
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
小牧商工会議所（法人番号 ５１８０００５００８６１１） 

実施期間 平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日 

目標 

当所が、市内小規模事業者に対する経営革新・需要開拓・事業承継、創業等に関する経営

課題に対し、全力で伴走型支援に取り組むことを通じて、市内小規模事業者の振興及び地

域産業振興の中核的機能を担っていく。そのために事業計画書策定を手段として持続的に

発展する未来志向の支援事業者を増やすことを目標に掲げて事業を実施していく。 

「５年間で小規模事業者の10％(420社)が事業計画を策定すること」を数値目標とする。

一方、地域資源である「小牧山」「名古屋コーチン」「航空宇宙産業」を活用して観光・

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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１.地域の経済動向調査 

小規模事業者が経営環境を数値データとして確認することにより、自社の置かれた状況

を客観的に把握することができるよう、当所の「市内小規模事業者景気動向調査」に各

種経済動向調査結果を踏まえた「地域経済動向レポート」を作成して、小規模事業者 

へ情報提供する。 

２．経営状況の分析 

経営指導員等職員の巡回･窓口相談、各種セミナーの開催等を通じ、経営分析（企業ド

ック等）を提案し、小規模事業者の強みや経営課題等を把握するとともに、事業計画策

定の勧奨、事業計画策定支援に結び付ける。 

３．事業計画策定支援 

 経営分析に取り組んだ小規模事業者や経営指導員等職員の巡回･窓口相談時に事業計画

 の意義(必要性・有効性）､各種補助金情報提供により事業計画策定に取り組む小規模事

 業者を掘り起こす。事業計画策定においては、経営指導員のほか、必要に応じて専門家

 や支援機関の協力を得て、具体的な事業計画策定支援を図る。 

４．事業計画策定後の実施支援  

事業計画策定後も経営指導員等が巡回等により原則3ヶ月毎(年4回)の頻度で、計画と実

績の差を確認し、計画実現に向けた伴走型支援を進める。必要に応じて、専門家や支援

機関の協力を得て実行支援に取り組む。 

５．需要動向調査 

業界の最新トレンド、消費マインドなど各種需要動向調査データを収集・分析して事業

計画策定支援時に活用する。また、個社の需要動向については、消費者調査、取引先・

バイヤー調査により情報提供するほか、計画実行時にも、新商品・役務等の調査に関す

る支援に取り組む。 

６．新たな需要に寄与する事業 

 新たな需要の開拓を求める小規模事業者に対し、各種マスコミやインターネットを活用

 した広報活動支援に取り組むほか、当所並びに支援機関が開催する多様な販路開拓のた

 めの商談会等への参加・出展を強力に支援する。これらの取り組みにおいても、必要に

 応じて、専門家や支援機関の協力を得て、売上や利益の確保に資する支援に重点を置い

 た取り組みに努める。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

小牧市の地域資源や観光資源となる「小牧山」「名古屋コーチン」「航空宇宙産業」を

利活用して、当地域の知名度向上（ブランディング）、小規模事業者のビジネス機会創出

に取り組み、実現に向けて更に行政･関係団体との連携を強化する。 

連絡先 

小牧商工会議所 中小企業相談所 中嶋、粕谷 

〒485-8552 愛知県小牧市小牧五丁目２５３番地 

ＴＥＬ（0568）72-1111 ＦＡＸ（0568）76-2581 

ＵＲＬ http://www.komaki-cci.or.jp e-mail soudan@komaki-cci.or.jp 
 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１.小牧市の概要 

・小牧市は、愛知県名古屋市の北方約 15km、濃尾平野のほぼ中心に位置し、市域面積は 62.81

平方キロメートルである。現在 153,728 人、65,009 世帯(平成 27 年 10 月 1 日)を擁している。

・東名高速道路・名神高速道路・中央自動車道の三大ハイウェイの結節点であり、国道 155 号

線が横断・国道 41 号線が縦断し、さらには県営名古屋空港(西春日井郡豊山町)が隣接する交通

至便の地である。 

■小牧市の位置（図表１）            ■小牧市の交通体状況（図表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小牧市は、昭和 30 年に１町２村が合併して愛知県で 21 番目の市として誕生し、その後昭和

38 年に１村を合併して現在の市域となった。 

・昭和 31 年に工場誘致条例を制定していたが、昭和 34 年に東海地方に未曽有の被害をもたら

した伊勢湾台風による復興を契機に積極的な工場誘致を行ったことと、日本のモータリゼーシ

ョンを背景に昭和 40 年代に名神・東名両高速道路が開通したことも相俟って、田園農業都市か

ら陸上交通要衝都市の性格を有する内陸工業都市へと大きく変貌した。 

・平成 23 年愛知県が「アジアナンバー１航空宇宙産業クラスター形成特区」の指定を受けるな

か、当市は、ＨⅡＡロケットの生産拠点に加え、更にＭＲＪ等の製造関連企業の誘致を進めて

『航空宇宙産業集積』を厚くするとともに、自動車に続く基幹産業の振興都市として形成に取

り組んでいる。 

■小牧市の総人口の推移（図表３） 

 1960 年 

昭和 35 年 

1970 年 

昭和 45 年 

1980 年 

昭和 55 年

1990 年 

平成 2年 

2000 年 

平成 12 年

2010 年 

平成 22 年 

2015 年 

平成 27 年

総人口(人) 38,531 79,842 103,985 125,261 145,821 153,687 153,728 

世帯数 7,644 19,760 30,656 39,466 52,782 62,140 65,009 

出典：小牧市統計年鑑（毎年 10 月 1 日時点の数値） 
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人口の推移は、昭和 35 年から 45 年までの 10 年間に、世帯数で約 2.5 倍・人口で約 2倍と急

激に増加したが、その後平成 12 年までの 30 年間では、10 年毎に世帯数で約 1万世帯・人口で

約 2万人ずつの増加となり、直近の 5年間では、世帯数と人口で微増となっている。 

・本市の特徴として、製造業や運輸業(倉庫業を含む)の大規模事業所が多く立地していること

と、小売業や飲食業の大型店等の出店が多いことにより、周辺都市と比較すると、小牧市への

昼間の就労人口流入が多くなっていることが挙げられる。 

  

 ■昼夜間人口比率における近隣市町村との比較（図表４） 

出典：平成 25 年度 愛知県統計年鑑 

・小牧市は、「小牧長久手の戦い」の地として全国的に知名度が高いが、織田信長が 1563 年(永

禄 6年)に清州から小牧（小牧山）に拠点を移して、日本初の石垣づくりの城塞と人工的な城下

町を造り、天下布武への一歩を踏み出した「歴史的価値」のある土地である。 

・また市内には、天下の奇祭で知られる「田縣神社」や全国唯一のお乳の寺「間々乳観音」な

ど観光資源になる神社仏閣が多く存在している。 

・本市の東部丘陵地では、特に桃・葡萄・梨といった果実の栽培が盛んである。 

・また、近年当市も都市化が進むなかではあるが、全国ブランドである「名古屋コーチン」発

祥の地でもあることから、愛知県畜産総合センター種鶏場と連携して名古屋コーチンの養鶏（鶏

肉・鶏卵）の生産に取り組んでいる。 

 

２.小牧市産業の概要 

・市内の事業者数 

 平成２４年経済センサス調査において、小牧市の商工業者数は 6,033 社で、そのうち小規模

事業者数は 4,161 社(69.0％)という実態である。 

・市内の業種別構成比率 

 市内の商工業者を業種別でみると、卸売業・小売業(25.2％)、サービス業等(21.1％)、製造

業(19.0％)、宿泊・飲食業(11.7％)、運輸・通信業(8.4％)、建設業(8.1％)、不動産・物品貸



借業(6.5％)という構成割合となっている。「ものづくりのまち小牧」の証となる「製造業」の

構成比は、全国と比べても約２倍と高くなっている。また、小規模事業者でみてもほぼ同様の

構成割合である。 

 また、三大ハイウェイの結節点という恵まれた企業立地条件を反映して、製造業や倉庫業を

含む運輸・通信業の構成比率が高いことが特徴である。このことは、小規模事業者の事業所数

で見ても同様である。 

 

■全国と小牧市の商工業者数・業種別構成比の比較（図表５） 

出典：平成 24 年経済センサス 

■全国と当市商工業者等の業種別構成比(図表６) ■当市小規模事業者の業種別構成比(図表７) 

出典：平成 24 年経済センサス 

・市内事業者の動向 

平成 18 年と平成 24 年を比較すると、次頁(図表８)のとおり市内事業者は 6 年間で 158 社が減

少しており、小規模事業者の減少が反映されていることがわかる。内訳では製造業、宿泊・飲

食業、卸売・小売業で減少し、不動産・物品貸借業が増加している。この要因として、経営者

が高齢化する中で事業承継が進まず、保有土地資産を元手に賃貸住宅やマンション経営、駐車

場経営に移行していると考えられる。 

 

全国 小牧市
小牧市

小規模事業者
全国 小牧市 小牧市

小規模事業者

建設業 468,199 488 463 11.4% 8.1% 11.1%

製造業 434,130 1,147 865 10.5% 19.0% 20.8%

運輸・通信業 121,223 504 297 2.9% 8.4% 7.1%

不動産・物品賃貸業 329,449 392 360 8.0% 6.5% 8.7%

卸売・小売業 930,073 1,519 817 22.5% 25.2% 19.6%

宿泊・飲食業 545,801 709 428 13.2% 11.7% 10.3%

その他・サービス業等 1,299,340 1,274 931 31.5% 21.1% 22.4%

合計 4,128,215 6,033 4,161 100.0% 100.0% 100.0%

業種別商工業者数（社） 業種別構成比率（％）
業種分類



■市内事業者数(図表８) 

 
建設業 製造業 

運輸・ 

通信業 

不動産・

物品賃貸業

卸売・ 

小売業 

宿泊･ 

飲食業 

その他 

サービス業等 
合計 

平成 24 年 488 1,147 504 392 1,519 709 1,274 6,033

平成 18 年 483 1,282 475 270 1,588 788 1,305 6,191

増減数(社) +5 ▲ 135 +29 +122 ▲ 69 ▲ 79 ▲ 31 ▲ 158

増減率(％) +1.0％ ▲10.5％ +6.1％ +45.2％ ▲ 4.3％ ▲10.0％ ▲ 2.4％ ▲ 2.6％

■市内小規模事業者数(図表９) 

 
建設業 製造業 

運輸・ 

通信業 

不動産・

物品賃貸業

卸売・ 

小売業 

宿泊・ 

飲食業 

その他 

サービス業等 
合計 

平成 24 年 463 865 297 360 817 428 931 4,161

平成 18 年 459 999 294 234 890 515 927 4,318

増減数(社) + 4 ▲134 + 3 + 126 ▲73 ▲87 + 4 ▲157

増減率(％) +0.9％ ▲13.4％ +1.0％ +53.8％ ▲8.2％ ▲16.9％ +0.4％ ▲3.6％

市内小規模事業者数の平成 18 年から平成 24 年の 6年間の推移を全国・愛知県と比較すると、

全国では▲8.7％、愛知県では▲5.7％と大きく

減少しているが、小牧市においては▲3.6％

（157 社）の減少にとどまり、全国、愛知県と

比較すると減少率・減少数は低くなっている。

小規模事業数が多い業種でみると、製造業が、

▲13.4％（134 社）、卸売・小売業▲8.2％（73

社）、宿泊・飲食業▲16.9％（87 社）が大きく 

減少している。特に、小牧市における小規模事業者数の柱である製造業が、他の業種と比べて

減少数・率が高いことが問題である。 

・上記のことから、市内産業の事業者数を維持するうえで、小規模事業者に対して操業支援を

はじめ、事業承継、創業を支援する取り組みが必要となる。 

 

・製造業の特性 

 事業所業種構成比では、愛知県、小牧市も図表 11・12 のとおり多種多様な業種構成となって

いるが、図表 13・14 製造業出荷額構成比では、愛知県は自動車産業をはじめとする輸送機械に

大きく依存しているのに対して小牧市では、金属部品、生産用機械、プラスチックを中心に各

構成比においてバランスのとれた割合となっており、多くの業種がバランスよく立地している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小規模事業者数（図表10）

平成１８年 平成２４年 減少数(社) 減少率(%)

全国 3,663,069 3,342,814 320,255 ▲ 8.7

愛知県 229,630 216,533 13,097 ▲ 5.7

小牧市 4,318 4 ,161 157 ▲ 3 .6

出典：平成18年「事業所・企業統計調査」平成24年経済センサス調査

(図表 11) (図表 12)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典:平成 22 年 工業統計調査                          

 

また、平成 24 年経済センサスの産業小分類、市町村ランキングにおいて『小牧市』は、全国

1,742 市町村における「事業所数」のランクで 156 位に、「付加価値額」では、75 位 （477,943

百万円）となった。更に「売上（収入）金額の製造業部門」では、47 位（1,123,419 百万円）

となり、この統計結果からも工業都市が色濃く伺える結果となっている。 

 

・商業（卸売・小売業）の特性 

平成 24 年経済センサスの産業小分類、市町村ランキングでは「売上（収入）金額の卸売業、

小売業部門」71 位(738,238 百万円)なった。100 位以内にランクインした要因は、図表 15 に示

すように、機械器具卸売、建築材料・鉱物・金属材料等卸売の売上（収入）金額が、全体の 65％

を占めており、これらも踏まえ「ものづくりのまち小牧」と言える。、 

 

小売業では、市内業者数（図表 8）、 ■卸売業･年間商品販売額の構成比(図表 15） 

市内小規模事業者数（図表 9）のと 

おり、事業所数は、大きく減少してい

る。 

 この要因としては、東洋経済調査に

よる人口一人当たりの大型店舗面積

は 1.2 ㎡で、全国市区単位 813 団体中

42 位にランクされている結果から

も、大型店舗や全国にわたって店舗展

開をしているチェーン･ストアの出

店）により、既存商店街等をはじめ小

規模事業者の廃業が進行しているこ

とがあげられる。 

                      出典：平成 24 年経済センサス 

・小規模事業者の現況と課題        

 平成 27 年 10 月に実施した当所「中小・小規模事業者支援に関する調査」において、「経営計

画を策定している」との回答のあった小規模事業者は 20.8％に留まり、事業計画策定の取り組

(図表 13) (図表 14)



みが浸透していない状況が明らかとなった。更に、最近 5 年間における経常利益の傾向とのク

ロス集計では、事業計画を策定している事業者は策定していない事業者と比較して、「増益の割

合が、21.3ポイント高い」結果となった。 
そして、販売・仕入・生産等関連項目における経営上の問題点では、「売上の伸び悩み」「同

業他社との価格競争」「営業力販売力」を回答する経営者が多く、全て販売・販路開拓に関する

ものであった。 

■小規模事業者における事業計画の有無(図表 16)   ■事業計画の有無による収益状況比較(図表 17) 

出典：小牧商工会議所中小・小規模事業者支援に関する調査（平成 27 年 10 月） 

 

 次に、当市小規模事業者の製造業の現況は、

ビジネスパートナーを必要とする大手製造優

良企業があることから恵まれた地域に立地し

ているといえる。しかしながら、同業他社や

海外企業等との競争激化により親企業は取引

企業を選別していく傾向があり「支給図面に

よる加工請負」だけでは工賃の低価格が進み

収益性を悪化させている。当所が実施した調

査(図表 18)でも、「加工技術だけでなく、自

社内で図面製作ができる」と答えた小規模事

業者では、「加工技術のみ」と答えた事業者と

比較して、経常利益において黒字化する割合

が 9.5 ポイント高く、赤字化する割合も 20.2

ポイント低くなっている。このように「小規

模事業者自らが企画・提案力を高め、取引先 

を多角化する取り組み」を行い「ビジネスパートナー」となることが求められている。 

また、卸売業は、工業都市の特徴が色濃く伺える機械器具卸売や建築・金属材料等卸売業の

小規模事業者が中心となっている。小売業では、小売業全体と同様に、飲食料品小売業、織物・

衣服・身の回り品小売業が減少している。 

 一方、インターネットの普及もあり、無店舗小売業が、小規模事業者においても増加してき

ている。 

 こうしたなか、卸売・小売・サービス業等における自社の競争力の源泉について調査したと

ころ「顧客ニーズへの迅速･柔軟な対応」が最も多く回答がされた。更に、経常利益の実績との

出典：小牧商工会議所中小･小規模事業者支援に

関する調査（平成 27年 10月） 

■製造業の図面製作有無による収益状況比較(図表 18)



クロス集計(図表 19)では、「マーケティング 

力」「分野を絞り込んだ豊富な品揃え」「顧客 

への提案力」「新製品・サービスの開発力」の 

強みにより効果的な収益を生み出しているこ

とがわかった。 

以上のことから、当市における小規模事業

者の持続的発展には、事業計画策定を通じて

自社の強みを活かした「顧客への企画・提案

力向上」「業態開発・転換によるビジネスモデ

ル開発」「新分野への参入、新商品・サービス

の開発」などに取り組み、売れる仕組みを作

ることが効果的と考えられる。 

 

３.小牧商工会議所の小規模事業者支援の   

現況と課題 

 これまで当所は、金融・税務・労務相談等の経営改善普及事業を中心として地域小規模事業

者の経営基盤の安定に注力してきたが、当所の「市内小規模事業者景気動向調査」における小

規模事業者の経営課題調査（図表 20）では、全業種を通じて「需要売上減少」とする回答が多

いことが判明した。また、「仕入単価の高騰」「競争激化」など小規模事業者を巡る経営環境は

厳しさを増し、環境変化を乗り越えるハードルが高いことから、戸惑いを感じる声が多く聞か

れている。このため、経営力強化を目的としたそれぞれの課題を解決するための支援に取り組

み始めたところである。 

 こうしたなか、当所の支援体制が抱える

課題としては、下記の３点が挙げられる。 

課題①地域の経済動向に関して、組織的

な情報収集・分析、把握、活用が不十分で

ある。また、小規模事業者の実態把握は、

特定の事業者に留まるほか、属人的に取り

組まれていることから、経営革新をはじめ

とするなど課題解決型支援を必要とする

小規模事業者の掘り起しが十分にできて

いない。 

課題②小規模事業者における経営課題

の把握と課題解決のためのノウハウ蓄

積・共有化が不足しているため、小規模事

業者の売上、利益の確保に結び付ける伴走

型支援ができていない。 

課題③小規模事業者の売上、利益の確保

やこの振興に基づく地域経済の活性化に

おいて、小牧市や小規模事業者支援の連携

協定を締結した金融機関の東春信用金庫、

㈱大垣共立銀行、㈱十六銀行、㈱愛知銀行、

出典：小牧商工会議所中小･小規模事業者支援に 
関する調査（平成 27年 10月） 

■卸売･小売･サービス業等の自社の競争力の源泉(図表 19)

（図表 20）



㈱名古屋銀行、㈱中京銀行（以下「連携金融機関」という）をはじめ、（独法）中小企業基盤整

備機構中部本部などの支援機関との情報交換や連携した取り組みができていない。 

 このような現況及び課題を踏まえた当所の「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を次

のとおり定める。 

 

４.小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

小牧市では「第６次総合計画(計画期間平成 26 年度～平成 30 年度）」に基づき、産業全体の

中長期的な振興のあり方として「小牧市企業新展開支援プログラム（計画期間平成 26 年度～平

成 30 年度）」を作成している。主な内容は、中小企業の製造業を対象とした経営安定化や生産

技術力の向上、生産効率の向上による操業支援、起業や新事業展開の創出に向けた支援、更に

企業誘致により「小牧市産業の持続的発展」を目指すものとなっている。 

また、当所から申し入れた中小企業振興基本条例の制定を平成 28 年 3 月に予定している。 

一方、当所は「活力に富む地域経済の振興に向けて」をスローガンに、「中小企業の経営強化

と産業振興のための支援体制の充実」を重点課題として位置付けて、各種事業を推進すること

にしている。 

これらを踏まえ、小牧商工会議所として「当所が、市内小規模事業者に対する経営革新・需

要開拓・事業承継、創業等に関する経営課題に対し、全力で伴走型支援に取り組むことを通じ

て、小牧市の商工業振興について主導的役割を果たし、市内小規模事業者の振興及び地域産業

振興の中核的機能を担っていくこと」が小牧における小規模事業者の中長期的な振興のあり方

である。 

 

５.小規模事業者振興の目標 

 活力に富む地域経済の振興のために、本計画においては、小規模事業者自身（創業者を含む）

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」

の両面で取り組む。 

 また、小規模事業者支援の考え方として、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。そのために経営指導員等

の伴走型支援による事業計画書策定を手段として持続的に発展する未来志向の支援事業者を増

やすことを目標に掲げて事業を実施していく。 

 「５年間で当市小規模事業者の 10％(420 社)が事業計画を策定すること」を数値目標とする。

一方、面的支援の考え方として、地域資源である「小牧山」「名古屋コーチン」「航空宇宙

産業」を活用して観光・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。 

 

【目標達成に向けた実施方針】 

 上記の目標達成に向けて、下記の実施方針に則り、経営発達支援事業を推進する。 

 

①「個々の小規模事業者の発展なくして地域全体の活性化はない」という認識を強く持ち、

当所に与えられた小規模事業者支援・地域経済活性化支援のミッションを推進する。 

 

②小規模事業者支援に当たっては、以下の伴走型支援を推進する。 

 ・地域経済動向等の情報収集手法、経営分析方法の確立と標準化 



 ・事業計画策定の意義（必要性・有効性）の周知による意欲ある支援事業者の掘り起こし

 ・事業継続や成長・発展を目指すための事業計画の策定と計画達成に向けたフォロー 

 ・事業策定後の売上向上・収益性の向上に結び付く需要動向把握や新たな需要開拓支援 

 

③地域経済の活性化には、「小牧山」「名古屋コーチン」「航空宇宙産業」の地域資源や、

今後整備する観光拠点を活用したうえで、小規模事業者のビジネス機会拡大に繋げる視点

で取り組む。 

 

④各種連携機関とのネットーワークを構築し、連携・協働した支援活動により、本計画の支

援成果を高める。 

 

⑤当所全体の事業・業務内容等を見直し、事業や業務をスリム化・効率化させることにより、

マンパワーを不足させることなく組織一体となって、経営発達支援事業を最優先事業に位

置づけて強力に推進していく。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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】 

 

（現状と課題） 

 小規模事業者が事業計画を策定する上で、地域の経済活動で重要かつ景気に敏感に反応する

指標を把握して、事業活動予測に活用することは非常に重要である。 

 当所では、平成 26 年度より市内小規模事業者の経済動向を把握するため「市内小規模事業者

景気動向調査」を市内 100 事業所に対し、経営指導員等職員が年４回巡回によるヒアリング調

査を実施している。(回収率 100％）調査結果は、当所役員会等において報告するとともに、調

査事業所に報告している。しかしながら、近隣地域・県内・全国の経済動向との比較が十分で

きていない点や、調査結果を各種媒体での公表や経営相談時の助言・指導などに十分活用でき

ていない点が反省事項としてあげられる。 

また、「市内小規模事業者景気動向調査」が、例えば製造業の更に詳細な分野での動向を把

握できるまでの信頼性を高めるためには、調査対象サンプリング数の拡大が不可欠である。 

 上記のことから、地域の経済動向調査を小規模事業者に対して的確な指導を行うためには、

「調査対象数の拡大による信頼性の向上」、「各種経済動向調査の収集と比較・分析」、「調

査結果の活用」が課題である。 

 

（改善方法） 

 上記の課題を受け「調査対象数の拡大」については、従来のヒアリング調査数に加え、イン

ターネットを活用した調査方法の導入を実施する。これにより、現在の６業種分析から更に個

社に有益な分野別業種情報として活用することが可能になる。更に、連携金融機関の協力によ

り調査対象事業者の更なる確保に取り組む。 

 また、日本商工会議所をはじめ行政、支援機関による調査結果を収集・整理するとともに「市

内小規模事業者景気動向調査」と比較分析して「地域経済動向レポート」を作成する。このレ

ポートは、年４回の経営発達支援事業連絡会議（以下「連絡会議」という）により連携金融機

関へ情報提供するほか支援機関相互の地域経済動向情報交換を行い、小規模事業者への支援事

業に役立てる。 

 なお、このレポートは、当所の所報やＷＥＢサイト、メールマガジン(注1)等の発信媒体によ

り情報提供を行う。更に、経営指導員等職員による巡回窓口相談時に小規模事業者へ情報提供

するとともに、事業計画策定支援の資料として有効活用する。（図表21） 

 
(注1) メールマガジン：当所の事業、各種施策など経営に役立つ情報を、受信を希望する経営者、従業員、一般 

市民等の読者へ電子メールで月２回配信しているサービス。現在、当所会員に対して、各種情報を電子メー

ルにて月2回配信している。平成28年2月1日現在の配信先は1,007社（内小規模事業者608社） 

 

 



    ■地域経済動向レポートの作成フロー図（図表 21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業内容） 

①市内小規模事業者景気動向調査の信頼性向上（既存事業改善） 

 「市内小規模事業者景気動向調査」の対象事業所数を年度ごとに 20 社ずつ増やしていく。

現状は訪問によるヒアリング調査を行っているが、インターネットを活用した調査も導入して

調査対象事業者を増やし調査結果の信頼性を高める。  

対象者 
小牧市内の小規模事業者 

※ 小牧市内の小規模事業者の業種比率に応じた業種別件数を毎年度設定する。 

調査方法 
①経営指導員等職員による「ヒアリング調査」…100 社 

②新たに開設する調査用ＷＥＢサイトによる「インターネット調査」…20 社/年逓増 

調査頻度 
４回／年   ４月（対象月： １～ ３月）  ７月（対象月： ４～ ６月） 

       １０月（対象月： ７～ ９月）  １月（対象月：１０～１２月） 

調査項目 

①景況（売上・採算・資金繰り・従業員数ＤＩの現況・来期予見通し）、②経営課題、

③付帯調査（経営を取り巻く外部要因に関する対応状況の結果を収集する）④その他、

業界動向並び地域情報 

活用方法 地域経済動向レポートを作成するための基礎資料として活用する。 

効  果 
①市内小規模事業者における経済動向の把握ができる。 

②地域経済動向レポートの基礎資料として役立てることができる。 

 
②地域経済動向調査資料の収集（新規事業） 

 日本商工会議所をはじめ行政、支援機関による経済動向調査結果を積極的に収集・整理して

広域的な経済動向の把握、市内小規模事業者景気動向調査との比較・分析を目的に取り組む。

収集した情報は経営指導員等職員が閲覧可能な状態で管理し、巡回・窓口相談時に小規模事

業者へ情報提供するとともに、事業計画策定支援の資料として有効活用する。 

 

 



 

収集する

調査 

①日商ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査（全国対象、日本商工会議所発行） 

②景気ウォッチャー調査（全国対象、内閣府発行） 

③中小企業景況調査（全国対象、中小企業基盤整備機構・中小企業庁発行） 

④全国中小企業動向調査（全国対象、㈱日本政策金融公庫総合研究所発行） 

⑤最近の管内総合経済動向（東海・北陸対象、中部経済産業局発行） 

⑥法人企業景気予測調査、最近の東海管内経済情勢（東海対象、財務省東海財務局発行）

⑦あいちの統計（愛知県対象、愛知県・愛知県統計協会発行） 

⑧小牧市統計年鑑（小牧市対象、小牧市発行） 

収集頻度 毎月、四半期毎、年１回、随時、調査結果が報告される都度、即時に収集する。 

収集項目 

①景況（業況ＤＩ、売上ＤＩ、仕入ＤＩ、採算ＤＩ、資金繰りＤＩ、従業員数ＤＩ、資金

繰りＤＩの現況・来期予見通し、業種、地域別、小規模・中小企業の規模別、採算、資金

繰り、従業員数）、②経営課題、③個人消費、消費者物価指数や住宅投資などの家計動向、

④雇用、設備投資、貿易や企業倒産などの企業動向、⑤付帯調査（経営を取り巻く外部要

因に関する対応状況の結果を収集する。）⑥その他、景況感や業界動向、トレンド情報並

び地域情報の収集を行う。 

情報の 

整理 

経営指導員等職員が情報収集を行い、収集の都度、電子データにより整理・保存する。こ

のデータをプリントして専用ファイルに綴り、提供・購入した書籍等とともに専用ラック

に保存して組織的に活用できる環境を整備する。 

提供方法 

①ＷＥＢサイトに地域経済動向調査のリンク集を新設 

②上記ＷＥＢサイトの所報による周知（12 回/年） 

③メールマガジンによる周知（24 回/年）   ④経営指導員等職員による広報 

効  果 

①当所が困難な調査項目をはじめ、容易に経済動向の把握や情報提供が可能となり、小規

模事業者の事業活動予測に活用することができる。 

②市内小規模事業者景気動向調査結果と比較・分析するための基礎資料の収集・整理する

ことができる。 

   

③地域経済動向レポートの作成と活用（新規事業） 

当所が調査した「市内小規模事業者景気動向調査結果」を基に収集した地域経済動向調査

を比較・分析し「市内小規模事業者景気動向調査」の精度を高めた「地域経済動向レポート」

を作成する。同レポートは小規模事業者の経営支援時の効果的な事業活動の予測資料として

活用する。 

検討方法 経営指導員等職員（企画運営課・調査広報担当職員含む）にて検討 

作成頻度 4 回／年 

分析方

法・項目 

「市内小規模事業者景気動向調査結果」と収集した地域経済動向調査資料の景況と経営課題

を比較・分析するほか、当所が困難な調査項目を加えレポートを作成する。 

①景況（売上・採算・資金繰り・従業員ＤＩの現況・来期予見通し）、経営課題の比較分析 

②地域経済動向調査で取集した有益な情報をトピックスとしてまとめる。 

提供方法 

①当所ＷＥＢサイトの新設 ②所報（12 回/年） ③メールマガジンの発行（24 回/年）④経

営指導員等職員による広報 ⑤役員・議員を通じた広報 ⑥行政・連携金融機関等の支援機

関を通じた広報 ⑦マスコミ機関等を通じた広報（4回/年） 

効  果 

①小規模事業者自身の置かれた状況を客観的に把握するとともに、事業活動の予測資料とし

て活用できる。 
②調査結果報告を情報提供することにより、小規模事業者における事業計画策定への取り組

みの動機付けに役立てることができる。 
③当所として小規模事業者の支援事業の企画立案の基礎資料として役立てることができる。 

 

④「連絡会議」開催による地域経済動向レポートの情報共有（新規事業） 

当所経営指導員等と連携金融機関の担当者による「連絡会議」を設置して、当所の「地域経



済動向レポート」を報告するとともに、各連携金融機関の地域経済動向の情報交換を行い、地

域経済動向に関する共通認識を持ち、小規模事業者への情報発信を目的に開催する。 

更に、「連絡会議」では、小規模事業者における事業計画策定支援時の活用事例についても

情報交換を行い、経営指導員等の資質向上に繋げる。 

連絡会議

参加者 

①連携金融機関（東春信用金庫 地元支援部、㈱大垣共立銀行小牧支店、㈱十六銀行小牧

支店、㈱愛知銀行小牧支店、㈱名古屋銀行小牧支店、㈱中京銀行小牧支店） 

②経営指導員等 

頻  度 ４回/年  

会議内容 

①当所「市内小規模事業者景気動向調査」の調査対象事業者の選定 

②当所「地域経済動向レポート」の報告 

③連携金融機関「経済動向情報」の情報交換 

④「地域経済動向レポート」の情報発信方法や活用事例に関する情報交換 

提供方法 

①当所ＷＥＢサイトの新設 ②所報（4 回/年） ③メールマガジンの発行（24 回/年）

④経営指導員等職員による広報 ⑤役員・議員を通じた広報 ⑥行政・連携金融機関等

の支援機関を通じた広報 ⑦マスコミ機関等を通じた広報（4回/年） 

効  果 

①連携金融機関の協力により「市内小規模事業者景気動向調査」の調査対象事業者の増

加を図ることができる。 

②「地域経済動向レポート」をより情報発信することができるほか、事業計画策定に取

り組む動機付けの効果がある。 

③当所が把握できていない地域の経済動向の把握が可能となり、小規模事業者支援に役

立てる効果がある。 

 

（目標） 

 経済動向調査の取り組み 

目 標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

市内小規模事業者 

景気動向調査 

調査対象事業所数 

100 社 120 社 140 社 160 社 180 社 200 社 

所報 未実施 12 回/年 12 回/年 12 回/年 12 回/年 12 回/年 

メールマガジン 一部実施 24 回/年 24 回/年 24 回/年 24 回/年 24 回/年 

地域経済動向レポート 未実施 ４回／年 （ＷＥＢサイトも情報更新） 

連絡会議 未実施 ２回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状と課題） 

 小規模事業者の持続的な発展のためには、市場構造の変化・競合他社の有無等の外部環境と 

各種経営資源の内部環境を定量面・定性面から分析し、経営課題を明らかにする必要がある。 

その一方で、小規模事業者は経営状況の分析についての必要性や係数観念が希薄であったり、や

り方がわからなかったりといった理由から、経営課題を把握できている事業者は非常に少ない。

 当所はこれまで窓口・巡回相談において記帳・税務指導、金融支援を中心に取り組むなか、経

営革新支援など特定の案件の際には、事業概要や自社の強み・課題などのヒアリングを行ってい

たが、その他多くの小規模事業者の経営状況について把握できていないことが課題であった。ま

た、これまで経営指導員等が経営分析を行う際に、ヒアリング項目が統一されておらず、指導内



容・結果について整理されていないために、指導に対する業務連携が図れていなかった。 

 今後は、経営分析ツールや経営指導員等の支援レベルを揃えるとともに、経営分析の必要性

や手法を分かりやすく伝え、支援事業者の掘り起しを行うことが課題である。 

 

（改善方法） 

 上記の課題を受け、経営指導員等職員の巡回窓口相談、講習会、ＷＥＢサイトや所報等、連

携金融機関の協力を得た周知により、自社の財務状況や強み・弱みなど現状を知るツールの経

営分析の必要性を理解する小規模事業者を掘り起こす。 

 掘り起こした小規模事業者に対しては、（独法）中小企業基盤整備機構が提供する「事業計画

作成キット」を統一分析支援ツールとして、専門家に経営指導員等が帯同して事業者へのヒア

リングによる経営状況の分析支援である「企業ドック」を行う。 

 一方、補助金等活用・金融支援事業者、起業準備者等のように事業計画策定支援を必要とす

る小規模事業者に対しては、中小企業庁が提供している「経営自己診断システム」を統一支援

ツールとして、経営指導員等が事業者へのヒアリングによる「企業ドック簡易版」を行う。そ

の際に、㈱日本政策金融公庫の「小企業の経営指標調査」に掲載されている業種別の収益性や

生産性等の指標値を比較参考資料として活用する。企業ドックと企業ドック簡易版の分析する

項目は、下記の（図表22・23）のとおり。 

 

   ■経営分析（企業ドック・企業ドック簡易版）支援のフロー図（図表 22） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業内容） 

①経営分析【企業ドック】（新規事業） 

「人間ドック」と同様、小規模事業者の経営状況を明らかにし、経営課題の早期把握や今後

の経営の方向性を見極めることを目的に経営分析（企業ドック）の利用を提案する。また、経

営分析結果において、経営状態が厳しく緊急性を要する場合は、即時に事業計画策定を提案し



実行支援も推進する。この経営分析は、（独法）中小企業基盤整備機構が提供する「事業計画

作成キット」を統一様式のヒアリングシートとして使用するとともに電子データで一元管理す

ることにより組織的に活用する。更に、ヒアリング事項の共通化や、経営分析に必要な情報不

足を防ぎ、事業計画策定支援に必要な正しく把握・理解できる経営分析資料となる。 

 なお、この経営分析支援の当初は、専門家に経営指導員等が帯同して取り組むこととし、経

営指導員等の資質向上を図り、知識やノウハウを備えた経営指導員から独自に取り組む。そし

て、経営指導員会議や経営指導員の中堅･若手のペアによる支援により、知識やスキルの平準

化を図る。 

対  象 
経営分析の重要性を理解し、意欲ある市内小規模事業者、記帳継続指導事業所、労働

保険事務指導事業所、青年部に所属している事業所（図表 22） 

実施時期 随時 

分析項目 

●（独法）中小企業基盤整備機構が提供する「事業計画作成キット」を統一様式と

して利用する。 

①事業者概要 

創業年月、業歴、沿革、経営者の略歴、技能等、経営理念（指針等）、家族構成、

資産、趣味、健康状態、主な幹部、取引金融機関 

②財務分析 

収益性、効率性、生産性、安全性等 

③損益分岐点分析 
④キャッシュフロー分析 

⑤販売分析 

売れている理由≒「強み」は何か？ 

売上構成や仕入に偏りはないか？ 

粗利益率の差はあるか？高い（低い）ものの理由は何か？ 

⑥市場分析 

事業者の考えるターゲットは、書き出した構成・特徴と一致するか？ 

顧客のニーズは、事業者の狙いどおりか？ 

顧客構成や販売チャネルは、偏っていないか？ 

粗利益率の高い(低い)顧客の理由は何か？ 

⑦競合分析 

ライバル店について、商品の品質、ラインナップや価格帯、顧客層と求めている

ニーズ等、自社と何が重なるのか、異なるかを整理 

どこで差を打ち出すべきか？ 

●当所が新たに定めた様式により小規模事業者、専門家並びに経営指導員等により

各項目内容の洗い出しと経営課題の特定を行う。 

①ＳＷＯＴ分析 

小規模事業者の「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威
(Threat)」の把握 
●小規模事業者支援ハンドブック（注2）に記載された分析を必要に応じて追加して 
利用する。 

活用方法 

①小規模事業者自社の財務状況や強み・弱みなど現状を把握し、経営課題を抽出する

ための資料として活用する。 

②専門家と経営指導員等により経営状況の分析資料は、事業計画策定の助言・支援

資料として活用する。 

提供方法 報告書、電子データ 

効  果 

①経営状況の把握、経営の方向性を見極めることができる。 

②事業計画策定に必要な資料として役立てる。 

③小規模事業者において、自社の再認識ができる。 

 (注 2)小規模事業者支援ハンドブック: (独法)中小企業基盤整備機構が発刊した経営指導員が利用する 

小規模事業者支援の手引書 

 



②経営分析【企業ドック簡易版】（新規事業） 

事業計画策定が必要となる各種補助金活用・金融支援事業者、起業準備者等や創業間もな

い創業者などに対し、経営状況の把握の必要性を説明するとともに迅速に経営分析を実施す

ることを目的に経営分析（企業ドック簡易版）の利用を提案する。これは、財務分析ツール

として中小企業庁が提供している「経営自己診断システム」(注3) を利用するほか、事業者

と経営指導員等により自社の強みや経営課題を抽出するＳＷＯＴ分析に取り組む。なお、分

析時には、㈱日本政策金融公庫の「小企業の経営指標調査」(注4)を比較参考資料として活用

する。 

また、全職員に「経営自己診断システム」の活用や操作方法を経営指導員の支援時に帯同し

て資質向上を図り、当所全職員により小規模事業者における経営状況の把握を推進するととも

に、事業計画策定に取り組む小規模事業者の掘り起しに結び付ける。 

対  象 
事業計画策定が必要となる市内小規模事業者 

①各種補助金活用事業者 ②金融支援事業者 ③起業準備者等（図表 22） 

実施時期 随時 

分析項目 

●中小企業庁提供の「経営自己診断システム」を統一分析ツールとして利用する。

①財務分析（収益性、効率性、生産性、安全性） 

②損益分岐点分析 
③キャッシュフロー分析 

●当所が新たに定めた様式により小規模事業者、経営指導員等職員により各項目内

容の洗い出しと経営課題の特定を行う。 

①ＳＷＯＴ分析 

小規模事業者の「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Oportunity)」「脅威(Threat)」
の把握 

提供方法 報告書、電子データ 

効  果 

①経営状況の把握、経営の方向性を見極める。 

②各種補助金活用事業者、金融支援事業者、起業準備者等の緊急な事業計画策定に

必要な資料として役立てる。 

③小規模事業者に分析ツールの利用方法も説明することにより、適宜小規模事業者

自身において活用できる。 

④小規模事業者において、自社の再認識ができる。 

 （注 3） 経営自己診断システム：中小企業基盤整備機構による、決算書の主要な数値を入力するだけで 

経営診断ができるシステムである。27の経営指標から収益性、効率性、生産性、安全性、成長性 

の項目を診断することができる。CRD（中小企業信用リスク情報データべース）の業界基準値と 

比較するため、指標の良し悪しを一目瞭然で判断することが可能である。 

 （注 4） 小企業の経営指標調査：㈱日本政策金融公庫のＷＥＢサイトに掲載される経済指標。この指標は、 

㈱日本政策金融公庫に蓄積された決算データをもとに小企業の収益性や生産性等の指標値を集計 

したもの。 情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店､宿泊業、医療､福祉、教育､学習支援業、 

サービス業を含む様々な企業が調査対象になっている。 

 

（目標） 

経営分析（企業ドック・企業ドック簡易版）の取り組み 

目  標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経
営
分
析 

企業ドック 未実施 26 社 38 社 38 社 50 社 50 社 

企業ドック簡易版 未実施 60 社 72 社 96 社 108 社 108 社 

合 計 0 社 86 社 110 社 134 社 158 社 158 社 

 



３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（現状と課題） 

 近年の少子高齢化に伴う人口減少が顕在化するなど小規模事業者を取り巻く経営環境が激変 

している。小規模事業者が経済社会環境の変化に対応し、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・弱みを踏まえた事業計画に基づく経営を推進することが重要

になっている。 

 これまで、当所の小規模事業者への事業計画策定支援は、補助金申請や資金調達のための融

資相談の際に事業計画策定の機会があったが、事業計画書は外部資金を獲得するための手段で、

損益計画や行動計画など計画書自体の精度は必ずしも高いものとは言えない状況であった。ま

た、顧客ニーズや自社の強み・弱み等経営分析を行い、経営課題を抽出し、課題解決を目的と

した「本来あるべき真の事業計画」とはいえず、支援先事業者と経営指導員との間で支援内容

の「見える化」する事業計画策定ができているとは言えなかった。また、支援対象者への積極

的なＰＲや支援先の掘り起こしもほとんど実施していなかった。 

 今後は、事業者の経営理念や経営ビジョンを踏まえ、地域経済動向調査・需要動向調査・経

営状況の分析結果を活用して経営課題を明確にし、到達目標を明記した実効性の高い事業計画

作成支援を行うとともに、小規模事業者の成長・持続的な発展に向け、支援先の掘り起こしを

行うことが課題である。 

 

（改善方法） 

 事業計画策定支援先を掘り起こすために、事業計画策定の意義（必要性・有効性）を認識し

ていない事業者（図表 23 の第５層）に対しては、経営指導員等職員の巡回・窓口相談時や、当

所の所報、ＷＥＢサイト、メールマガジンにて周知して、事業計画策定セミナーへの参加を促

す。また、連携金融機関や税理士等の支援を受け計画策定を目指す小規模事業者を地道に掘り

起こす。特に、当所が若手経営者・後継者の育成を目的に組織している青年部に所属している

事業者には、将来のためセミナー受講を強く勧める。 

事業計画策定の意義（必要性・有効性）を認識しているが、事業計画策定まで至らない小規

模事業者（図表 23 の第２層から第４層）を層別して、事業計画策定セミナーと経営指導員(専

門家含む)による伴走型の個社支援により、操業者の事業計画・事業承継・創業計画毎の事業計

画策定支援に取り組む。具体的には、個社の経営状況の分析を行った小規模事業者(企業ドック

にて経営状況の分析済）、補助金等活用事業者、金融支援事業者、起業準備者、事業承継希望

者等（企業ドック簡易版にて経営状況の分析済）を対象に、層別して支援に取り組み、５年間

で当市の小規模事業者の 10％(420 社)において、事業計画策定支援することを目標とする。 

次に、経営指導員の支援方法のバラつきの対応については、経営状況の分析の結果に基づき、

需要を見据えた事業計画の策定を行うために、事業計画策定支援の流れと掘り起しについて図

表 24 の通り、統一的に取り組むこととする。また、事業計画策定は、計画全体の実現可能性と、

取り組み内容が売上の維持・向上に繋がるかどうかの収益性を重視した内容とする。課題抽出

後の行動計画作成においては、小規模事業者の経営資源の状況を考慮して、着手しやすい事項

と重要度との 2 つの視点から検討する。経営状況の分析から需要動向や事業計画策定、実行ま

で、小規模事業者の自助努力だけでは克服できない問題に対しては、連携金融機関や各種支援

機関と連携し地域ぐるみで総力を挙げて支援する。当所は、小規模事業者にとって最も身近な

支援機関として小規模事業者の視点に立ち、きめ細かな伴走型支援に取り組む。 



 

 ■小規模事業者の事業計画策定への意識と階層別支援内容（図表 23） 

 

 ■事業計画策定支援の掘り起しのスキーム（図表 24） 

 

  

 



 ■事業計画策定支援のフロー【指針と指導内容の関係】（図表 25） 

 
（事業内容） 

 ①事業計画策定セミナーの開催（既存事業改善） 

小規模事業者自身が事業計画策定への取り組みに歩み出すことを目的に事業計画策定セミ

ナーを開催する。また、従来のセミナーでは、セミナー担当者が受付のため参加していたが、

今後は経営指導員等の資質向上やセミナー後の事業計画策定支援をスムーズに行うことを目

的にセミナーを聴講するとともに、講師（専門家）の個別相談に同席する。 

対象者 主に図表 23 の第 4層から第 5層 

実施時期 １回／年 ４月 

支援者と  

支援方法 

①専門家（中小企業診断士等）によるセミナー 

②専門家及び経営指導員等による個別相談 

内  容 

①事業計画の意義 

自社が将来の「あるべき姿」に到達するための道筋を示したもので、事業計画を策

定するためには、経営者の夢、理想、アイデア等を基に将来どのような事業者にな

っていたいのかを明確にする。 

②売上変化から世の中の動きを分析 

小規模事業者にとって馴染みやすい「売上げの変化」を分析することで、時代の流れ

を理解し、今後の経営環境に変化し、どのようなニーズが市場にあるかを予測する。

③自社における強みの把握 

自社が顧客に提供する価値とその強みを分析する。 

④売上アップの作戦を立案 

変化する市場に適合するビジネスモデルや、購買行動プロセスについて解説する。そ

の中で自社ならどのようなことが必要かを考える。 

⑤作戦実行計画の策定 

各種補助金の説明、事業計画の意義や立案方法について解説する。 

効  果 

①事業計画の意義や必要性・有効性を伝える効果がある。 

②事業計画策定の動機づけをする効果がある。 

③事業計画を策定することにより、小規模事業者自身が自社の現状や顧客ニーズ等を

把握し、経営課題と課題解決策を明確にできる効果がある。 

 



②専門家・経営指導員等による個社支援の実施（既存事業改善） 

経営指導員等職員による巡回・窓口相談や連携金融機関により事業計画の必要性・有効性

を認識した小規模事業者を掘り起し、経営力向上に向けた事業計画策定を（図表 24）に示し

た支援フロー図により伴走型支援を行う。更に、事業計画策定セミナーに参加した事業者の

フォローのほか、経営革新計画申請や各種補助金活用事業者等に対しても同支援フローに基

づき伴走型支援に取り組む。 

また、必要に応じて、専門家(中小企業診断士や税理士等)や支援機関と連携して手厚い個

社支援を行うとともに、経営指導員等も帯同して事業計画内容を把握し支援フォローに役立

てるほか、支援者として必要な知識の習得やスキル等の向上に努める。 

なお、事業計画策定における事業資金需要に対して、2,000 万円超で長期の設備投資を検討

する者に対しては、平成 27 年度から新設された㈱日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発

達支援融資制度」の活用を提案する。 

対象者 

①主に図表 23 の第 2層から第 3層 

②市内小規模事業者のうち、 

 ア）経営状況の分析先、イ）市場調査支援先、ウ)事業策定セミナーで計画策定まで

 至らなかった者、エ)各種補助金活用事業者、オ)融資実行者他、カ)起業準備者 

実施時期 随時 

支援者と支

援方法 

①経営指導員等による個社支援 

②専門家(中小企業診断士や税理士等)、支援機関等及び経営指導員等により個社支援

内  容 

小規模事業者の現況、自社の強み・顧客ニーズ等を踏まえた経営課題を把握して、課

題解決を盛込んだ実現性の高い事業計画策定について提案や助言などを行う。計画策

定支援では、図表 25「事業計画策定」の５つの計画を策定する。更に、中小企業庁が

運営する企業支援サイト「ミラサポ」や愛知県よろず支援拠点、（独法）中小基盤整

備機構等の専門家支援を受け、経営指導員等も帯同した伴走型支援に取り組む。 

効  果 

①事業計画を策定することにより、小規模事業者自身が自社の現状や顧客ニーズ等を

把握し、経営課題と課題解決策を明確にできる。 

②実現性の高い目標設定による事業計画策定に取り組むことができる。 

 

③事業承継の可能性提案支援（新規事業） 

当市の小規模事業者数は、厳しい経営環境から開業数より廃業数が多く、市内事業所数が

減少している。このため、当所は、小規模事業者の廃業を少しでも逓減し、雇用や経営資源

の喪失を防ぐことを目的に事業承継支援に取り組む。特に、小規模事業者の事業承継は、個

別の事情による違いが大きく、セミナー等の集団支援はなじみにくい傾向があることから個

別により伴走型支援により取り組む。 

 市内の事業承継の現状は、事業所内で協議・問題視されていないことが多いことが課題で

ある。このため、現段階において、当所経営指導員は、事業承継の手法や進め方の情報提供

はもちろんのこと、事業承継関係者のパイプ役を主な役割として、事業承継の支援先事業者

を掘り起し、（独法）中小企業基盤整備機構と連携して、専門家を派遣するとともに、経営指

導員、事業承継に関わる当事者による個別相談を伴走型支援により行う。 

 また、現段階として、経営指導員の事業承継支援の実績も無く、これに関する知識やスキ

ル等が不十分であることから、支援機関の事業承継コーディネータや専門家に帯同して資質

向上を図り、経営指導員が主体的に支援できるレベルを目指し取り組む。 

 なお、親族外の第三者承継・M＆Aを希望する小規模企業者には、愛知県事業引継ぎ支援セ

ンターと連携し、事業引継ぎ等関するアドバイスや支援を行う。 

 



 

対象者 
市内小規模事業者のうち、 

①後継者がいる ②後継者はいないが何とか事業承継したい事業者 

実施時期 随時 

支援者と 

支援方法 

支援機関の専門家(事業承継コーディネータ、中小企業診断士、税理士等)及び経営

指導員等による個社支援 

内  容 

小規模事業者の現況、自社の強み・顧客ニーズ等を踏まえた経営課題を把握して、

課題解決を盛込んだ実現性の高い目標設定による事業計画策定について提案や助言

などを行う。更に、実現性が高い事業計画を策定するため、中小企業庁が運営する

企業支援サイト「ミラサポ」や愛知県よろず支援拠点、（独法）中小基盤整備機構

等の専門家支援を受け、経営指導員等も帯同した伴走型支援に取り組む。 

効  果 

①必要は感じているが取り組み先延ばしにしている事業者には、早期に取り組み、

より成果的が高くスムーズな事業承継に結び付ける効果がある。 

②事業計画を策定することにより、小規模事業者自身が自社の現状や事業承継にお

ける課題を把握し、課題解決策を明確にできる。 

③実現性の高い目標設定による事業計画策定に取り組むことができる。 

 

④創業支援セミナーの開催（既存事業改善） 

 創業者・創業予定者の区分にある「Ａ．潜在的起業希望者」「Ｂ．初期起業準備者」を掘り

起すことを目的に、小牧市、愛知県信用保証協会、㈱日本政策金融公庫等と連携して、半日

程度の「創業支援セミナー」を開催する。セミナー受講者の内、興味を持った者、意欲ある

者には下記⑤「創業塾」の受講を勧めることにより、創業への段階に後押しする。 
 
 

 

創業者・創業予定者の区分 

 

 Ａ．潜在的起業希望者 － 起業を将来の選択肢の一つとして認識しているが、現時点では 

              何ら準備をしていない者 

 Ｂ．初期起業準備者  － 起業したいとは考えており、他者への相談や情報収集を行っては 

              いるものの事業計画の策定等、具体的な準備を行っていない者 

 Ｃ．起業準備者    － 起業に向けて具体的な準備をしている者 

 

 

対象者 主に小牧市内で起業を希望や検討している個人 

実施時期 １回／年  ８月 

支援者と 

支援方法 

専門家(中小企業診断士、税理士等)、㈱日本政策金融公庫をはじめとする支援機関及び

経営指導員等によるセミナー 

内  容 

①創業の基礎知識 

 経営・財務・販路開拓、受講者自身の強みや顧客ニーズによる需要動向に基づく事業

 計画策定の重要性 

②創業者による「成功事例に学ぶ創業体験談」発表 

③受講者へのアンケート調査（講義内容、開催手法等の見直しに利用） 

効  果 

①起業に向けた準備や起業を決断する心構えができる。 

②実現性の高い目標設定による事業計画策定に取り組む知識を得られる。 

③事業用資金の実行については、可能性が高くなる事業計画策定の知識を得られる。 

 



 

⑤創業塾の開催（既存事業改善） 

創業者・創業予定者の区分にある「Ｂ．初期起業準者」「Ｃ．起業準備者」を対象に、創業

者を掘り起すことを目的に東春信用金庫、行政と連携して、より実践的な創業支援となる１

コース５日程度の「創業塾」を開催する。また、受講後も金融機関、講師（中小企業診断士

等）と連携した伴走型支援により創業者との信頼関係を築くとともに、「創業後 3年以内の廃

業率 70％時代」と言われている中、起業準備者等がより着実に創業でき、持続的発展に結び

付く支援に取り組む。 

対象者 主に小牧市内で起業に取り組む個人 

実施時期 １回／年  １０月～１１月 

支援者と支援

方法 
①専門家(中小企業診断士等)及び経営指導員等によるセミナーと個別相談 

内  容 

①創業の心構え 

②マーケティングの基礎、販売促進、集客のための具体的な手法 

③創業計画の策定 

④創業者の経験発表 

⑤公的支援制度の紹介、個別相談の実施 

⑥受講者へのアンケート調査（講義内容、開催手法等の見直しに利用） 

効  果 

①起業に向けた準備や起業を決断する心構えができる。 

②実現性の高い目標設定による創業計画が策定できる。 

③創業者向けの公的融資制度が利用しやすくなる。 

 

（目標） 

事業計画策定支援の取り組み 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

① 事業計画策定 
セミナー受講者 

19 社 25 社 30 社 35 社 38 社 40 社 

②  事業計画 

策定支援数 
44 件 60 件 78 件 78 件 78 件 78 件 

③事業承継事業計画 

策定支援数 
0 件 2 件 2 件 3 件 3 件 4 件 

④創業支援セミナー 
受講者数 16 名 17 名 18 名 19 名 20 名 20 名 

⑤創業塾 受講者数 22 名 25 名 30 名 30 名 30 名 30 名 

⑥  創業計画 
策定支援数 2 件 6 件 6 件 7 件 7 件 8 件 

⑦  事業計画 
策定支援数の合計 
（②+③+⑥） 

46 件 68 件 86 件 88 件 88 件 90 件 

 ※ 個社支援による事業計画策定数には、経営革新計画、小規模事業者持続化補助金等の補助金 

   申請に伴う事業計画策定支援も含む。 

 ※ 各年度の支援件数は、単年度の支援目標数で、平成 28 年から平成 32 年の 5年間で 420 件の 

事業計画策定支援数を目標としている。 

 



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） 

 これまで当所としては、施策普及、記帳・税務相談、金融相談、労働保険相談等が主な支援

内容となり小規模事業者から都度相談される問題に対する支援・提案や、補助金採択や融資実

行することが実質的な目的となった事業計画策定支援に留まり、事業計画策定後のフォローア

ップが不十分な状況となっている。そのため、事業計画策定後に計画が実行に移されず、進捗

がままならないケースもあった。 

 一方、小規模事業者側も、事業計画の取組項目に期日を設定したものの、日々の仕事に追わ

れ実行が遅れることや、他の要因で実行できない場合もあるため、着実に実行できるよう事業

者に寄り添った伴走型支援に取り組むことが課題である。 

 更に、事業計画策定の目的を再認識して、経営の持続的発展に向けて、事業計画の目標達成

までのアクションプラン等について、進捗管理を行うとともに、フォローアップも手厚く実施

し実効性を高めることも課題と言える。 

 

（改善方法） 

先ずは、経営指導員等において、事業計画策定は、経営の持続的発展のための「目的」ではな

く「手段」であることを再認識する。また、経営指導員等による主担当事業所制を取り入れる。

（原則として経営状況分析、事業計画策定支援等をした経営指導員等が事後支援も担当する。）

支援は、巡回等により経営指導員等が原則として３ヶ月毎（年 4回）の頻度で、事業計画の進

捗状況を確認、計画と実績の差の確認、次に取り組むべき方向性の検討の流れで行う。対象とし

ては、経営状況の分析先、事業計画策定セミナー参加者、持続化補助金利用者、創業塾受講者、

小規模事業者経営発達支援融資制度利用者、事業承継支援先などのうち、事業計画を策定した全

ての小規模事業者が、策定した事業計画を着実に実行できるよう支援を行う。なお、創業者につ

いては、創業後１年間は状況に応じてより頻度を上げて集中的に事業計画の実施支援を行う。 

更に、経営指導員ひとりでは解決できない事案については、定期的に経営指導員等による会

議を開催し解決策を模索するほか、必要に応じて専門家や各支援機関と連携して課題解決に取り

組む。そして、事業計画を実行する上で小規模事業者が困っていることを聞き取り、必要があれ

ば再度需要動向等を確認するなどして、事業計画の見直し・再検討を行っていく。これにより

ＰＤＣＡサイクルをまわす支援を意識した伴走型支援を実施する。将来的には、策定した事業

計画に盛り込んだ計画数値以外の項目についても、事業者自らが定量化できるようにすること

で、いつでも足元の経営状況が分かるようになり、計画と実績の差から「すぐに手が打てる経営」

に成長させる。 

 

（事業内容） 

 ①専門家、経営指導員等による個社支援（新規事業） 

  策定した事業計画を着実に実行するとともに、売上、採算を確保することを目的に事業計

画策定後の実施において、きめ細やかな伴走型支援により取り組む。このため、担当経営指

導員は、小規模事業者が策定した事業計画内容を十分理解するとともに、「コミュニケーショ

ン力」を高め、小規模事業者の目線に立つことで信頼関係を築き、良きパートナーとして実

施支援を円滑に効果的に進めていく。 

  また、実施支援において、小規模事業者の広報支援、販路開拓支援を必要に応じて提案・



 支援するほか、必要に応じて、専門家や支援機関と連携して課題を解決する。そして、実施

支援の取り組みを着実に成功させることで、個々の小規模事業者に自信を与え「個々の小規

模事業者が、自社の未来を自ら考え行動（計画を策定・実践・評価・改善）して成果を出す」

ことを実現できるように取り組む。 

対象者 

事業計画策定支援に取り組んだ以下の小規模事業者 

①事業計画策定セミナー参加者 ②持続化補助金利用者 ③経営革新計画申請者等各種施

策補助金活用者 ④創業塾受講者 ⑤事業承継支援先 ⑥小規模事業者経営発達支援融資

制度利用者など 

支援者と 

支援方法 

①経営指導員等による個社支援 

②専門家及び経営指導員の帯同による個社支援 

支援の流れ 

①行動計画の進捗状況の確認 

事業計画にある行動計画について、初期段階における「着手できたか否か」の確認を行う。

計画作成時にはできると思ったが、いざ取り組もうとすると障壁があってできない場合も

想定される。取り組みができていない場合には、その理由を把握し、再度行動計画を修正

するなど行き戻りしながら伴走型支援を行う。 

②成果について計画と実績の差の確認 

「計画どおり活動して狙った成果が出たか否か」を検証する。活動をしながらも思うよう

な成果（顧客獲得、売上増、コストダウン等）が上がらなかった場合は、成果に結び付か

なかった理由と方法等を修正し継続すべきか否かを検討する。 

③計画と実績の差から次に取り組むべき方向性の検討 

必要に応じて、連携する各支援機関と協力し、改めて次の段階において誰が・何を・どう

するべきかを考え新たな事業計画に書き換える。特に当初の計画から下振れすることが予

想される場合には、速やかに専門家を活用しながら計画を見直し再検討する 

支援内容 

①全ての支援対象者 

顧客獲得やリピート化による売上・利用状況を確認し、販売促進等の対策を支援する。専

門的な課題に対しては、中小企業庁が運営する企業支援サイト「ミラサポ」の専門家派遣

や、愛知県よろず拠点、あいち産業振興機構等の支援機関の協力を得て、支援機関の専門

家と経営指導員等が帯同して支援に取り組む。また、ＩＴやマスコミを活用した広報支援

や連携金融機関が主催する商談会・見本市への参加を小規模事業者にあっせんして販路開

拓を支援する。 

②特定の支援対象者 

＜事業承継支援先＞ 

必要に応じて経営が安定すると言われる事業承継後３年を目途として、後継者・後継幹部

の育成・コーチング状況、次世代の経営戦略等の経営承継、株価対策の支配権承継、財産

分与・争続防止・相続税対策などの財産承継の実施状況も確認し、事業承継後の安定化を

図る。 

＜創業者＞ 

必要に応じて経営が安定すると言われる創業後３年を目途として、上記の取り組みに加え

次の支援も取り組む。具体的には、創業時の各種届出に始まり、記帳や税務申告などの経

営改善普及事業も含め実施状況も確認し、事業の安定化図る。 

＜若手経営者＞ 

経営経験が少ない若年層の小規模事業者には、当所が若手経営者・後継者の育成を目的に

組織している青年部活動を勧め、同年代の相談相手を増やすことを提案する。 

効  果 

①経営指導員等が小規模事業者に寄り添い、事業計画と現状との違いをモニタリングしな

がら助言・指導することで事業計画の実現性をアップすることができる。 

②事業承継支援先には、後継者の育成も含めた事業の安定化が図れる効果がある。 

③創業者は、経営の安定化を早期に図り、継続的に事業活動を行うことができる。 

④若手経営者が青年部活動を通じて、人的ネットワークを築き販路拡大に結びつける効果

がある。 

 

②創業塾状況報告会（交流会）開催（既存事業改善） 

創業塾の過去の受講者を対象に、現状の把握、受講者同士の交流・情報交換の場とするた

め、東春信用金庫と連携して状況報告会を年１回開催する。創業準備の進捗状況等について

懇談するとともに、先に創業した先輩経営者のアドバイス受けられるようにする。同時に専



門家（創業塾講師）、経営指導員等による個別相談を行う。これにより、受講後の起業準備者

の創業状況も把握でき、個社支援に活かすことができる。 

 

（目標） 

  事業計画策定後の実施支援の取り組み 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

① 事業計画の 

実施支援数 
20 件 60 件 78 件 78 件 78 件 78 件 

②事業承継の事業計画 

実施支援数 
未実施 2 件 2 件 3 件 3 件 4 件 

③ 創業塾受講者の 

状況報告会 
1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

④創業者の事業計画 

実施支援数 
1 件 6 件 6 件 7 件 7 件 8 件 

⑤  事業計画の 

実施支援合計数 

（①+②+④） 

21 件 68 件 86 件 88 件 88 件 90 件 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務に関連した需要動向情報は、新たな顧客獲得

や販路拡大のために欠かすことのできないもので、事業計画策定や実行時において大変重要で

必要な情報である。しかしながら、小規模事業者においては、こうした需要動向情報を活用し

た取り組みが十分できていないことが多い。 

 一方当所では、中部経済産業局の経済動向「中部経済のポイント」や統計データを取りまと

めた「東海北陸経済情報年報」を小規模事業者へメールマガジンにより情報発信することにと

どまり、需要動向調査の実施や発信ができていなかった。 

 こうしたことから今後は、小規模事業者の事業計画策定や実行支援に必要不可欠な「自社商

品やサービスに対する商圏の市場規模」「消費動向に基づく市場の把握」などの視点により、顧

客ニーズをより明確化する需要動向情報を収集・提供するとともに、更に小規模事業者の個別

の需要動向情報の収集・提供支援に取り組むことが課題である。 

 

（改善方法）                

当所が調査した市内事業所における「商品等の販売地域」（図表26）では、小規模事業者の

中心となる従業員5人以下の販売地域は、市内と県内で７割以上を占めており、地元や国内の需

要を賄う役割がある。このことから顧客が求めるものや必要とするものを提供する「マーケッ

トイン」の志向に必要となる「全国並びに地域の多様化する消費者ニーズ」を重点にした需要

動向情報の収集、整理・分析を行うとともに、小規模事業者や起業準備者等が販売提供する商

品やサービスに対するターゲットニーズを明らかにして、市場性、事業の実現性を見極めた事

業計画策定や実行支援ができるように情報を活用する。 

当所として、これまで需要動向調査に関する取り組みが不十分であったことから、需要動向

情報の「収集・提供」について、行政、支援機関や連携金融機関、更に民間事業者のサービス、



マスコミ報道等の情報を収集し、経営指導員

等が組織的に活用できるように整備する。ま

た、個社支援として、支援事業者の商品・サ

ービスの提供対象先となる消費者、取引先・

バイヤーへの調査を実施して、市場性の把握

による事業計画策定に活用する。 

更に、事業計画実行時にも、必要に応じて

計画段階に想定した需要調査情報が適切な

ものか再確認し、現状に合わせた需要動向情

報に基づき改善を行い、事業計画実施支援に

役立てる。その他、小規模事業者自身が需要

動向情報を手軽に把握できるように、当所Ｗ

ＥＢサイトで需要動向情報のリンク集や「商

圏・市場分析データシステム」をＷＥＢ上で

利用できるように環境整備に取り組む。 

 

（事業内容） 

 ①需要動向調査情報の収集・提供（既存事業改善） 

  小規模事業者の事業計画策定や実行支援において、需要動向情報を有効に活用して、新た

な顧客獲得や販路開拓などを効果的に取り組むことを目的に、各種需要動向情報を収集する。

また、小規模事業者の事業計画ごとに、事業の実現性を見極めるために必要な「自社商品や

サービスに対する商圏の市場規模」「消費動向に基づく市場性」等の情報が異なることから情

報収集を充実させる。そして、経営指導員等職員が組織的に情報を活用できるように、需要動

向情報の電子化により整理する。更に、小規模事業者自身においても需要動向情報を手軽に利

用できるようにするため、当所ＷＥＢサイトに需要動向調査のリンク集等を新たに設置する。

情報収集 

方法 

①調査報告書を関係省庁から提供・購入（電子データのメール受信含む） 

②インターネット検索・マスコミ等による情報収集 

収集する 

需要動向情報 

・ 

調査項目 

①マーケティング 

(1)家計調査(総務省統計局)       (2)全国消費動向調査(内閣府) 

(3)商業動態統計(経済産業省)      (4)地図で見る統計(統計ＧＩＳ) 

(5)消費行動・動向(㈱大垣共立銀行・ＯＫＢ総研研、㈱十六銀行) 

(6)日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ(日経テレコン) 

(7)経営指導員等職員が収集した情報 

（日本商工会議所の所報サービス･新聞･テレビ･雑誌･インターネット等） 

(8)楽天自主レポートの消費者意識変化の実態把握(楽天リサーチ㈱) 
【調査項目】 

消費行動・動向、消費者の趣向、商品・サービス別の売れ筋、消費トレンド 

②業種・業界動向 

(1)調査月報(㈱日本政策金融公庫) 

(2)業界動向・トレンド情報(日本経済・中部経済・日経ＭＪ・日刊工業新聞等） 

(3)業種別業界情報(経営情報出版社) 

(4)経営指導員等職員が収集した情報 

（日本商工会議所の所報サービス･新聞･テレビ･雑誌･インターネット等） 

【調査項目】 

人気・話題商品、業界の売上・利益、機械受注・住宅着工・新車販売台数等の統計 

③地域特性（気候・人口動態等） 

(1)小牧市統計年鑑(小牧市) 

(2)あいちの統計(愛知県・愛知県統計協会) 

【調査項目】 

気候、季節商品販売予測、地域・商圏の人口動態 
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商品等の販売地域（図表26）

市内中心 県内中心
国内中心 国内中心(海外も有)

■出典：小牧商工会議所中小･小規模事業者支援に関する調査 

（平成 27 年 10月）



整理・活用 

①電子化による整理 

収集した需要動向情報は、文字や画像による電子データで保存するとともに、情報活用時に

グラフ化やランク別した加工データも保存し、経営指導員等職員が共有して利用できるよう

に体制を整える。 

②収集した情報の活用 

【マーケティング】家計調査等の情報は、消費行動・動向の商業環境を把握、日経テレコン

ＰＯＳＥＹＥＳは、消費者の趣向や商品・サービス別の売れ筋商品を把握する。更に、マス

コミ報道から得た情報等により消費トレンドを把握して消費者分析に役立てる。 

【業種・業界動向】トレンドや業界の動きに基づいた人気・話題商品、業界の売上・利益や、

機械受注・住宅着工・新車販売台数等の業界統計の情報、マスコミ報道から得た情報等によ

り成長分野における市場を把握に役立てる。 

【地域特性】地域の特性の気候や人口動態・構成(年齢、共働き世帯・親との同居の有無）

等の情報により、季節商品販売予測や商圏分析により市場性を確認するために活用する。 

上記により小規模事業者の商品・サービスの市場性を見極めに活用する。 

提供方法 

①事業計画策定・実行時における情報提供 

収集した需要動向情報を事業計画策定時に活用するほか、事業計画策定セミナー、創業セミ

ナー時に、実際の需要動向情報を提供して実践的な事業計画策定の取り組みに活用する。 

②広報等による情報提供 

当所ＷＥＢサイトへ関係省庁や支援機関等からの需要動向情報のリンク集や関係書籍を紹

介する「業界・市場動向の情報コーナー」を新設して、小規模事業者自身みずから利用でき

る仕組みづくりも整える。また、毎月２回発行しているメールマガジンにおいて、最新の需

要動向情報を提供する。 

③巡回・窓口相談での情報提供 

収集した需要動向情報を情報提供資料にまとめ、小規模事業者へ巡回・窓口相談時に提供し

て、経営分析や事業計画策定に取り組む事業者を掘り起こす。 

効  果 

①収集した需要動向情報の提供により市場性ある商品・サービスを生み出す事業計画策定や

実行に役立てることができる。 

②当所ＷＥＢサイトに需要動向情報のリンク集等を開設することにより、小規模事業者自身

が事業計画を策定する際に、利便性、生産性が向上する効果がある。 

③事業計画策定セミナーの参加者に、実際の需要動向情報を提供することにより、実践的な

事業計画策定に取り組むことができる。 

④収集した需要動向情報の提供により、経営分析や事業計画策定に取り組む事業者を掘り起

こすことができる。 

 

②商圏・市場分析データシステムの活用（新規事業） 

  経営指導員等が小規模事業者に対して、より的確・迅速に、更に視覚的に解りやすく需要

 動向情報を提供して事業計画策定や実行支援に役立てることを目的に民間サービスの「商圏

 ・市場分析データシステム」を導入する。経営指導員等が需要動向情報の収集・加工・分析

 に要する労力を逓減し、当所が行政はじめ支援機関等から収集した各種需要動向情報も活用

 して販路開拓の効果を更に高める支援に役立てる。 

  更に、小規模事業者自身が必要に応じて当所ＷＥＢサイトよりこの需要動向情報を入手で 

きるよう整備し、より多くの小規模事業者へ実現性が高い事業計画策定・実行に役立てる。 

対象者 事業計画を策定・実行している小規模事業者、起業準備者等 

実施時期 随時 

データ項目 ①人口 ②世帯 ③消費支出 ④購買力 ⑤富裕層等のデータ 

活用方法 

データ項目を駆使し、小規模事業者が指定した地域の「自社商品やサービスに対する商

圏の市場規模」「消費動向に基づく市場性」を評価するとともに、①出店場所の選定、

②競合店との立地環境の違い、③店舗周辺の顧客の把握などの分析レポートを作成する。

提供方法 
①経営指導員等により分析レポートを提供する。 

②新規開設する当所ＷＥＢサイトから小規模事業者が直接利用する。 



効  果 

①高度な分析知識が必要なく、新たな顧客獲得や販路開拓などに効果がある情報を迅速

に入手することができる。 

②小規模事業者自身により必要な時に必要な需要動向情報が利用することができる。 

 

 ③消費者調査（新規事業） 

  新たに取り組む商品・サービス等の企画、試作や完成段階において、消費者からのニーズ 

を取り入れ、より市場に受け入れられる商品・サービスづくりに役立てることを目的にＷＥ 

Ｂを活用した調査を行う。会議所役職員のネットワークや連携金融機関の協力により調査対

象者へメールにて依頼、ＷＥＢサイトでアンケートを回収・分析レポートを提供して、より

効果的な事業計画策定・実行支援に取り組む。 

対象者 消費者 

実施時期 随時 

調査方法 ＷＥＢサイトのアンケート調査作成、消費者へのメールによるアンケート依頼 

調査項目 
①消費者属性 ②消費する場面 ③消費の近況 ④消費の好み ⑤競合 

⑥消費の動機・重視 ⑦消費の楽しみ・こだわり 

活用方法 

小規模事業者の商品やサービスについて、市内大手製造会社を通じた同社職員や当所

メールマガジンに登録している個人を対象に、商品・サービスのニーズ把握等を行う

ためＷＥＢサイトによる調査を行い、商品開発や販売に役立てる。 

提供方法 

①重回帰分析（商品の売上予測や、顧客満足度に影響を与える要因を把握）②ＰＳＭ

分析（生活者が持つ価格感の把握）③相関関数（消費との相関関係の把握）④テキス

トマイニング（評価や顧客サービスの問題点などを把握） 

上記の分析により作成したレポートを提供する。 

効  果 
①事業計画策定や実行に取り組む事業者の商品・サービスの市場性を把握することが

できる 

 

④取引先・バイヤー調査（新規事業） 

事業計画策定や実行時において、取引先やバイヤーなどから販売する商品・サービス、請負

業務等に関するニーズ情報を収集し、より市場に受け入れられる商品・サービスづくりに役

立てることを目的に面談ヒアリング調査を行う。会議所役職員のネットワークや連携金融機

関の協力によりヒアリング先を選定し、面談による情報を収集して、より効果的な事業計画

策定・実行支援に取り組む。 

対象者 取引先・バイヤー 

実施時期 随時 

調査方法 経営指導員等職員の帯同による面談ヒアリング調査 

調査項目 
①消費者属性 ②消費する場面 ③消費の近況 ④消費の好み ⑤競合 

⑥消費の動機・重視 ⑦消費の楽しみ・こだわり 

活用方法 

新商品・サービス等の想定される取引先やバイヤーなどを選定して面談調整を行い、

ヒアリング調査に帯同する。新商品・サービスのニーズ把握、価格、消費量、競合、

重視点などの情報収集を行い、商品・サービスの開発・販売に役立てる。また、商談

会・ビジネス交流会後のフォローとして、成約に至らなかった場合、商品・サービス

などの課題や改善点をヒアリングして小規模事業者に情報をフィードバックして改善

に活かす。 

提供方法 

①重回帰分析（商品の売上予測や、顧客満足度に影響を与える要因を把握） 

②テキストマイニング（評価や顧客サービスの問題点などを把握） 

上記の分析により作成したレポートを提供する。 



効  果 

①事業計画策定や実行に取り組む事業者の商品・サービスの市場性を把握することが

できる。 

②販路開拓にも結び付けることができる。 

③商品・サービスなどの課題や改善点を把握し、改善に結び付ける。 

 

（目標） 

 需要動向に活用するデータの収集・活用 

目  標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

マーケティング 未実施 収集･提供 

業種・業界動向 未実施 収集･提供 

地域特性 未実施 収集･提供 

消費者調査 未実施 仕組･構築 提供 

取引先・バイヤー調査 未実施 仕組･構築 提供 

需要動向情報の 

提供事業所数 
未実施 68 社 86 社 88 社 88 社 90 社 

 

 

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） 

 中小企業白書 2014 年版における小規模事業者の経営課題としては、多様な課題を抱えている

ものの最も多く回答されたのが『営業・販路開拓』となっている。更に、小規模事業者の販路

開拓を行う際の課題では、①新規顧客へのアプローチ方法、②販売すべきターゲット市場の選

定、③商品・サービスのＰＲが多く回答されている。このことから、小規模事業者の新たな需

要の開拓のためには、『広報・販路開拓支援』を経営指導員等の伴走型支援により取り組むこと

が大変重要となる。 

 こうしたなか、広報支援の現状は、小規模事業者の新商品・サービス、新技術の取り組みに

ついて、当所所報による支援のみとなっており、広報支援に関する支援メニューが少なく、小

規模事業者を支援するツールの提案・提供が不十分である。また、販路開拓支援では、（公財）

あいち産業振興機構との「地域商談会（尾張会場）」や、愛知県下商工会議所との「アライアン

ス・パートナー発掘市」を連携してビジネス商談会を開催することによる販路開拓の機会提供

に留まり、営業活動に重要な事業所・商品ＰＲや商談の進め方や商談後のフォローなどの伴走

型支援が、きめ細やかに取り組んでいなかったことが課題である。 

 

（改善方法） 

今後の取り組みとしては、小規模事業者の優れた商品・サービスを、市内・県内全域さらに

は全国へ発信・展開するためにマスコミを活用した広報支援やＩＴ技術を活用した自社ＷＥＢ

サイト、ＳＮＳによる販路拡大の導入支援に取り組む。導入に際して、愛知県よろず支援拠点

との連携によるＩＴの利活用セミナーを開催するほか、経営指導員等職員のＩＴ分野に関する

資質向上を強化して導入支援をフォローする。その他、必要に応じて市内の広報・ＩＴサービ



ス関連事業者（ビジネスパートナー）とのビジネスマッチングを提案し、広報やＩＴ等の活用

による小規模事業者の商品・サービス等の認知度向上を更に推進する。 

また、連携金融機関や支援機関の協力を得て更なる展示会や商談会の開催によりビジネスマ

ッチング機会を創出するほか、商談時に必要なアプローチ手法等を経営指導員が提案支援し、

商談後の状況把握も行う。そして、計画時における需要動向情報の再確認によるターゲット市

場の選定確認を行い、必要に応じて事業計画策定時の専門家や支援機関と連携して効果的な販

路開拓に努め、事業収益の向上支援に取り組む。 

 更に、経営指導員等職員による市内中小・小規模事業者への巡回・窓口相談時やビジネス交

流会、会員交流会において、販路開拓に意欲的な小規模事業者の「事業活動、設備、取引企業

等」を把握して当所の事業所管理システムを活用したビジネスマッチング用企業データベース

の構築を図り、経営指導員等職員がこのデータベースを活用して、巡回・窓口相談時に地域で

のビジネスマッチングを行うほか、登録した小規模事業者には、各種商談会開催情報を提供し

て販路開拓支援に役立てる。 

 このように、広報・ＩＴ活用やビジネス商談会の強化により実効性が高い販路開拓支援に努

め成果を意識し、小規模事業者に寄り添った取り組みを推進する。 
 
（注 5）アライアンス・パートナー発掘市：県内商工会議所が実施する事前調整型の業種や業態、規模は問わ 

ないビジネスマッチング支援サービス。 
 （注 6）地域商談会（尾張会場）：（公財）あいち産業振興機構､尾張地区商工会議所が共催する製造業を中心 
     とした商談会。 
 

（事業内容） 

 ①広報支援 

(1)当所所報・メールマガジンによる広報支援（既存事業改善） 

   小規模事業者の新商品や企業の新たな取り組みなどを小牧市内の事業所に周知するため

  当所所報にて情報発信することにより小牧市内の企業とのビジネスマッチング機会を提供

  する。更に、当所ＷＥＢサイトにも記事掲載するとともにメールマガジンで紹介すること

  に当地域を超えたビジネスマッチング機会を創出するほか、小規模事業者がＷＥＢサイト 

  を開設されている場合は、当所ＷＥＢサイトにリンクすることでＳＥＯ対策（Search Engine 

  Optimization、検索エンジン最適化）支援としても取り組む。   

対  象 小牧市内に新商品・新サービスをＰＲしたい小規模事業者 

実施時期 所報：毎月１回 メールマガジン：毎月２回 

支援方法 
小牧市内の小規模事業者等の新商品、新サービス、新技術等の情報を、所報・ＷＥＢサ

イト・メールマガジンで情報発信する。 

効  果 事業所・商品・製品・技術のＰＲ、新たな販路開拓 

 
  (2)地元新聞・コミュニティー紙等による広報支援（新規事業） 
   小規模事業者の新商品・サービス等を尾張地域に周知するために、小牧市記者クラブ（中

  日新聞、朝日新聞、毎日新聞、中部経済新聞、読売新聞、ＮＨＫ名古屋放送センター等） 
やコミュニティー紙（㈱小牧サービス発行の小牧豊山くらしのニュース）を通じて、小規 
模事業者の特徴ある情報を提供し、報道機関の紙面への掲載を依頼する。 

 

 



 

対  象 尾張地域に新商品・新サービスをＰＲしたい小規模事業者 

実施時期 随時 

支援方法 

小牧市内の小規模事業者等の新商品、新サービス、新技術等の情報を、小規模事業者が

経営指導員等職員とプレスリリース資料（当所様式）により作成し、マスコミ等報道機

関に情報提供するとともに記事掲載を依頼する。 

効  果 特徴ある商品・製品・技術のＰＲ、新たな販路開拓 

 

(3)ＷＥＢサイト作成の支援（新規事業） 

   小規模事業者に自社ＷＥＢサイトの活用による広報活動が、尾張地域をはじめ県内・全

国への情報発信ツールとしての有効性を提案するとともに、ＩＴ利活用の事例を紹介する。

また、無料で簡易なＷＥＢサイトが作成できるサイトや独自ドメインを取得してＷＥＢサ

イトを設置するほか、フェイスブックページによる情報発信の事例を紹介する。こうした

支援は、愛知県が実施した義務研修により得たスキルを実践するとともに、経営指導員等

が同様な支援が行えるよう指導マニュアルの整備や、知識を備えた経営指導員との帯同に

より、ＷＥＢサイト等の活用に向けた個社支援に取り組む。 

対  象 全国に新商品・新サービスをＰＲするため自社ＷＥＢサイトを作成したい小規模事業者

実施時期 随時 

支援方法 

経営指導員等が企業概要や商品等のＰＲ内容を確認する。無料の簡易ＷＥＢサイトを作

成できるサイトを活用して、ＷＥＢサイトの作成手順を説明するとともに作成支援を行

う。また、必要に応じて、独自ドメインを取得したＷＥＢサイト作成や、フェイスブッ

ク等の操作や情報発信のポイントを説明する。 

効  果 ＷＥＢサイトで事業所・商品・製品・技術のＰＲ、新たな販路開拓 

 

(4)各種団体等のサイトを活用した広報支援（既存事業改善） 

自社ＷＥＢサイトを開設した小規模事業者には、更に広報効果を高めるため、小牧市内の

商業・サービス業の店舗や「こまきプレミアム商品券」の加盟店を紹介するサイト「小牧ナ

ビ」、小牧市の地域資源である名古屋コーチン関連のＰＲサイト「小牧発祥名古屋コーチン」

や、（独法）中小企業基盤整備機構中部本部が運営する大手企業とのマッチングサイト「ジ

ェグデック」、ビジネス商談にも結び付けることも可能な大阪商工会議所はじめ全国会議所

が連携して展開している「ビジネスモール」の活用を提案する。その他、クラウドファンデ

ィングを活用した広報や商品の販売促進など民間等で実施される新サービス情報を収集す

るとともに、小規模事業者への情報提供に努める。 

対  象 
全国に新商品・新サービスをＰＲするため自社ＷＥＢサイトを開設した小規模事業者

及び、自社ＰＲしたい小規模事業者 

実施時期 随時 

支援方法 

小規模事業者の業種や販売方法等を把握するとともに、各種団体が無料で企業紹介し

ているサイトの活用を提案する。そして、経営指導員等職員が企業概要や商品等のＰ

Ｒ内容確認や、ＷＥＢサイトの作成手順を説明するとともに作成支援に取り組む。 

効  果 
自社ＷＥＢサイトでの商品・製品・技術のＰＲ、ＷＥＢサイト閲覧の向上、販売・購

買の商取引、業務請負、委託・共同開発 

 



  ②販路開拓支援（商談会・ビジネスマッチング） 

(1)地域商談会・尾張会場（既存事業改善） 

  尾張地区等（小牧、一宮、瀬戸、津島、春日井、稲沢、江南、犬山）の製造業を中心と 

 した個別面談方式による受発注商談会や、受注企業相互の情報交換を目的とした交流会を 

 （公財）あいち産業振興機構はじめ該当地区の８会議所と連携して開催する。 

対  象 尾張地域へ取引先を拡大したい小規模事業者（製造業） 

実施時期 １回／年  ６月 

支援方法 

商談会参加案内は、所報やＷＥＢサイト、メールマガジンにより情報提供するほか、

巡回・窓口相談時に商談会に参加する発注企業の情報を提供して商談希望先企業を洗

い出し、小規模事業者へ参加を提案する。その後、参加が決定した小規模事業者には、

効果的な商談に向けて、商談会での予約数を向上させるため、受注企業概要のエント

リーシートを魅力的に作成するための支援に取り組むほか、効果的な商談を行うため

に、自社の強みに基づく商談ＰＲ資料の有無を確認するとともに、必要に応じて企業

ＰＲ資料等の作成支援に取り組む。 

効  果 販売・業務請負の取引先拡大と個社ＰＲ 

 

  (2)各地商工会議所との連携による商談会・ビジネス交流会（既存事業改善） 

   愛知県内の２２会議所が実施する事前調整型のビジネスマッチング支援サービス「アラ

イアンス・パートナー発掘市」への参加を促進することにより、中小・小規模事業者の販路

開拓と認知度の向上を図る。 

対  象 愛知県内の取引先・ビジネスパートナーを開拓したい小規模事業者（全業種） 

実施時期 １回／年  ６月、７月 

支援方法 

商談会参加案内は、所報やＷＥＢサイト、メールマガジンにより情報提供するほか、

巡回・窓口相談時に事前調整型の商談会であることを説明し、小規模事業者へエント

リーを提案する。参加希望の小規模事業者には、効果的な商談に向けて、商談会での

予約数を向上させるため、企業概要のエントリーシートを魅力的に作成する支援のほ

か、効果的な商談会を行うために、自社の強みに基づく商談ＰＲ資料の有無を確認し、

必要に応じて企業ＰＲ資料等の作成支援に取り組む。 

効  果 販売・購買の商取引、業務請負、委託・共同開発 

 

(3)連携金融機関等の主催する商談会・ビジネス交流会（新規事業） 

   東春信用金庫や㈱大垣共立銀行、㈱十六銀行、㈱愛知銀行、㈱名古屋銀行、㈱中京銀行

等の金融機関が主催する商談会やビジネスマッチング事業を連携して実施し、小牧市内の

小規模事業者（全業種）のビジネスマッチング機会を新たに創出する。  

 また、販路開拓に効果的な商談会の進め方やプレゼンテーション資料の作成などアプロ

ーチ支援にも取り組む。 

対  象 中部・関西・関東地域へ取引先を拡大したい小規模事業者（全業種） 

実施時期 随時 

 

 

支援方法 

 

 

商談会等の開催に際し所報やメールマガジンで参加者を募集するとともに、経営指導員

が事業計画策定から伴走型支援により取り組んでいる小規模事業者をはじめ、巡回・窓

口相談時において販路開拓を必要とする小規模事業者に参加を提案する。また、これま

で当所が実施した商談会の参加者など販路開拓に関心の高い小規模事業者を当所の事

業所管理システムを利活用し、対象事業所のデータベース化を図り、個別メールや電話



 

支援方法 

等により商談会の活用を提案する。特に、地域資源「名古屋コーチン」を使用した商品

や、ターゲット市場が全国規模となる商品を取り扱う小規模事業者には、全国規模の展

示会や商談会の出展情報を提供する。商談会参加者には、効果的な商談会を行うために、

企業概要資料の作成や商談の進め方を確認するなど、商談成立を高める支援に取り組

む。 

効  果 販売・購買の商取引、業務請負、委託・共同開発 

 

（目標） 

 広報支援の取り組み 

目  標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

所報･メールマガジン 
広報支援 

24 回 48 回 72 回 72 回 72 回 72 回 

地元新聞･ｺﾐｭﾆﾃｨｰ紙 

広報支援 
未実施 6 回 12 回 24 回 48 回 60 回 

ＷＥＢサイト 

作成支援件数 
未実施 68 社 86 社 88 社 88 社 90 社 

他のサイトを活用した 

広報支援 
未実施 68 社 86 社 88 社 88 社 90 社 

   

  販路開拓支援（商談会・ビジネスマッチング）の取り組み 

目標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

商談会等開催回数 2 回 6 回 7 回 8 回 10 回 12 回 

参加事業者数 26 社 68 社 86 社 88 社 88 社 90 社 

アプローチ支援 

事業者数 
未実施 68 社 86 社 88 社 88 社 90 社 

商談成立件数 未実施 6 社 8 社 8 社 8 社 9 社 

   
 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（現状と課題） 

 小牧市は、前述の通り、「陸上交通要衝都市の性格を有する内陸工業都市」として成長してき

た。行政では、今後の少子高齢化社会の到来による定住人口の減少に対して、「交流人口の増加」

を地域活性化の柱と認識し、「小牧市観光振興基本計画」（平成 28 年 3 月制定予定）を策定する

ための委員会を組織した。 

 当所は、地域資源である「小牧山」「名古屋コーチン」「航空宇宙産業」を重点施策に位置付

けて観光振興に取り組むため、その委員会に参画して、観光協会、民間事業者と共に意識の共

有を図ってきた。今後は当所が、行政、観光協会、民間事業者等と連携して重点３施策に取り

組むことにより、これまでの工業中心の産業振興にプラスして観光を含めた新たな経済振興を

図り、小規模事業者にとってのビジネス機会を拡大し、地域経済の活性化の中核的な役割を担

うことが課題である。 



（改善方法） 

 「小牧市観光振興基本計画」により観光基本方針や基本施策、重点プラン等が定められた後、

当所内の「観光振興委員会」で、行政、観光協会、民間事業者等の関係者を招聘し、より具体

的な推進施策の展開方法を協議する。 

 また、地域資源の内では「名古屋コーチン」を中心に、「小牧山」「航空宇宙産業」関連のイ

ベント、観光拠点、施設等を活用したうえで「名古屋コーチン」関係事業による地域活性化に

結びつける。 

  

（事業内容） 

 ①小牧発祥名古屋コーチンによる地域活性化事業 

 小牧市は名古屋コーチンの発祥の地としての歴史があるが、ほとんど知られていなかった。

当所では平成 23 年度より名古屋コーチンプロジェクトを組織し、「小牧発祥！名古屋コーチン」

の啓蒙普及を市内のイベントを中心に、キャラクターによるＰＲやパンフレット配布を行った

結果、市内においては市民の認知度も向上し、名古屋コーチンを取扱う事業者で組織する団体

への加盟店も 26 社となった。 

また、平成 25 年 10 月より始まった「こまき応援寄付金（ふるさと納税）」制度においては、小

牧市や事業者と連携し、名古屋コーチンを使用した商品開発を行い、当初の「お礼の品」11 品

目中 9品目を名古屋コーチン関連品とし、現在は 27 品目中 17 品目までに拡大した。 

 今後は、小牧市（尾張地方）の郷土料理として名古屋コーチンを素材とした「ひきずり鍋」

を小牧ブランドに育て上げるとともに、名古屋コーチンの活用に意欲ある小規模事業者への新

商品・メニュー開発から販路開拓まで、きめ細やかな伴走型支援により取り組み、「小牧市と言

えば名古屋コーチン」といわれることを目標に地域活性化事業として推進する。 

 

 (1)啓蒙普及事業（既存事業改善） 

  「小牧発祥！名古屋コーチン」の認知度向上や関連商品の販売促進を目的にパンフレット、

ＷＥＢサイト、イベント等により、市内外をはじめ全国へ発信するプロモーション活動を実

施する。 

目的達成のため、市民、事業者や小牧市・小牧市観光協会・小牧商工会議所等の各団体によ

る個々の取り組み拡大と、連携強化により名古屋コーチン発祥の地「小牧市」の認知度向上に

取り組み、地域資源である「名古屋コーチン」を活用した関係事業者の持続的発展による地域

活性化を目指す。 

対 象 内  容 実施主体 

小牧市内 

小中学生 

①小牧市内小中学校の学校給食 

「名古屋コーチン」の食材を使用した学校給食メニューを

定期的に計画し、小牧市の郷土料理文化である「ひきずり

鍋」を紹介する 

小牧市・小牧市教員 

委員会 

小牧市内 

小学生 

②小学校教材 

小牧発祥名古屋コーチンＰＲキャラクター「こまちん」の

絵柄が印刷された教材や「名古屋コーチン」を解説した郷

土学習教材を使用した学校教育での郷土紹介を行う 

小牧市教員委員会 

市内外 

③着ぐるみキャラクターによるＰＲ 

小牧発祥名古屋コーチンＰＲキャラクター「こまちん」に

よる各種イベントやキャラクターショー、展示会等での活

動を通じた啓蒙普及活動を行う 

市民団体 

晴留屋プロジェクト 

小牧商工会議所 



市内外 

④ＷＥＢサイト・パンフレットによるＰＲ 

小牧発祥名古屋コーチンの解説、商品・店舗紹介、「ひき

ずり鍋」の紹介、名古屋コーチンＰＪの活動を紹介する 

特に、企業向けの広報活動として、ビジネスでの利用や企

業で働く従業員向けのプロモーションを強化する。 

小牧市 

小牧市観光協会 

小牧商工会議所 

小牧市民 

⑤小牧市広報 

小牧発祥名古屋コーチンの解説や尾張地区の郷土料理「ひ

きずり鍋」のレシピを紹介する 

小牧市 

小牧市内の 

事業所 

⑥小牧商工会議所 所報 

「名古屋コーチン」取扱い店舗の紹介、企業面談時の手土

産、お中元・お歳暮、接待での利用提案を紹介する 

小牧商工会議所 

市内外 

⑦マスコミを活用したＰＲ 

小牧発祥名古屋コーチンの取り組みに話題性を加え、プレ

スリリースして、市内外へ幅広く周知する 

小牧市 

小牧市観光協会 

小牧商工会議所 

市内外 

市民・事業所 

⑧郷土料理紹介 

郷土料理「ひきずり鍋」の歴史紹介、レシピ公開、料理教

室、試食会を開催する。 

市民団体 

小牧・名古屋コーチン

ひきずり保存会 

効  果 
小牧市民をはじめ広く一般に「名古屋コーチンひきずり鍋」をＰＲするとともに、

家庭や地域、取り扱い店舗での消費拡大に繋げることができる。 

 

 (2)名古屋コーチン取り扱い事業者拡大と販路開拓支援（新規事業） 

  地域資源である「名古屋コーチン」取扱い事業者を地域全体へ広げ「小牧ブランド」とし

て確立させることを目的に「名古屋コーチン」の素材を活かした商品開発に意欲的に取り組

む事業者に対して需要動向情報から事業計画策定や広報・販路開拓の実行支援まで、きめ細

かな伴走型支援に取り組む。 

対  象 名古屋コーチンの新商品開発に取り組む飲食業、小売業等の小規模事業者 

 

支援方法 

 

 

①事業計画策定・実行支援 

前述した小規模事業者の事業計画策定の個社支援と同様に、自社の強み、顧客ニー

ズ等を踏まえた経営課題を把握して、課題解決を盛込んだ実現性の高い目標設定に

よる事業計画策定について提案や助言などを行う。特に、名古屋コーチンの仕入ル

ートや数量確保、生産・販売計画、商品パッケージや商品ＰＲ手法、そして、バイ

ヤーからの需要動向情報の提供とビジネス商談の仲介などの販路開拓まで伴走型

支援に取り組む。 

②コーディネート支援 

名古屋コーチンを取り扱う事業者で組織する団体との連携を提案する。必要に応じ

て、広報ＰＲや販路開拓を効果的に取り組むため事業者間の連携をコーディネート

する。特に、ギフト商品を開発した場合、こまき応援寄付金や特定郵便局と連携し

た販路開拓の提案や支援に取り組む 

効  果 

①小規模事業者が地域資源の「名古屋コーチン」を活用することにより独自性・話

題性ができ、マスコミに取り上げられる。 

②地域資源の「名古屋コーチン」を取り扱う事業所が増え、地域ブランド力が更に

高まる。 

 

 ②観光資源を活用した交流人口の拡大（新規事業） 

 現在、小牧市が策定を進めている「小牧市観光振興基本計画」の重点プランにも位置づけら

れている地域資源の「小牧山」「名古屋コーチン」「航空宇宙産業」のうち、「小牧山」と「航

空宇宙産業」は、小牧市への来訪を動機づける観光資源として活用を図る。 

 「小牧山」は、平成 26 年度の小牧山城主郭地区の発掘調査において、これまで確認されてい

た上下２段の石垣の下に、新たに３段目の石垣が発見された。これにより、小牧山城の中心部

は高さ約６メートルの三重の石垣で囲まれていたことになり、名古屋城、姫路城を代表とする

近世城郭のルーツとしての城郭を、織田信長が安土城に先駆けて小牧山城で築いたことになる。



この史実は近世城郭のルーツを塗り替える発見といわれる。また、徳川家康と羽柴(豊臣)秀吉

がただ一度直接対峙した「小牧・長久手の戦い」(注 7)において、小牧山に家康が陣を置いた地

としても広く知られており、当市のシンボルとして、市民の憩いの場、そして最も愛着と誇り

を持つ資源といえる。平成 25 年の織田信長公小牧山城築城 450 年記念事業の実施を契機に、観

光の視点から活用され始めたところであり、平

成 30年度には小牧山に「（仮称）史跡センター」
の開設が予定されている。 

 また、「航空宇宙産業」については、小牧市

に跨る「県営名古屋空港」周辺に、平成 29 年
春には「MRJ 機体組立工場見学コース」、「県
営名古屋空港見学者受入拠点施設」が予定され

ているとともに、平成 27 年 11 月の「ＭＲＪ」

の試験飛行や三菱重工業を始めとする市内の

航空宇宙関連産業とも連動し、小牧市は他市か

ら航空宇宙産業に関連する街というイメージ

を持たれている。 
これらを追い風として新たなツーリズムの掘り起しとともに、前述した「名古屋コーチン」

を活用した小牧ならではの食事の提供ができるように関係機関と連携して取り組み、当市への

交流人口増加による地域経済振興に結び付ける。 
 
（注 7）小牧・長久手の戦い：天正 12年（1584年）に、羽柴秀吉（1586年、豊臣賜姓）陣営と織田信雄・ 

徳川家康陣営の間で行われた戦い。 
 

関係主体 内  容 

小牧市観光協会 

 

小牧市 

 

事業者 

（飲食･小売業等） 

 

小牧商工会議所 

小 

牧 

山 

①ツアーの企画とプロモーションを連携させた市内事業者の商品開発支援 

(仮称)史跡センターをはじめ小牧山の魅力を盛り込んだツアーの企画やプロ

モーションに小牧市観光協会や事業者、小牧市が取り組む。このツアーに必

要不可欠となる「小牧ならではの食事や手土産」の商品開発に関して、市内

飲食業・小売業等への商品開発から広報・販路開拓支援に当所の経営指導員

が携わるとともに関係主体者との橋渡しなどのコーディネートを行う。 

②イベント開催と市内事業者の販路開拓支援 

(仮称)史跡センターを設置する小牧山の史跡公園を活用し、市内外からの交

流人口を増やすため、小牧市と連携して季節毎にイベントを開催する。特に、

当所では、「楽市楽座」と称した物産市を開催し、名古屋コーチン関係商品の

ほか、市内事業者のオリジナル商品の販売を行い、個店の売上や商品・店舗

の知名度向上に結び付ける。 

小牧市観光協会 

 

小牧市 

 

事業者 

宿泊･飲食･ 

小売業等 

 

小牧商工会議所 

航 

空 

宇 

宙 

産 

業 

③観光ルート・プランの企画と連携した市内事業者の商品開発支援 

ＭＲＪ機体組立工場見学コースの観光拠点を活用した教育旅行の観光ルート

や当市を訪れるビジネス客が家族旅行で再来させることを推進する観光プラ

ンの企画やプロモーションに小牧市観光協会や事業者、小牧市が取り組む。

このツアーに必要不可欠となる宿泊業との連携や「小牧ならではの食事や手

土産」の商品開発に関して、市内飲食業・小売業等への商品開発から広報・

販路開拓支援に当所経営指導員が携わるとともに関係主体者との橋渡しなど

のコーディネートを行う。 

④航空宇宙産業のまちとしてのプロモーション活動 

小牧市、小牧市観光協会などによるプロモーション活動のほか、当所が開催

している「こまき産業フェスタ」において、航空機産業を紹介するとともに、

紙飛行機のものづくり体験を通じたＰＲにも取り組む。その他、ビジネス観

光客をターゲットにしている市内宿泊・飲食業者と連携したプロモーション

活動に取り組む。 

▲発掘調査で確認された石垣の城郭 小牧山城 



効  果 

①「小牧山」「航空宇宙産業」に関する観光拠点のブラッシュアップとなる各種取

り組みにより、当市への交流人口を増加させる効果がある。 

②地域資源の「名古屋コーチン」と連携して取り組むことにより、交流人口の増加

に寄与するとともに、名古屋コーチンの販路開拓に結び付ける効果がある。 

 

（目標） 

■名古屋コーチンと観光拠点等の開発による地域活性化                   

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

名古屋コーチン関係 

支援事業者数 

（広報・販路開拓） 

26 30 35 40 45 50 

名古屋コーチン 

プロジェクト加盟店 
26 28 30 32 34 36 

交流人口(万人） 221 230 250 270 280 300 

  ※ 小牧・名古屋コーチンプロジェクト委員会とは、名古屋コーチンを取扱う事業者で組織する小牧 
    商工会議所内のグループで、名古屋コーチン発祥の地「小牧」をＰＲするとともに、自社製品の 

    販路拡大を目的に活動している。目標の数値は、年度末の所属事業所数。 

 

 

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） 

これまで、愛知県下 22の商工会議所中小企業相談所長で構成される「小規模事業運営研究会」、

尾張地区の一宮・瀬戸・津島・春日井・稲沢・江南・犬山・小牧商工会議所で組織する「尾張

地区商工会議所経営改善普及事業研究会」は、小規模事業者への各種経営改善普及事業に関す

る活動事例の情報交換にとどまり、小規模事業者の実態や支援ノウハウの事例、今後の課題と

対策などの情報交換が十分にされていなかった。また、小牧市や金融機関をはじめとする他の

支援機関から地域中小企業の動向や需要動向等の各種情報交換は、経営指導員個々との取り組

みにとどまり、当所として組織的に情報共有するまでの体制が不十分であることが課題である。

 

（改善方法） 

当所では、小牧市内に本支店がある金融機関の東春信用金庫、㈱大垣共立銀行、㈱十六銀行、

㈱愛知銀行、㈱名古屋銀行、㈱中京銀行（以下「連携金融機関」という）と市内中小・小規模

事業者支援に関する連携協力の協定を平成２７年１２月までに締結した。こうしたなか、小牧

市をはじめ連携金融機関、当所中小企業相談所の経営指導員による「経営発達支援事業連絡会

議」(以下「連絡会議」という)を新たに設置して四半期に１回開催し、経済動向調査結果等の

情報交換のみならず小規模事業者支援の現状、具体的な支援事例の発表及び支援のノウハウ、

新しい施策等について情報交換することで、小規模事業所の効果的な経営支援に役立てる。ま

た、当所においては、これらの情報を電子化して保存することにより、経営指導員等職員が必

要に応じて活用できる組織的な体制を整備する。 

 
 



（事業内容） 

 ①商工会議所等との連携会議（既存事業改善） 

  従来から開催している「小規模事業運営研究会」「尾張地区商工会議所経営改善普及事業

 研究会」において、愛知県下の商工会議所が連携して実施する事業や経営改善普及事業の直

 面する課題、経営発達支援計画の適切な運営について意見交換するほか、新たに経営発達支

 援計画に関する小規模事業者の実態、課題と対策、支援ノウハウの事例等について情報交換

 を行う。そして、当所の経営指導員会議にこれらの情報を報告するとともに、支援機関や金

 融機関との既存事業の見直しや、新たな連携事業の実施に取り組む。また、経営指導員は、

支援ノウハウを活かせる市内小規模事業者の支援先を選定して事例紹介するとともに、経営

分析や事業計画策定に取り組む小規模事業者の掘り起しを行う。 

開
催
時
期
・
回
数 

運営研究 ４回／年 ４月、７月、１２月、２月 

経営改善

普及事業

研究会 

４回／年 ４月、７月、１２月、２月 

情報交換 

内  容 

①経営改善普及事業の直面する課題（小規模事業者の実態、課題と対策）、経営発達支

援計画の適切な運営 

②国等の施策活用事例 

③支援機関や金融機関等との連携事例 

④小規模事業者支援の具体的内容や成功事例等の支援ノウハウ 

効  果 

①支援機関や金融機関等との連携事例、小規模事業者支援の具体的支援や成功事例の支

援ノウハウを得ることができる。 

②支援ノウハウを活かした支援事業の見直し、新規事業の実施に活かすことができる。

③経営指導員へ報告し、支援ノウハウの向上や支援の実践に役立てることができる。 

  

②小牧市との連絡会議（新規事業） 

  経営発達支援計画に記載した小牧市との連携支援事業を効果的に推進するため、小牧市と

の調整会議を新たに開催する。特に、創業者支援における起業準備者の掘り起しや、小規模

事業者における事業計画策定の推進方法について情報交換する。また、各種施策や補助金制

度の活用状況や、その課題と対策に関して意見交換を行い、起業準備者や小規模事業者の事

業計画支援に効果ある各種施策や補助金制度の意見交換も合わせて行う。 

開催時期 ４回／年（４半期毎） 

情報交換 

内  容 

①起業準備者の実態、課題と対策 

②創業者の支援セミナーの企画立案 

③当所が取り組む創業支援の効果的な広報活動 

④市内事業所における事業計画策定の推進 

⑤小規模事業者に効果的な施策や補助金制度の検討 

効  果 

①創業セミナー参加者を、より効果的に集客することができる。 

②当所の創業相談支援業務、事業計画策定支援業務を効果的に広報することができる。

③小規模事業者の事業計画策定支援に役立つ施策の企画・立案ができる。 

  

③経営発達支援事業連絡会議（新規事業） 

  小牧市並びに連携金融機関を中心に新たに「連絡会議」を設置して、市内小規模事業者景

 気動向調査結果等による地域小規模事業者の景気動向状況を共有化するための情報交換を行

 う。また、公的支援施策活用セミナー、創業セミナー等の共催、販路開拓支援事業を連携し

 て実施するための日程や実施事業内容の調整を図る。 

  更に、当所が実施する経営分析や事業計画策定・実行支援の取り組みを報告するとともに、



経営分析や事業計画策定に取り組む市内小規模事業者の掘り起しを行うための連携方法につ

いて情報交換するとともに、事業計画策定支援の取り組み事例や専門家派遣・伴走型支援の

進め方、事業支援の成功事例などの情報を共有するため連絡会議を開催する。 

  なお、必要に応じて、各連携金融機関別に連携して実施するセミナーや商談会等の支援事 

業を効果的に実施するための勉強会や金融機関職員と経営指導員等による情報交換会を開催

して、職員相互のコミュニケーションの向上を図り、事業計画の策定を支援する小規模事業

者の掘り起しや実行支援の連携に役立てる。 

開催時期 ４回／年（４半期毎） 

情報交換 

内  容 

①市内小規模事業者景気動向調査対象事業者の募集協力依頼、「地域経済動向レポート」

による市内小規模事業者の業況の共有化 

②連携金融機関からの経済動向調査結果の情報提供 

③連携金融機関が実施する支援事業計画の報告と日程調整、広報活動の連携 

④当所の創業支援、経営分析・事業計画策定支援の概要説明と支援する小規模事業者の

掘り起し方法、広報活動 

⑤連携事業の成果と評価、改善内容の協議 

⑥小規模事業者に効果的な施策や補助金制度の検討 

効  果 

①支援金融機関が把握している経済動向調査結果を収集・把握することができる。 

②取り纏めた市内小規模事業者景気動向調査結果を小牧市や連携金融機関への情報提

供や、連携金融機関を通じて市内小規模事業者へ情報提供することができる。 

③経営分析、事業計画策定の意義（必要性・有効性）について、連携金融機関を通じて

市内小規模事業者へ情報提供し、当所の支援事業を周知することができる。 

④支援金融機関と連携して、事業計画の策定支援に取り組む小規模事業者を掘り起こす

ことができる。 

⑤小規模事業者の事業計画策定支援に役立つ施策の企画・立案ができる。 

   

（目標） 

  他の支援機関との連携の取り組み 

内 容 現 状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

商工会議所等との 

連携会議 
8 回 8 回 8 回 12 回 12 回 12 回 

小牧市との 

連絡会議 
未実施 4 回 4 回 8 回 8 回 8 回 

経営発達支援事業 

連絡会議 
未実施 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（現状と課題） 

現在、当所では、本計画遂行の担い手となる経営指導員６名に対して、愛知県・愛知県商工

会議所連合会・愛知県商工会連合会が実施する年間 36 時間以上（６日間）の義務研修等はもと

より、中小企業大学校が主催する研修や、日本商工会議所が実施する経営指導員向け研修・Ｗ

ＥＢによる研修などを積極的に参加することで、経営指導員の資質向上を図り支援能力向上に

取り組んでいるが、研修後における経営指導員個々の実践経験の違いにより個人差が生じてい

る。また、経営指導員６名だけでは当市の小規模事業者への伴走型支援は十分に対応できない

ことから、相談支援の一部を担うため当所全職員への経営支援に関する知識習得や支援する小



規模事業者の掘り起し、需要動向・トレンド情報収集の後方支援も必要不可欠となる。 

更に、「小規模事業者の強みを引き出し、顧客にとっての価値を高めることで、価格競争を

回避させるように努める」、「やる気がある、又は停滞する現状を打開したいが、どのように

取り組めばよいのかわからない小規模事業者の伴走型支援を粘り強くやり抜く」、「個々の小

規模事業者が自社の未来を自ら考え行動するため、計画を策定・実践・評価・改善して成果を

出せるように、主体性を持った未来志向の小規模事業者の増加を促進する」ため、経営指導員

には、①対話力、②突破力、③診断力、④連携力、⑤構想力、⑥戦略力の能力を高めることが

求められ、当所としては、この必要となる能力の資質向上に取り組むことも課題である。 

 

（改善方法） 

上記の課題を受けて、当所では、経営支援者に求められる必要な心構えや能力を（図表 27）

に定め、更に本計画遂行に際してのナビゲートやコーディネートも兼ね備えた経営指導員を育

成し、小規模事業者の売上や利益の確保に繋がる支援が可能となる人材を育成することを目的

に、経営支援の知識等を高める「①経営支援に関する人材育成研修」、経営指導員が研修で学

んだ知識や、ＴＶ・雑誌・インターネット等から収集できる需要動向情報の活用事例を全職員

に紹介し、経営支援ノウハウを共有することを目的に「②経営支援学習会」を開催、ベテラン

と若手経営指導員等とのチーム制による小規模事業者支援や経営指導員会議による支援ノウハ

ウの共有、更に専門家との帯同により支援ノウハウを高める「③情報共有・ＯＪＴ」、更に、当

所が主催するセミナーへの参加による「④会議所セミナー」の参加により人材育成の体制を整

備して、限られた予算・時間のなかで効果的に取り組む。 

 

 ■経営支援者に必要な「心構え」と「能力」を育てる「人材育成メニュー」（図表27） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 



 

■人材育成に取り組む４種類の仕組み（図表 28） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業内容） 

 ①経営支援に関する人材育成（既存事業改善） 

経営支援の知識等を高めることを目的に外部研修や日本商工会議所が実施している研修を

活用して経営指導員等職員の資質向上に取り組む。 

対  象 内  容 

経営指導員 

①経営指導員研修 

愛知県・愛知県商工会議所連合会・愛知県商工会連合会が実施する義務研修(一般コ

ース６時間、特別コース６時間×５日）に参加する。一般コースは、最近の経済動向

及び当面する経済等に関する課題、地域の小規模事業者を中心とした中小企業を取り

巻く経営環境､県等の講じている中小企業施策等について概括的に学ぶ。特別コース

では、経営指導員の行う経営指導に関連する経営、税務、金融、労務等の各分野の専

門的な知識及び小規模事業者の事業計画支援事業の実施に当たって必要とする専門

的な知識を習得する。 

研修後、経営指導員が講師となり、全職員向けに新たに設ける「経営支援学習会」を

実施するとともに、研修で学んだ支援内容を実践することによりスキルを高める。 

②専門的知識向上のための資格取得奨励 

中小企業診断士などの公的資格等の取得を経営指導員等に奨励し、支援力の専門性を

高める。資格取得はもちろん、取得までのプロセスであっても多くの専門的知識を得

られることができる。学習後、経営指導員が講師となり、新たに設ける「経営支援学

習会」を全職員向けに学習内容を発表し、相互の資質向上を図り、小規模事業者の成

長・持続的発展を支える伴走型の支援能力向上を図る。 

経営指導員等

職員 

③日本商工会議所・経営指導員等ＷＥＢ研修 

日本商工会議所実施しているインターネットを通じたＷＥＢ研修を経営指導員はじ

め会議所全職員が受講するとともに効果測定を実施する。効果測定結果に基づき、以

後の研修を効果的・合理的に取り組めるように研修計画を定める。 

効  果 
経営指導員等職員が、経営分析や事業計画策定に必要な知識を習得することができ、

「診断力」「構想力」「戦略力」の能力が高められる。 

 



②経営支援学習会の実施（新規事業） 

 経営指導員が研修で学んだ知識や、ＴＶ・雑誌・インターネット等から収集した需要動向情

報の活用事例を全職員に紹介し、経営支援ノウハウを共有することを目的に新たに「経営支援

学習会」を実施する。 

対  象 内  容 

経営指導員等

職員 

①研修受講後の研修内容説明 

経営指導員研修、会議所セミナーで学んだ経営支援に必要な知識を、全職員向けの学

習会を通じて職員全体のレベルを引き上げる。更に、学習会で学んだ支援内容を、研

修に参加した経営指導員と実践することによりスキルを高める。 

②需要動向情報の収集方法と事例紹介 

トレンド、ＴＶ・雑誌・インターネット等からの得られる経営に役立つ情報や需要動

向情報等の活用事例を紹介するとともに、全職員で情報収集に取り組み、小規模事業

者の伴走型支援に役立てる。更に、学習会を重ねるごとに、職員が講師となり収集し

た情報を紹介することにより、職員間の情報共有と資質向上に役立てる。職員が収集

したデータは、フォームを定め電子化して保存する。 

効  果 

経営指導員等職員が、講師となり職員に説明することで知識の定着や「対話力」「突

破力」能力が高められる。また、経営に役立つ情報や、需要動向情報を職員で共有化

することができ、職員間の「連携力」も高まる。更に、経営支援に活用できる情報も

蓄積できる。 

 

③情報共有・ＯＪＴによる実施（新規事業） 

 ベテランと若手経営指導員とのチーム制による小規模事業者支援や経営指導員会議による

支援ノウハウの共有を図り、更に専門家との帯同により支援ノウハウを高めることを目的にＯ

ＪＴによる取り組みや、経営指導員会議を実施する。 

 

対  象 内  容 

若手・新人の 

経営指導員・ 

補助員 

①ＯＪＴによる取り組み 

若手・新人の経営指導員や補助員等が、ベテラン経営指導員とペアとなり、マル経資

金貸付、補助金申請支援や、事業計画策定支援などに取り組み、支援ノウハウをＯＪ

Ｔにより学び伴走型支援能力の向上を図る。また、必要に応じて連携する専門家や支

援機関担当者に帯同して、実践を通じたスキルアップに取り組む。 

経営指導員 

②経営指導員会議 

経営指導員がチームとなり組織的な経営支援を行うほか、月１回定期的に『経営指導

員会議』を開催して、経営指導ノウハウの共有化を図り、経営指導員全体のスキルア

ップを図る。 

効  果 

経営指導員等職員相互による経営支援ノウハウの共有化やペアによる連携した支援

に取り組むことにより、経営指導員等の早期のスキルアップに繋がるとともに「対話

力」「連携力」の能力が高められる。また、専門家との帯同により高度な能力「構想

力」「戦略力」を習得することができる。 

 

④会議所セミナーによる研修（新規事業） 

経営支援の知識等を高めることを目的に当所が主催するセミナーを活用して経営指導員等

職員の資質向上に取り組む。 

対  象 内  容 

経営指導員等

職員 

①各種会議所セミナーへの参加 

小規模事業者の持続的発展に役立つセミナーとし当所が開催する事業計画・経営分析

活用・創業支援・ＩＴ活用・対話マナーセミナーを受講し、支援能力の向上を図る。

受講後、経営指導員が講師となり、全職員向けの「経営支援学習会」を実施するとと

もに、セミナーで学んだ支援内容を実践することによりスキルを高める。 



効  果 

経営指導員等職員が、経営分析や事業計画策定に必要な知識を習得することができ、

「診断力」の能力が高められる。 

更に経営指導員等職員が、講師となり職員に説明することで知識の定着や「対話力」

の能力が高められる。また、経営支援に役立つ情報を職員で共有化することができ、

職員間の「連携力」も高まる。 

 

３.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（現状と課題） 

 現状は、当所内に市内小規模事業者から選定した「相談所事業モニター」により毎年度１回

相談所事業の実績報告を行うとともに、各相談所事業を４段階に区分して評価している。この

評価に基づき、次年度事業の取り組みについて改善方法を事務局内で協議して愛知県へ報告し

ている。現行の評価基準は、小規模事業者からの満足度や必要性を重点にしたもので、小規模

事業者の売上や利益に資するための支援実績や成果まで踏み込んだ評価や見直しが不十分であ

ることが課題である。 

 

（改善方法） 

 経営発達支援計画の実行においては、従来からの「相談所事業モニター」による事業評価に

加え、小規模事業者支援において連携金融機関により新たに設置する「連絡会議」において、

支援実績や支援方法・成果に基づいた課題の抽出と改善案の意見を求める。そして、新たに設

置する「経営発達支援事業評価委員会」において、当所中小企業相談所で取り纏めた課題と改

善案を検査、評価するとともに指摘事項を正副会頭委員長へ提示して「経営発達支援事業の改

善計画」を協議して改善計画を決定する。いわゆるＰＤＣＡサイクルを毎年度実施、公表する

仕組みを新たに構築する。 

 

（事業内容） 

 ①経営発達支援事業評価委員会（新規事業） 

事業評価の仕組みとしては、会頭の委嘱により小規模事業者の経営実態に詳しい、中小企業

診断士等の専門家や大学教授等の有識者、並びに当所役員を委員とする「経営発達支援計画評

価委員会」を新たに設置する。評価委員会は、支援実績や支援方法・成果の報告を受けるほか、

「連絡会議」において支援課題の抽出と改善案の意見に基づき、当所中小企業相談所が取り纏

めた課題と改善案について協議する。評価委員会は、これらの説明を受け、成果の評価や見直

し案を当所正副会頭委員長へ提示する。 

 事業見直しの仕組みとしては、評価委員会による成果の評価や見直し案に基づき正副会頭

委員長会議において、成果の評価や見直しの方針を決定し翌年度の計画や予算、経営支援体

制などに反映する。会頭は、必要に応じて経営発達支援事業評価委員会委員、経営発達支援

事業連絡会議委員に対して、正副会頭委員長会議へのオブザーバー出席を要請し、小規模事

業者を取り巻く経営環境や抱えている経営課題等についての説明を求めることができる。ま

た、年度途中であっても小規模事業者に対し迅速に対応すべき喫緊の課題がある場合、会頭

は正副会頭会議の決議を経て、緊急的事業を柔軟かつ速やかに展開実施する方針を立てるこ

とができる。 

 結果の承認及び情報開示については、事業の成果や委員会の評価結果、見直しされた事業 

については、常議員会へ報告するとともに、速やかに当所ＷＥＢサイト（http://www.koma 

ki-cci.or.jp）に掲載し本計画期間中公表する。 



  

 ■事業の評価及び見直しのスキーム（図表 29） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 中小企業相談所では、「相談所事業モニター」「経営発達支援事業連絡会議」での意見に基づき 

    経営発達支援事業に関する課題・改善案を取りまとめる。 

 

  ■経営発達支援事業評価委員会の委員構成と評価項目 

委員構成 

中部大学産業経済研究所 

小牧市地域活性化営業部 

小牧商工会議所副会頭 

〃   産業振興委員長 

〃   専務理事 

専門家（中小企業診断士）など 

評価項目 

①経営発達支援計画の遂行状況（数値目標に対する達成度等） 

 支援内容、支援日数、支援件数 

②経営発達支援事業の支援実績や支援方法、成果 

③相談所事業モニターのアンケート結果 

④経営発達支援事業連絡会議による課題の抽出と改善案 

 

（目標） 

 経営発達支援事業評価委員会の取り組み 

内 容 現 状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業評価委員会 未設置 設置 設置 設置 設置 設置 

事業評価委員会回数 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 2 回 

結果データの公表 未実施 公表 公表 公表 公表 公表 

 

 



 

（実施時期） 

内 容 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

事業評価委員会       設置準備  開催    

相談所事業モニター       開催      

経営発達支援事業 

連絡会議 
 設置準備 開催   開催  開催    開催

正副会頭委員長会議 開催 開催 開催 開催 開催 開催 開催 開催 開催 開催 開催 開催

結果データの公表            公表

 

 



（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 

１．組織体制 

 経営発達支援事業は、当所全職員により市内小規模事業者に対して地域経済動向レポート

の情報提供、企業ドック等の利用提案、需要動向情報の提供、更には、事業計画策定の意義

や必要性･有効性を啓蒙普及するとともに事業計画策定の動機付けに取り組む。その他、小

規模事業者の販路開拓支援として広報支援、商談会・ビジネス商談会等への参加提案を積極

的に取り組む。経営発達支援計画の主な実施や、経営分析や需要動向情報を活用した事業計

画策定・実行支援については、主に中小企業相談所の経営支援一課、経営支援二課 12 名で

実施し、中小企業相談所長が取りまとめる｡ 
 

小牧商工会議所 事務局 ２７名（役員２名、嘱託・臨時職員５名含む） 

                          
（平成２８年２月１日 現在） 

 ■中小企業相談所の指導職員構成 

  (1)経営指導員 ６名 経営相談支援業務 

  (2)補助員   ２名 経営相談支援業務及び補助業務 

  (3)記帳指導員 ２名 記帳指導業務及び経営相談支援業務及び補助業務 

  (4)一般職員  ２名 経営相談支援業務及び補助業務 
 

２．連絡先 

  小牧商工会議所 中小企業相談所 中嶋、粕谷 

  〒485-8552 愛知県小牧市小牧五丁目 253 番地 

  TEL(0568)72-1111 FAX(0568)76-2581 

  URL http://www.komaki-cci.or.jp/ E-mail soudan@komaki-cci.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 27 年度 

(予算) 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

必要な資金の額 82,867 84,712 85,157 85,230 85,602 85,672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業相談所 

特別会計 

(1)経営改善普及 

  事業費 

80,705 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000

(2)事業計画の 

  策定・実施 

  支援 

0 490 850 850 1,210 1,210

一般会計 

(1)景況動向調査 
242 282 322 362 402 442

(2)経営分析・ 

  需要動向調査 
0 935 980 1,010 980 1,010

(3)地域特産品開 

  発事業 
1,920 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

(4)会議費 0 5 5 8 10 10

 
（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

１．国補助金    経営発達支援事業に係る補助金 

２．愛知県補助金  小規模事業経営支援事業費補助金 

３．小牧市補助金  小牧市中小企業相談所運営費補助金 

４．委託費     日本商工会議所等関係団体からの事業委託費 

５．会費      小牧商工会議所一般会計からの繰入金 

６．事業収入    各種事業に係る受益者負担金 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 



（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．経営発達支援計画において連携する内容 

 小規模事業者の持続的発展を目的に取り組む事業計画策定支援について、当所が中核的機

能を担い、行政、連携金融機関、支援機関等と下記の内容について連携して取り組む。 

連携する内容 連携先 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 ①愛知県・愛知県統計協会（経済動向情報の収集） 

②小牧市（経済動向情報の収集） 

③日本商工会議所（経済動向情報の収集） 

④㈱日本政策金融公庫（経済動向情報の収集） 

⑤(独法)中小企業基盤整備機構（経済動向情報の収集）

⑥東春信用金庫(市内６店舗) 

⑦㈱大垣共立銀行小牧支店・田県支店 

⑧㈱十六銀行小牧支店 

⑨㈱愛知銀行小牧支店・小牧西支店 

⑩㈱名古屋銀行小牧支店・小牧駅前支店 

⑪㈱中京銀行小牧支店 

※ 以下「連携金融機関」（注1）という 

（事業者への情報提供） 

 １．地域の経済動向調査 

①小規模事業者景気動向調査対象先の募集 

②地域経済動向の情報交換 

③地域経済動向レポートの情報の共有と発信 

２．経営状況の分析 

①経営分析の必要性を周知 

②経営分析支援「企業ドック」利用者の募集 

③経営指導員と専門家の帯同による個社支援 

①連携金融機関（経営分析･意義の周知、利用者の発掘)

②中小企業診断士（専門家派遣） 

３．事業計画策定支援 

①事業計画策定の意義（必要性や有効性）を周知

②事業計画策定セミナーの周知と参加者の募集 

③創業支援セミナーや創業塾の開催 

④経営指導員等と専門家の帯同による個社支援 

⑤金融機関、㈱日本政策金融公庫と連携した金融

支援 

①連携金融機関 

（事業計画･意義の周知、支援者の発掘、金融支援) 

②小牧市･商工振興課（創業支援セミナー・創業塾） 

③愛知県信用保証協会（創業支援セミナー） 

④東春信用金庫（創業塾） 

⑤春日井商工会議所（創業塾） 

⑥愛知中小企業同友会(事業計画セミナー) 

⑦ミラサポ（専門家派遣） 
⑧(公益)あいち産業振興機構・愛知県よろず支援拠点 

(専門家相談)  

⑨(独法)中小企業基盤整備機構中部本部（専門家派遣） 

⑩東海税理士会小牧支部(専門家) 

⑪学校法人中部大学(専門家相談)  

⑫㈱日本政策金融公庫名古屋中支店（金融支援） 

４．事業計画策定後の実施支援 

①経営指導員等と専門家の帯同による個社支援 

②創業塾状況報告会の開催 

①連携金融機関（事業計画実行の確認) 

②愛知県信用保証協会（専門家派遣） 

③ミラサポ（専門家派遣） 

④(公益)あいち産業振興機構・愛知県よろず支援拠点
(専門家相談) 

⑤(独法)中小企業基盤整備機構中部本部（専門家派遣）

⑥東海税理士会小牧支部(専門家) 

⑦㈱日本政策金融公庫名古屋中支店（金融支援） 

⑧東春信用金庫（創業塾状況報告会） 

５．需要動向調査 

①需要動向調査結果の収集 

②消費者調査 

③取引先・バイヤー調査 

①連携金融機関（事業者への情報提供) 

②愛知県・愛知県統計協会（需要動向情報の収集） 

③小牧市（需要動向情報の収集） 

④㈱大垣共立銀行（需要動向情報の収集） 

⑤㈱ＯＫＢ総研（需要動向情報の収集） 

⑥㈱十六銀行（需要動向情報の収集） 

⑦㈱日本政策金融公庫（需要動向情報の収集） 



６．新たな需要に寄与する事業 

①広報支援 

・プレスリリースによる広報支援 

・ＷＥＢサイトの開設支援 

②販路開拓支援 

・販路開拓として取り組む「商談会」「ビジネス

交流会」の開催 

・企業プレゼンテーション資料の作成支援 

・「商談会」「ビジネス交流会」実施後のフォロー

アップ 

①ミラサポ（専門家派遣） 

②(公益)あいち産業振興機構・愛知県よろず支援拠点

(専門家相談、商談会) 

③(独法)中小企業基盤整備機構中部本部（ジェグテック） 

④小牧市記者クラブ(新聞記事掲載) 

⑤㈱小牧サービス（コミュニティー紙記事掲載） 

⑥連携金融機関（商談会･ビジネス交流会の開催） 

⑦名古屋商工会議所 

（アライアンス・パートーナー発掘市） 

⑧大阪商工会議所（ビジネスモール） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み ①愛知県 

畜産課、農業総合試験場、畜産総合センター種鶏場

（養鶏振興、名古屋コーチンの研究、種鶏の供給） 

 振興部航空対策課 

（観光拠点の整備） 

②小牧市 

 シティプロモーション課、小牧山課 

（地域資源のＰＲ、イベント開催、観光拠点の整備）

③小牧市観光協会 

（地域資源のＰＲ、イベント開催、ツアー企画） 

④(一社)名古屋コーチン協会 

（名古屋コーチンの研究、啓蒙普及） 

⑤小牧・名古屋コーチンひきずり保存会 
（名古屋コーチンの郷土料理の伝承、啓蒙普及） 

 

 

①小牧発祥名古屋コーチンによる地域活性化 

・啓蒙普及事業 

・名古屋コーチン取り扱い事業者の拡大と販路 

開拓支援 

②観光資源を活用した交流人口の拡大 

・観光拠点とする「（仮称）史跡センター」「県

 営名古屋空港見学者受入拠点施設」の整備 

・観光拠点を活かしたツアー商品の企画・開発、

プロモーション活動支援 

  (注 1) 連携金融機関：平成27年に小規模事業者支援の連携協定を締結した6金融機関（①東春信用金庫 

(市内６店舗)、②㈱大垣共立銀行小牧支店・田県支店、③㈱十六銀行小牧支店、④㈱愛知銀行小牧 

支店・小牧西支店、⑤㈱名古屋銀行小牧支店・小牧駅前支店、⑥㈱中京銀行小牧支店） 

連携者及びその役割 

１．連携者 

 ①行政 

  (1)愛知県         中小企業金融課、畜産課 

   知事 大村秀章氏    〒460-8501 名古屋中区三の丸三丁目1番2号 

農業総合試験場  
               〒480-1193 長久手市岩作三ヶ峯1番1号 

               畜産総合センター種鶏場 
               〒446-0073 安城市篠目町古林30番 6号 

 

  (2)小牧市         商工振興課、シティプロモーション課、小牧山課 

   市長 山下史守朗氏   〒485-8650  小牧市堀の内三丁目1番地 

 

 ②金融機関 

  (1)東春信用金庫(市内６店舗)        

   理事長 鈴木義久氏   〒485-8656 小牧市中央一丁目231番地1 

地元支援部長 木村信二氏 

 

  (2)㈱大垣共立銀行小牧支店・田県支店   

   取締役頭取 土屋嶢氏  〒485-0029 小牧市中央一丁目271番地 

小牧支店長 奈波真氏 

 

  (3)㈱十六銀行小牧支店          

   代表取締役 村瀬幸雄氏 〒485-0029 小牧市中央一丁目267番地 

小牧支店長 松尾恒典氏 



  (4)㈱愛知銀行小牧支店・小牧西支店 

   取締役頭取 矢澤勝幸氏 〒485-0028 小牧市東新町113番地 

小牧支店長 坂本達哉氏 

 

  (5)㈱名古屋銀行小牧支店・小牧駅前支店  

   取締役頭取 中村昌弘氏 〒485-0046 小牧市堀の内二丁目41番地 

小牧支店長 金森保憲氏 

 

  (6)㈱中京銀行小牧支店          

   取締役頭取 室成夫氏  〒485-0041 小牧市小牧一丁目217番地 

小牧支店長 廣地大志氏 

 

  (7)㈱日本政策金融公庫名古屋中支店     

   支店長 戸田治氏    〒460-8525 名古屋市中区錦一丁目11番 20号 

融資第二課長 中村幸治氏 

 

(8)愛知県信用保証協会 

理事長 小川悦雄氏   〒453-0015 名古屋市中村区椿町７番９号 

総合相談室長 苅谷浩氏 

 

 ③支援機関 

  (1)ミラサポ 中部事務局  〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目6番1号 

    ㈱パソナ代表取締役会長 南部靖之氏 ラシック10階 

 

  (2)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 森悦一氏    〒405-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 

 コーディネーター 多和田悦嗣氏 

 

  (3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部 

   中部本部長 花沢文雄氏 〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目2番13号 

                      名古屋センタービル４階 

(4)東海税理士会小牧支部 

   支部長 高嶋浩通氏   〒485-0029  小牧市中央一丁目346番地  

   副支部長 恒川豊氏          木津用水会館2階 
 

  (5)愛知中小企業家同友会           

   会長 杉浦三代枝氏   〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目6番29号 

   東尾張支部愛北地区 磯村太郎氏   サウスハウス２階 
 

  (6)日本商工会議所 

   会頭 三村明夫氏    〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 

                     丸の内二丁目ビル４階 

 

(7)名古屋商工会議所 

   会頭 岡谷篤一氏    〒460-8422 名古屋市中区栄二丁目10番 19号 

                     丸の内二丁目ビル４階 

 

  (8)春日井商工会議所 

   会頭 松尾隆徳氏    〒460-8422 春日井市鳥居松町五丁目45番地 



  (9)大阪商工会議所 

   会頭 尾崎裕氏     〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2番8号 

 

④関係機関 

  (1)一般社団法人名古屋コーチン協会 
   理事長 鈴木忠氏    〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目4番10号 
                     大津橋ビル４階  
 
  (2)小牧市観光協会      
   会長 伊藤裕康氏    〒485-0029 小牧市中央一丁目260番地 

 

  (3)小牧・名古屋コーチンひきずり保存会 
   会長 松浦光良氏    〒485-0804 小牧市池之内2257番地 

 

(4)学校法人中部大学 

学長 山下興亜氏    〒487-8501 春日井市松本町1200番地 

社会連携推進部次長  種村育人氏 

 

  (5)小牧市記者クラブ(中日・朝日・毎日・中部経済・読売新聞、ＮＨＫ名古屋放送センター） 

幹事者 花井武人氏      〒485-0046 小牧市堀の内三丁目１番地 

                                小牧市役所内 

(6)㈱小牧サービス 

代表取締役社長 舩橋和志氏 〒485-0041 小牧市五丁目６４６番地 

                    アネックスマキ１階 

２．役割 

 ①行政 

  ・小規模事業者に対する各種施策、補助金による財政的支援 

・経済動向調査結果、需要動向調査結果の情報提供 

・創業支援セミナーの開催、潜在的起業希望者や初期起業準備者の掘り起し 

・地域資源の「小牧山」「名古屋コーチン」「航空宇宙産業」を活用したイベント開催、プ 

ロモーション活動支援、観光拠点の整備 

  ・「名古屋コーチン」の研究、生産、啓蒙普及活動 

 

 ②金融機関 

 ・小規模事業者景気動向調査の調査協力先の募集とアンケート調査回収、地域の経済動向 

における情報の共有化、地域経済動向レポートの小規模事業者への周知 

・経済動向調査結果、需要動向調査結果の情報収集と情報発信 

・小規模事業者への経営分析の意義の周知、当所企業ドック等の利用者募集 

  ・小規模事業者への事業計画策定の意義（必要性・有効性）の周知、意欲ある支援事業者

の掘り起しの啓蒙普及 

  ・事業計画策定・実行支援時における経営指導員等と連携した状況確認 

・創業支援セミナー・創業塾の開催、潜在的起業希望者や初期起業準備者の掘り起し 

・販路開拓の機会創出支援として取り組む商談会・ビジネス交流会の開催と効果的な企業 

 ＰＲの取り組み支援 

 

 



 ③支援機関 

・経済動向調査結果、需要動向調査結果の情報収集 

  ・経営分析や需要動向に関する高度で専門的な分析支援 

・経営指導員等と専門家の帯同による個社支援 

・販路開拓の機会創出支援として取り組む商談会・ビジネス交流会の開催と効果的な企業 

 ＰＲの取り組み支援 

 

④関係機関 

・経営指導員等と専門家の帯同による個社支援 

・新聞記事掲載による事業所、商品・サービスの広報支援 

・地域資源の「小牧山」「名古屋コーチン」「航空宇宙産業」のプロモーション活動支援 

  ・名古屋コーチンの郷土料理に関する伝承・啓蒙普及 

  ・「名古屋コーチン」の研究、啓蒙普及活動 

  ・観光拠点を活かしたツアー商品の企画・開発支援と啓蒙普及 

 

連携体制図等 

 

１. 経営発達支援事業の内容 

 ①地域の経済動向調査、②経営状況の分析、③事業計画策定支援、④事業計画策定後の実施 

 支援、⑤需要動向調査、⑥新たな需要に寄与する事業に関する連携体制図 

 

 

 

 



 

２. 地域経済の活性化に資する取り組み 

 ①小牧発祥名古屋コーチンによる地域活性化、②観光資源を活用した交流人口の拡大に関 

 する連携体制図 

 

 

  


