注事業者へ提案・PR する。 

＜ネット型商談会事業＞ 

③ 愛知ビジネスポータルサイト 
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製造業事業所を対象に、受注希望事業者が、ネット上

に提案・PR を登録し、発注事業者が閲覧する。 

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 27 年度は、

発注事業者 54 社(うち稲沢の事業者 1 社)、受注事業者 155

社(うち稲沢の事業者 1社)。 

（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 10 回開催。 

・平成 27 年は登録事業者 642 社(うち稲沢の事業者 6 社)、

商談者数 489 社(うち稲沢の事業者 5社)、商談件数 820 

件(うち稲沢の事業者 30 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(うち稲沢の事業者 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。

他の支援機関との連携 ① 地域商談会 

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・津島)と連携 

② アライアンスパートナー発掘市 

愛知県下２１商工会議所 

③ 愛知ビジネスポータルサイト 

④ 市内９金融機関 

平成 27 年 12 月に市内金融機関の㈱名古屋銀行・㈱中京

銀行・㈱十六銀行・いちい信用金庫・尾西信用金庫・㈱大

垣共立銀行・㈱愛知銀行・岐阜信用金庫・大垣信用金庫の

９機関と業務連携の協定を締結したことにより、今後は各

金融機関と緊密に連携し各事業共催実施あるいは小規模

事業者の支援事業を実施することにより、各種セミナー・

商談会参加事業者が増え、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。 
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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」などのサポートセミナー

を開催する。 

（２）広報事業 

支援対象 創業や新事業・新製品・新サービス等新たな取組みを行う事

業者 

事業内容 本所会報に創業や新事業・新製品・新サービス等を会報に掲

載し PR を行う。 

現状と効果 ・毎月1日、発行部数2,100部/月発行⇒会報配付事業所2,100

社に PR できる。 

・当所会報記事掲載から報道機関での取り上げ実績もある。

課題と改善 課題は、創業や新事業・新製品・新サービス等新たな取組み

を行う事業者の情報収集である。今後は、新たな取組みを行

う事業者の把握する仕組みづくり、また、事業者から依頼さ

れる会報に改善を図る。 

 

(目標) 

項 目 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

地域商談会受注参加者数 １ ５ ５ ８ ８ １０

アライアンスパートナー 

発掘市参加者数 
６ １０ １０ １３ １３ １５

愛知ビジネスポータル 

サイト登録数 
５ １０ １０ １３ １３ １５

会報掲載の事業所数/1 回 ３ ５ ５ ７ ７ １０

商談会等成約件数 １ １ ２ ２ ３ ３

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 稲沢市の行政・経済団体・商業団体・教育機関等との間で今後の地域活性化の方向性
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を検討し、同じ方向を見つめながら、にぎわいの創出、地域のブランド化を促進するこ

とで、地域を活性化し、小規模事業者が事業を持続的に発展させるための良好な環境を

整備する。 

 

１．稲沢まつり 

(目的) 

 稲沢市の行政・経済団体・商業団体・生産団体・神社・民間企業が意識の共有を図る

「稲沢まつり実行委員会」で事業検討し、憩いのまつり「稲沢まつり」を行い、にぎわ

いを創出することにより地域活性化を図る。「稲沢産業まつり」として始まり、現在「緑

のまち いなざわ」の植木苗木と商店街の特価市を中心に商店あるいは市場よりも廉価

な価格を設定し、また市内の企業に出展いただき市民はもとより市外の方々が気軽に来

場し購買ができる。 

 

【稲沢まつり実行委員会】 

行政 稲沢市・稲沢市教育委員会・稲沢市観光協会 

経済団体 JA 愛知西 

商業団体 稲沢市商業協同組合・稲沢市商店街連合会 

生産団体 稲沢市植木生産振興会 

神社 尾張大國霊神社 

民間企業 名古屋鉄道㈱ 

 

事業内容 

 

①開 催 日 10 月中旬の土・日曜日 ２日間 

②開催場所 尾張大國霊神社・稲沢中学校・総合文化センター 

      名古屋文理大学文化フォーラム（旧 稲沢市民会館）

③内  容 企業出展と商店出店６０ブース・各種イベント 

      各会場飲食ブース等 

これまでの取組 

 

当時は、尾張大國霊神社を会場に 11 月 1 日～3 日の 3 日間「稲

沢産業まつり」として、稲沢市の特色ある植木苗木市や商店街を中

心とした特価市あるいは企業出展ブースを数多く揃えて、市民はも

とより市外からも多数の来場者で賑わっていた。 

平成 9年には、時代の成長とともに、市民参加型の「稲沢まつり」

と改称して、開催日も比較的暖かな日和と雨の少ない 10 月中旬の

土日２日間に変更し、従来の会場に中学校や市民会館を新たに加え

たことにより、複数の会場で多くのイベントや出店ブースを開設す

ることができ、毎年多くの来場者で賑わっている。 

今後の取組  平成２８年度は、幸いにもこの「稲沢まつり」は「稲沢産業まつ

り」から第５５回目の節目を迎える周年でもあり、従来の取組みに

加え、如何にしてイベントを通じて小規模事業者への支援に取り組

むことが出来るのか、どう地域の活性化に繋げることが出来るのか
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今後の地域活性化の方向性を検討し、にぎわいの創出を促進してい

く。 

 このまつりを通じて、認定特産品を中心に数多くの小規模事業者

に参加いただくことにより、来場される消費者に対し商品 PR と販

売促進そして売上増加へと繋げるとともに地域活性化に寄与する。

 

２．魅力あるまちづくり推進事業 

（目的） 

稲沢市の行政・経済団体・商業団体が意識の共有を図る「魅力あるまちづくり推進事

業プロジェクト」で、商業・商店街の活性化に資する事業を検討し、にぎわいを創出す

ることにより地域の振興及び地域の活性化を推進する。 

 

【魅力あるまちづくり推進事業プロジェクト】 

行政 稲沢市 

経済団体 稲沢商工会議所 

商業団体 稲沢市商店街連合会、稲沢市商業協同組合 

 

事業内容 

 

「魅力あるまちづくり推進事業」 

商業・商店街の活性化を図ることにより魅力あるまちづくりを推進

する。 

これまでの取組 

 

① 「いなッピー商品券」の発行 

平成 23 年度から稲沢市内の消費需要の拡大を図るため、プレミア

ム付き「いなッピー商品券」の発行を実施。商品券取扱参加店の

PR と販路拡大、新規顧客獲得により、商業を活性化し、魅力ある

まちづくりを推進している。 

② 「連合大売り出し」を開催 

昭和５８年度から「稲沢まつり」協賛事業として、稲沢市内 8つの

商店街・発展会で「連合大売り出し」を開催。抽選券発行により稲

沢まつり会場を抽選会で盛上げ、商店街への集客により商店街の活

性化し、魅力あるまちづくりを推進している。 

③ 防犯カメラを設置 

平成２７年度からJR稲沢駅周辺及び稲沢市内に防犯カメラを12台

設置。消費者が安心して買い物ができる環境整備と商店街の集客に

繋げ、商業・商店街の活性化により、魅力あるまちづくりを推進し

ている。 

今後の取組 ① 「いなッピー商品券」を毎年の継続事業化 

プレミアム商品券の発行を毎年継続して行なうことにより、市内他

業種の事業者に参加店として呼び掛け、より一層に事業所のＰＲを

行なうと共に、商業・サービス業のみならず他業種に亘り活性化を

図る。 
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② 「連合大売り出し」の規模拡大 

毎年秋に「稲沢まつり」協賛事業として、「連合大売り出し」を開

催しているが、今後は市内８つの商店街・発展会から、より多くの

商店に参加を促し、規模を拡大する。これにより抽選会での景品を

豪華にし、商店からの景品協賛により、数多くの景品を揃え商店街

への集客増を図る。 

③ 防犯カメラの増設・範囲拡大 

稲沢市商業協同組合では、市内 12 か所へ「安心・安全な街づくり」

を目的に防犯カメラを設置した。今後は、その検証を行いその効果

から行政に働きかけ、設置の増やし、範囲を拡大し、安心・安全な

街づくりを目指す。 

 

④ 「稲沢市共通商品券」の利用促進 

現在、稲沢市商業協同組合では「稲沢市共通商品券」を発行してい

るが、発行枚数は年々減少傾向にあり平成 26 年は 4 万 5 千枚とな

っている。これも、プレミアム付き「いなッピー商品券」の発行に

よるものと考えられるが、その差別化のため、期限のない商品券と

しての魅力を前面に出して、消費者にイベント等様々な機会を通し

てＰＲし利用促進を図り、消費の拡大と商業発展に繋げていく。 

 

 

３．特産品づくり事業 

（目的） 

稲沢市の行政・経済団体・商業団体・教育機関が意識の共有を図る「稲沢特産品認定

委員会」で、観光客や市民から土産等推奨品の要望が多いが、稲沢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、マスメディア等によるＰＲを積

極的に展開し、地域ブランド力を高める。 

 

 

【稲沢特産品認定委員会】 

行政 
稲沢市 

稲沢市観光協会 

経済団体 稲沢商工会議所、祖父江町商工会、平和町商工会 

商業団体 稲沢市商店街連合会・稲沢市商業協同組合 

大学 愛知文教女子短期大学 

 

事業内容 

 

「特産品認定普及事業」 

稲沢市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 22 年度、食品や菓子・醸造品・陶磁器・民芸品等の応募を募
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り、稲沢市特産品認定委員会において、「優良特産品推奨品」とし

て 48 品を認定した。また特産品ガイド（20,000 部）を作成し、市

役所はじめ公共施設あるいは各イベント会場にて特設ブースを設

けて来場者等へ広くＰＲした。 

今後の取組 

 

平成 27 年度中に第 2 次認定商品を登録し、第 1 次認定商品も含め

て、６０品目を目標に設定し、新たに「特産品ガイドブック」を作

成し市内外あるいは 1 年を通じたイベントでの特設ブースにて出

展を積極的に参加し、販売強化に努め登録事業者の売上増を支援

し、幅広く推奨して土産品推奨の拡大を図ると共に、地域ブランド

力を高めてマスメディア等によるＰＲを積極的に展開し、県外ある

いは、市外からの来場者への集客に繋げる。 

また、稲沢市と連携し、市が推進する「稲沢市ふるさと寄付制度」

のお礼品として「いなざわ特産品認定商品」を活用していただき、

一過性のものづくりでなく、全国へと特産品を推奨し中長期的に普

及事業に取り組んでいく。 

 

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 

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、（１）尾

張地域商工会議所勉強会 （２）業務提携管内金融機関との定期連絡会議を年複数回開催す

るとともに、後述する（１）の「ＯＪＴ」による専門家派遣のエキスパートに同行して連携を通じた支

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、あいち産業振興機構、

民間金融機関、尾張地域商工会議所(一宮・瀬戸・春日井・犬山・

江南・小牧・津島) 

内 容 各会議所・支援機関の支援の現状、支援体制、支援事例、支援ノ

ウハウ等について情報・意見交換、討議を行う。 

開催回数 年３回 

連携理由 地域における他の機関との間で、経営支援の方法を検討し、同じ

方向を見つめながら、相乗効果を上げながら実施していくことが

重要であるから。 

効 果 各地・各支援機関の先進支援事例の情報交換や専門家講師の研修

により、新たな支援ノウハウの向上を図る。また、今後の取組み

について討議を行うことにより、課題解決の糸口、相乗効果等を

見出す。 

 

 （２）業務提携管内金融機関との定期連絡会議 
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連携先 ㈱名古屋銀行・㈱中京銀行・㈱十六銀行・いちい信用金庫・尾西

信用金庫・㈱大垣共立銀行・㈱愛知銀行・岐阜信用金庫・大垣信

用金庫  ／ ９金融機関 

内 容 ２～３か月毎に定期開催し、各金融機関支店長と支援の現状、支

援体制、支援事例、支援ノウハウ、金融審査でのポイント等につ

いて情報・意見交換、討議を行う。 

開催回数 年 6回 

連携理由 定期的に会議開催し、当所の保有する情報と各金融機関の情報を

意見交換・討議することにより、小規模事業者に対しホットな情

報発信ができるとともに、管内での広範囲あるいは他業種での景

況がリアルに共有できることから。 

効果 当所と各金融機関での連携強化が図れるとともに、小規模事業者

に対しさまざまな情報提供・指導支援が可能になり、支援体制の

構築が一層強化できる。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

職員の経験年数・支援能力の違いから支援に差異が生じていること、職員間で支援ノ

ウハウの共有化が図られていないことが支援業務上の課題であるため、人事異動を行っ

ても支援体制が維持できるよう全職員個々の支援能力向上、支援ノウハウや成功事例・

経営状況分析結果等を組織内で共有し、テータベース化を図る体制の構築を図る。 

 

（１）全職員個々の支援能力向上 

向上を図る支援能力 ・売上、利益の確保に資する支援能力向上 

・事業計画策定に資する支援能力向上 

Ｏｆｆ－ＪＴ 各職員が不足している能力を分析し、それを補うため、また、

支援能力向上のため、希望の下記の研修会に参加させる。 

・国の「経営指導員向け小規模事業者支援研修」 

・中小企業大学校の売上拡大・事業計画関連のセミナー 

・日本商工会議所の全国研修会 

・本所が開催する売上拡大・事業計画関連のセミナー 

・研修実施機関が開催する売上拡大・事業計画関連のセミナー

ＯＪＴ ・経営指導員全員が、経営分析、事業計画策定・作成支援がで

きるように案件を担当させ、未経験者にベテラン経営指導員

が帯同し、一度手本を見せてからやらせてみることで、スキ

ルアップを図る。 

・経験の浅い職員が支援している案件について、ベテラン経営

指導員が支援内容について、支援の方向性や支援の手法など

アドバイスする。 

・専門課題に対し、ミラサポの専門家派遣、よろず支援拠点の

専門家相談を活用し、経営指導員が同行することによる支援

能力の向上を図る。 
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・担当課を問わず、全職員を対象に定期的な職員勉強会を 1 カ

月に一度をペースに開催し、専門とする分野あるいは研修会

やセミナーを受講参加した職員が講師となり、互いに知識・

情報の共有化を図る。 

 

（２）支援ノウハウ・経営状況分析結果等を組織内で共有する体制の構築 

・個社支援の案件について、経営状況分析結果・事業計画策定、補助金事業計画策定、

金融調査書、支援内容等の報告会を開催し、職員間で情報共有を図る。 

・売上拡大・事業計画関連研修会参加職員が、後日、講師として報告会を開催し、職員

間で情報共有を図る。 

・支援した経営状況分析結果・事業計画策定、補助金事業計画策定、金融調査書、支援

内容等をデータベース化し、全職員が閲覧できるようにする。 

 

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、地元金融

機関、稲沢市商工観光課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、半期ごと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稲沢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 稲沢商工会議所 副会頭 

委 員 税理士 

委 員 地元金融機関 代表 

委 員 地元金融機関 代表 

委 員 稲沢市 商工観光課（外部有識者） 

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１１月現在）

（１）組織体制 

① 商工会議所の組織体制 

 議員総会、常議員会、正副会頭会議、事務局 

  

 事務局体制 

専務理事 

理  事 

（兼事務局長） 

事務局次長 

（兼総務課長） 

一般職員 

相談所長 

経営指導員 

補助員 

記帳指導職員 

1 名 

1 名 

 

1 名 

 

5 名（男性 2名、女性 3名） 

1 名 

4 名（男性 4名） 

2 名（女性 2名） 

1 名（男性 1名） 

 

経営発達支援事業を実施する体制・人員 

 中所企業相談所 一 般 

責任者 岩佐 孝久 阿部 一洋 

人 員 ７ ５ 

経営指導員数 ４  

事業実施人員 ７ ５ 

 

 この支援事業を実施においては、中小企業相談所が中心となり 

 １．経営状況の分析支援 

 ２．事業計画策定・実施支援 

 ３．調査・情報提供 

 ４．需要開拓事業 

 ５．支援力向上取組み事業 

 これら、５項目を中心に重点支援事業職員全員で、小規模事業者発展のために事業遂

行していく。 
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（２）連絡先 

   ①小規模事業者が直接相談等の連絡先 稲沢商工会議所 中小企業相談所 

   ②連絡先 (住  所)   〒492-8525 稲沢市朝府町 15 番 20 号 

        (電話番号)   ０５８７－８１－５０００ 

        (Ｆ Ａ Ｘ)   ０５８７－２３－６２００ 

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

        (代表ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ) info@inazawa-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） 

年度 現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

必要な資金の額 98,200 98,500 98,500 98,500 98,500 93,500

 

・小規模企業 

 対策事業費 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 40,000

・商業振興事業費 20,700 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

・調査広報事業費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

・セミナー事業費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

・イベント事業費 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

（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、市補助金、事業収入、参加費、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 一宮支店 

・愛知県信用保証協会 

・稲沢市 

・市内金融機関 

創業を考えている方を対象に４団体が

密接に連携して、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。 

 

 

 

商談会事業 

 

 

 

 

・公益財団法人あいち

産業振興機構 

・市内金融機関 

 

 

 

 

 

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。 

名古屋商工会議所が企画・運営を行い、
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名古屋商工会議所 

 

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。 

地域活性化事業 

・稲沢市 

・稲沢市教育委員会 

・稲沢市観光協会 

・JA 愛知西 

・稲沢市商店街連合会 

・稲沢市商業協同組合 

・稲沢市植木生産振興

 会 

・尾張大國霊神社 

・名古屋鉄道㈱ 

稲沢まつりを開催することにより、多く

の消費者に来場いただき、イベントを通

じて多数の小規模事業者の出展を促し、

企業・商品 PR と販売促進そして売上増

加に繋げると共に地域活性化へ繋がる。

 

 

 

特産品事業 

 

 

 

・稲沢市 

・稲沢市観光協会 

・祖父江町商工会 

・稲沢市商店街連合会 

・稲沢市商業協同組合 

・愛知文教女子短期大

 学 

特産品事業を通じて、稲沢の「おみやげ

推奨品」として「稲沢ふるさと寄付制度」

やマスメディア等による PR、あるいは四

季折々のイベントにて販売促進を強化

することにより、小規模事業者の売上増

加と地域活性化に繋がる。 

 

 

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 

一宮支店 

支店長 

牧山 匡朗
愛知県一宮市大志

２－３－１８ 
0586-73-3131
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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

稲沢市 
市長 

大野 紀明

愛知県稲沢市稲府

町１ 
0587-32-1111

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

株式会社名古屋銀行 稲沢支店 
支店長 

安富 康裕

愛知県稲沢市井ノ

口大坪町 80-3 
0587-23-3121

株式会社十六銀行 稲沢支店 
支店長 

秋澤 将光

愛知県稲沢市桜木

2-7-18 
0587-21-6216

株式会社中京銀行 稲沢支店 
支店長 

竹田 益久

愛知県稲沢市稲沢

町前田 199-3 
0587-32-2186

いちい信用金庫 稲沢支店 
支店長 

太田伊知郎

愛知県稲沢市駅前

1-4-1 
0587-32-7221

尾西信用金庫 稲沢支店 
支店長 

服部 充男

愛知県稲沢市稲沢

町前田 292-1 
0587-32-1101

株式会社大垣共立銀行 稲沢支店
支店長 

鈴木浩一郎

愛知県稲沢市松下

2-2-3 
0587-21-2211

株式会社愛知銀行 稲沢支店 
支店長 

西川 亮一

愛知県稲沢市小沢

4-20-20 
0587-21-7741

岐阜信用金庫 稲沢支店 
支店長 

島川 隆雄

愛知県稲沢市奥田

下一条 1456-14 
0587-23-0101

大垣信用金庫 稲沢支店 
支店長 

田中 祐示

愛知県稲沢市正明

寺 1-7-20 
0587-23-5111

稲沢市商店街連合会 
会長 

林  茂夫

愛知県稲沢市朝府

町 15 番 20 号 
0587-81-5000
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稲沢市商業協同組合 
理事長 

横井  定

愛知県稲沢市朝府

町 15 番 20 号 
0587-81-5000

愛知文教女子短期大学 
学長 

古山 敬子

愛知県稲沢市稲葉

2-9-17 
0587-32-5169

祖父江町商工会 
会長  

田中 浩三

愛知県稲沢市祖父

江町山崎下批町 

486-1 

0587-97-5800

平和町商工会 
会長   

松岡 重夫

愛知県稲沢市平和

地横池中之町 141 
0587-46-0031

稲沢市教育委員会 
教育長 

恒川 武久

愛知県稲沢市稲府

町１ 
0587-32-1111

稲沢市観光協会 
副会長 

山田 信行

愛知県稲沢市朝府

町 15 番 20 号 
0587-81-5000

JA 愛知西 

代表理事 

組合長  

牛田 幸夫

愛知県一宮市小渕

字道上 15-1 
0586-71-6811

稲沢市植木生産振興会 
会長 

家田 鐡彦

愛知県稲沢市稲府

町１ 
0587-32-1111

尾張大國霊神社 
宮司 

山脇 敏夫

愛知県稲沢市国府

宮 1-1-1 
0587-23-2121
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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 

一宮支店 

愛知県

信用保

証協会 

稲沢市 
市内９ 

金融機関

 

 

稲沢商工会議所 

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 


