
経営発達支援計画の概要 

実施者名 犬山商工会議所（法人番号２１８０００５００９１６６） 

実施期間 平成３１年４月 1日～平成３６年３月３１日 

目標 

① 計画的経営ができる小規模事業者の育成（継続）

② 地域経済を支え得る小規模事業者の数の増加（改善・継続）

③ 観光来訪者（交流人口）の増加を背景とした消費需要拡大（改善・継続） 

④ 小規模事業者に対するカスタムメイド支援体制の構築（継続）

事業内容 

小規模事業者の経営発達支援として、次の事業を実施する。 

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 

①地域経済動向調査、観光客の消費動向に関する調査の実施

②地域経済動向に係る国等支援機関が実施する既存調査を活用する事業

の実施及び｢RESAS」の活用

③商工会議所 LOBO調査の活用

２．経営状況の把握及び分析に関すること 

①経営状況の把握と財務・SWOT・ABC分析等の実施

３．事業計画の策定支援に関すること 

(１)事業計画に関すること

①事業計画策定、販路開拓、SNSセミナー等の実施

②専門家を招いての事業計画ブラッシュアップ個別相談会の実施

(２)事業承継に関すること

①事業承継セミナーの実施及び専門家を招いての事業譲渡、M&A等個別相

談会の実施

（３）創業・第２創業に関すること

①創業セミナー、経営革新セミナーの開催及び専門家を招いての個別相

談会（わん！ストップ 丸っと解決相談所）の実施

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

①フォローアップ事業及び「わん！ストップ 丸っと解決相談所」の実施

５．需要動向調査に関すること 

①市場・消費・需要動向調査の実施

②消費者リサーチによるニーズ情報等の収集、提供

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①展示会・ビジネスマッチング参加事業の実施

②「技術シーズ案内書」の発行、「グルメ＆ナイトマップ」の作成

③観光事業者向け研修の実施

④「Linkers」（マッチングサービス）の活用

連絡先 

犬山商工会議所 中小企業相談所 

〒484-8510 愛知県犬山市天神町一丁目 8番地 

TEL0568-62-5233/FAX0568-61-3986 

ホームページ http://www.inuyama-cci.or.jp

メールアドレス icci@gld.mmtr.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．目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

 

①地域の概要 

【地勢、特質、人口】             

犬山市は、愛知県の最北端に位置し、北は木曽川を挟

んで岐阜県各務原市と隣接し、東は岐阜県可児市、西は

丹羽郡大口町・同扶桑町、南は小牧市と接している。市

の北部は、犬山城を中心とした城下町とその周辺地域で

構成されており、市の西部は、市街地、農地、工業地と

して利用されている。 

犬山市の人口は、平成 30年 4月 1日現在 74,326人で

あり、人口構成比は、図表 1 の通りであるが、特に 5 年間での人口減少率が 0.7％であるのに対して生

産年齢人口が 1.3％減少している。さらに高齢化も進んでおり、65歳以上の割合が 2.4％上昇している。

（図表１参照） 

 

年度 
総数 

（人） 

男 

（人） 

女 

（人） 

0～14歳 

（％） 

15～65歳

（％） 

65歳以上

（％） 
世帯数 

Ｈ２５ 74,881 37,193 37,688 13.9 60.0 26.1 29,455 

Ｈ２６ 74,726 37,147 37,579 13.6 59.4 27.0 29,816 

Ｈ２７ 74,709 37,232 37,477 13.3 59.1 27.6 30,244 

Ｈ２８ 74,509 37,093 37,416 13.0 58.8 28.2 30,606 

Ｈ２９ 74,326 36,994 37,332 12.8 58.7 28.5 30,893 

 

【沿革、自然的・文化的環境】 

当地は、古代から小集落が発展し、東之宮古墳や青塚古墳などの古墳が残されている。戦国時代には、

織田氏の所領となり、江戸時代には、尾張藩付家老である成瀬氏の城下町として発展し、国宝犬山城（以

下「犬山城」という）とともに当時の町割りが現在も見られる。明治時代から数次の合併を経て、昭和

29年 4月 1日に犬山町、城東村、羽黒村、楽田村、池野村の 1町 4村が合併、犬山市が発足し現在に至

っている。 

犬山市は、自然的、歴史・文化的環境に恵まれ、犬山城、国宝如庵や国指定重要無形民俗文化財 犬

山祭等の文化遺産を始め、博物館明治村、日本モンキーパーク、野外民族博物館リトルワールド、木曽

川うかいなど、観光資源が集積している。こうした中、城下町地区、犬山祭の車山運行地区などは、歴

史まちづくり法（国土交通省）に基づく歴史的風致維持向上計画の重点地区に定められている。また、

市の北部を流れる木曽川周辺地区は、自然公園法上の国定公園に指定されるとともに、文化財保護法に

基づき名勝に指定されている。 

 

 

図表１ 
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【交通、物流】 

鉄道は、犬山駅を基点に名古屋駅まで 25分（名鉄犬山線

及び名鉄小牧線の 2 路線）、岐阜駅まで 25 分（名鉄各務原

線）、名古屋のベッドタウンである岐阜県西可児駅まで 10

分（名鉄広見線）と４路線が集まり、近隣の主要都市への

アクセスが容易となっている。 

また、犬山市と中部国際空港間は、名鉄を経由して、乗

り換え無しで直結されており、日本各地を始め海外との交

流面での利便性が高い。（犬山駅の１日平均乗降客数は、約

17,000 人） 

道路は、主要幹線道路として国道 41 号が市中央部を東西

に貫いており、東名・名神高速道路小牧ＩＣから約 20分で

市中心部にアクセスが可能である。一方、名古屋を中心に

当地方は自動車交通への依存度が高いことなどから自動車による来訪者多く、観光地区を中心に渋滞や

駐車場不足などが著しく、その対策が長年の課題となっている。 

 

【産業】 

ア．総論 

商工業者数は、2,314 件、うち小規模事業者が 1,734 件で、率にして 74.9％を占めている。（図表

２参照） 全体において比較的古い事業所が多く、業種構成は、卸・小売業が 23.6％、サービス業が

50.9％、製造業が 15.7％、建設業が 9.8％となっており、商業とサービス業で全体の約 75%を占めて

いる。 
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＊H２８年度経済センサスデータ参考 
 

イ．商業・サービス業・飲食業 

商店数は、平成 19年から 24年の間に 200件以上減少しているが、平成 24年から 26年は、ほぼ同

数で推移している。また飲食店は、地域の特産を生かした料理や特徴のある店舗が少なく、市民も外

食は市外へ行くケースが多々見受けられる。消費者の高齢化、近隣市町の大型店への消費の流出に加

え経営者の高齢化、後継者不足などの要因が重なり、極めて厳しい状況にある。こうした中、平成 15

図表２ 
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年から犬山市と当会議所で実施した中心市街地活性化事業の効果により、城下町地区を中心とした空

き店舗に新しい店の出店が増え、一部、減少に歯止めがかかっている。（図表３参照） 
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＊H２６年度は、あいち県政要覧のデータを使用 

 

ウ．工業 

工業の分野においては、特定の地場産業はなく、多くの中小・小規模企業は、近隣の輸送用機械、 

設用機械、工場自動生産ライン設備業等の大企業の下請けである。その業況は、人材不足、設備の老

朽化、原材料等価格の高騰、親企業の海外現地調達の増大等を背景に、厳しい状況にある。こうした

中、当地は地盤が強固であるためＢＣＰ対策の一環として、また市の企業誘致により移転してくる企

業もあり、従業員数及び製造品出荷額の伸びにつながっている。（図表４参照） 
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＊H２６年度は、あいち県政要覧のデータを使用 

 

エ．観光産業 

犬山市は、観光資源に恵まれ、歴史的・文化的行事が盛んであることから、年間を通じて多数の来 

訪者がある。とりわけ、犬山城は、城下町地区の整備と相まって登閣者（入場者）が平成 21 年以降

毎年増えており、平成 29年には 57万人を超えるに至っており、これに伴って城下町への来訪者も大

幅に増えている。（図表５参照） 

図表３ 

図表４ 
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観光関連の商業者が全事業者の約 15％（『経営実態調査』から推定）を占める中、観光関連の年間 

消費費総額は、135億円（Ｈ24年度）と、市全体の商品販売額の約 20％を占めている。   

人口約 7 万 4,000 人の犬山市には年間 500 万人を超える観光来訪者があるが、その多くは日帰り、

短時間滞在、いわゆる「通過型」であり、他の観光地と比較すると実消費額が少ない状態にある。（図

表６参照） しかし、この観光来訪者が有する少なからぬ潜在的消費需要の存在は、市内の商業・サ

ービス業にとっての大きな強みとなっており、その顕在化に向けた取り組みの強化が観光関係者の共

通した課題となっている。 

犬山城登閣者数の推移 

 

年度 

犬山城登閣者数 城下町歩行者天国 

人数 土・日・祝１日平均人数 備考 

平成２１年 ３１４，３３２   

平成２３年 ４２０，９２３   

平成２５年 ４４３，１８４ １，６７１ ３７日 

平成２６年 ５１５，１１１ ２，３９２ ４０日 

平成２７年 ５３３，３３７ ３，１２１ ５６日 

平成２８年 ５４３，２２４ ３，５３６ ５９日 

平成２９年 ５７３，０３４ ５，３１１ ５７日 

＊犬山市観光協会資料 

 

 観光来訪者及び消費額 

都市名 観光消費額（億円） 来訪者総数（万人） １人当たりの消費額（円） 

犬山市 (H24) １３５ ５９３ ２，２５９ 

名古屋市(H23) ２，６１６ ３，３０４ ７，９１９ 

高山市 (H23) ５９４ ５９９ ９，９１６ 

＊平成２５年犬山市観光基礎調査 

 

②犬山市の現状と課題 

少子高齢化、経済のグローバル化、情報通信技術の発達・普及などが進行し、犬山市の経済社会構造

変化を余儀なくされている。こうした中、市内消費需要の減少、商工業者の減少など犬山市の産業経済

を支える基盤のぜい弱化が進んでいる。こうした一方で城下町地区での中心市街地活性化事業の推進に

より観光来訪者が漸増し交流人口が拡大していることは、市の活性化にとっての好機となっており、先

ずは、これら来訪者の消費需要を市内経済活動に取り込んでいくことが大きな課題となっている。「エ．

 
図表５ 

図表６ 
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観光産業の項で前述」 

 

ア．人口 

2011年の 75,854人をピークに漸減を続けており、2022年には、73,677人になると予測され、このま

ま推移すれば、2035 年には 66,000 人と概ね１万人減少するものと推計される。これを年齢区分別に見

ると、14 歳以下の年少人口 7.8%の減少、また、14 から 64 歳の生産年齢人口が 2.5%の減少に対して、

７5 歳以上の後期高齢者人口は 7.8%の増加と見込まれている。（図表７参照）人口の減少は、当地域に

おいても、将来にわたっての消費需要の減少と事業の新しい担い手不足を引き起こし、まちの活気の喪

失、とりわけ、商業の衰退を招く原因の一つとして、重要な問題として認識されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．商業分野 

平成 19年から 24年の 5年間で、市内商店数は 200店以上（約 33％）減ったが、直近の調査では 

若干の歯止めが掛かっている（H24の 434 店から H26の 431店へ）。また、前期比 100億円以上（17％）

減少していた年間商品販売額も、H24の約 610億円から H26の 798億円へと約 30％増加した。この要因

としては、中心市街地活性化事業による空き店舗対策の推進や犬山まちづくり株式会社（本計画中にお

いて「犬山ＴＭＯ」として引用）が手掛ける城下町活性化事業が奏功したことなどが挙げられる。しか

し、人口１人当たりの販売額（82 万円）でみると、愛知県下 38市中 36番目と依然として低い水準にあ

り、また、消費者の市内消費率は、落ち込んでおり、背景には、顕著な消費の市外流出がある。こうし

た状態の背景として、当地域において多様かつ新しいニーズに応え得るだけの商業機能が失われつつあ

ることがあげられ、消費者ニーズに応えた商店づくりや多機能な商業施設の誘致等が課題となっている。 

こうした中、犬山市は、平成 29 年 3月、「第５次犬山市総合計画」を改訂し、市内消費を喚起する 

ため、新たに市内幹線道路沿いに「商業集積ライン」を設定し、ここに商業集積施設の誘致を進める構

想を立ち上げ、その具体化に向けた取り組みに着手している。 

   

ウ．工業分野 
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図表７ 



６ 
 

各種機械器具、プラスチック製品を中心に製造品出荷額が多く、これらが犬山市の基幹産業を形成し 

ている。事業所数は、平成 22年から平成 26年までの 4年間で、235社から 203社へと 14％減少する中、

製造品出荷額は、同期間で 4,061 億円から 4,404 億円へと 8.4％増加している。また、従業員数は、平

成 22年から 24年に掛けて 10.4%減少したが、平成 24年から 26年間では、3.0%増加した。（３ページの

図表４参照）この要因としては、企業誘致等により移転してきた大企業が、中小工業所の減少分を補っ

たものと考えられる。 

工業については、今後とも新しい事業所を誘致するとともに、中小・小規模事業に対しては事業継承 

や人材確保・育成等の支援を通じて廃業の抑制を図ることにより、近隣市町の中では相対的に高い「稼

ぐ力」を維持することが求められている。 

こうした中、犬山市は、「第５次犬山市総合計画」及び「都市計画マスタープラン」を改訂し、新 

規企業の誘致を一層推進するため、「産業集積誘導エリア」を設定し、工業用地の確保を図ることとし

ている。 

 

エ．観光分野 

観光来訪者数が、年々増加基調で推移し、いわゆる交流人口は拡大しているが、これが消費の拡大に 

は結びついていない。この背景として、飲食、宿泊に関する施設等観光インフラの整備が不十分である

ことに加え、地場産品、特産品が少ないということが共通した認識となっている。（犬山市「観光基本

調査」平成 25 年より）このため、にぎわいの創出による観光客の誘致活動と並行して地域産業資源を

活用した商品等の開発が課題となっている。また、近時、観光資源に恵まれた犬山城及び城下町地区に

比し、これに恵まれない地区（楽田、羽黒、栗栖等）において、にぎわいの創出など地域経済を活性化

する取り組みを強め、地域再生を面的に広げていくことが課題として認識されている。 

市内における観光面での経済効果を高めるためには、インバウンドを含めた宿泊観光客の確保や市 

内滞在時間の拡大など消費需要を高める取り組みが求められている。こうした中、犬山城のふもとに位

置しこれまで宿泊等サービス提供の拠点となってきた「名鉄犬山ホテル」の再開発計画が進められてい

る。この計画により、同ホテルは、平成 31年 8月に営業を終了し、その後、平成 33年の同時期をめど

に「ホテルインディゴ 犬山 有楽苑」の開業が予定されている。新ホテルは、世界的なブランドホテ

ルの１つとして、犬山においてインバウンド需要の取り込みに主眼を置いた営業を目指すことを表明し

ており、当地における観光関連事業の中長期推進面で少なからぬ効果が期待できる。 

 

オ．第５次犬山市総合計画 

犬山市は、平成 23年、地域の総意の下に、『第５次犬山市総合計画』を策定し、商工業者をして地域 

経済を支える重要な要素の１つであると位置付けるとともに、現状その数が減少していることを踏まえ、

各種の支援を実施することにより魅力のある商業の整備、中小・小規模事業者の育成を図り、もって商

工業者の衰退、減少に歯止めを掛け、地域の持続的支え手として発展させることを目指す旨、提言した。 

その後、計画の中間地点に至り、人口減少、高齢化の急進など、社会経済環境の変化の推移を踏まえ、 

平成 29 年 3 月、その改訂を行った。市は、この改訂により、産業分野において前述したとおり、工業

用地を確保して製造業の誘致を推進することと、新たな都市拠点及び交流エリアを設けて商業、住居、 

道の駅などの施設の誘致を加速することとしている。 

 また、犬山市は、平成 28年 3月、地方創生のための「地域総合戦略」として、『いいね！いぬやま 

総合戦略』を策定。本戦略においては、製造業を市の基幹産業としつつ、①観光客増加による恩恵の市

内全産業への波及、②商業の衰退への歯止め ③市内消費の回復等を犬山創生上の課題とし、新たな商
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業施設の誘致、頑張る企業と起業の支援等をその重点事業として位置付け、平成３１年度に向け実施す

ることとしている。 

   

カ．犬山市の強みと弱み（ＳＷＯＴ分析） 

  Ｓ（強み）：歴史的、文化的観光資源  ０（機会）：観光来訪者の増加                     

  Ｗ（弱み）：商業機能の脆弱性     Ｔ（脅威）：近隣市町の複合商業施設   

     （商業消費の市外流出）        （大型商業施設の撤退） 

 

③犬山市の小規模事業者の現状と課題 

犬山商工会議所は、平成 29年 11月、小規模事業者の個々の事業者の「経営の実態」をとらえ、小規 

規模事業者の経営状況の把握、事業計画の策定に役立たせるため、市内 620事業者を対象に、経営実態

調査を実施した。（回答数：221事業者（35.6％）本計画中において、『経営実態調査』として引用） 

 本調査によって把握した小規模事業者の現状及び課題は、次のとおりである。 

 

【小規模事業者の現状】（％等の数値は回答数に占める割合。一部に複数回答あり） 

    

ア．回答した事業者の業種、規模等 

・商業（サービス、飲食を含む。）が 41％を占め、製造業（建設・設備を含む。）が 28％、残りがそ 

の他を占める。（図表８参照） 

製造業・加工業

17%

建設業・設備業

11%

卸売業・小売業

17%
生活関連サービ

ス業等

9%

宿泊業・飲食

サービス業

15%

その他

27%

無回答

4%
業種の割合

 

 

・従業員数から見た事業規模は、10人以下が 86％、3人以下になると 69.7％、経営者のみが 36.7％ 

と、ほとんどが小規模・小企業である。 

・経営者の年齢は、60歳以上の高齢者が約半数を占めており、近い将来において 廃業する事業者の 

増加が懸念される。 

イ．業況 

・売上げは、減少に僅かながら歯止めが掛かったものの、総じて減少ないし横ばい状況となっている。 

・売り上げの規模は、大半の事業者が３０００万円未満となっている中、１０００万円未満の事業者 

が３分の１を占めている。 

・収益については、半数近くの事業者が横ばい状況にある中、３分の１強の事業者では悪化している。 

図表８ 
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ウ．小規模事業者の強み、弱み及び取り組み中の対応策 

古くからの事業者が多く、これを反映してか信用力、商品の品質を強みとする者が相対的に多い。

一方、売上げ・収益の減少に悩みを抱え、コスト削減等に取り組んでいる実態が見られる。  

エ．生産性 

労働生産性については、ほとんどの業種で低下（ＤＩ値 ▲１１）しており、とりわけ、宿泊業、

飲食サービス業(同 ▲２３)、卸・小売業（同 ▲１６）において低下の度合いが大きい。 

 労働生産性が向上した要因としては、全業種を通じ、「生産・業務プロセスの改善」、「販路の開拓」

を上位に挙げているが、製造業ではこれに設備投資が加っている。一方、生産性が低下した原因は、

全業種とも売上げの減少としている中、製造業及び建設業においては、労働力の質の低下を上げる割

合が高い。 

オ．商工会議所の支援の利用 

商工会議所に対しては、金融、財務をトップに人材育成、マーケティング分野での支援に対する期

待が大きい。 （図表９参照） 

 

希望の 

支援分野 

金融・財務 人材・労務 マーケティング セミナー開催 

19.0% 18.5% 14.5% 12.7% 

 

④小規模事業者の課題と取り組み 

ア．小規模事業の課題 

『経営実態調査』によって明らかになった当地域の小規模事業者の実態を踏まえて集約した主要な

課題は、次のとおりである。 

・多数の廃業予定者の存在（事業所の更なる減少）への対応 

・経営者の高齢化、後継者問題の顕在化への対応 

・売り上げ、収益の確保・向上 

・生産性の向上 

・観光来訪者の消費需要の取り込み 

・事業計画策定への取り組み強化 

イ．小規模事業者が自らの経営基盤強化のための取り組みは、次のとおりである。 

・コストの削減 

・財務体質の強化（借入金の圧縮等） 

・新商品・新技術等の開発 

・商品等の高付加価値化（ブランド化） 

・営業・販売手法の改善・強化 

・販路拡大（全国・海外展開） 

・人材の育成・確保 

 

⑤商工会議所の役割 

ア．商工会議所の現状と課題 

当会議所においては、第１期「経営発達支援計画」の策定以降、本計画を軸とした伴走型支援が定 
着しつつあると認識しているが、支援対象とした事業者の数が限定的であるという実態も否めない。 

図表９ 
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近時、「小規模事業者持続化補助金」や当会議所独自の小規模事業者設備投資等補助事業などの支

援ツールの普及、活用を通じ、会議所としての存在感を高めつつあると自負しているが、これとは裏

腹に、経営指導員等職員の支援能力の向上に課題があることが自覚される。とりわけ、今期の支援に

おいては、ビックデータ等の分析、加工、活用などその取扱い面でのノウハウの欠如が露呈した。ま

た、個々の支援活動中、特定分野においての専門家の積極的活用は実施しているが、総じて他の支援

機関との連携、協働をなし得ず、支援機関間のインターフェイス的な機能の不足が痛感される。 
 
イ．今後果たすべき役割 

 当会議所が小規模事業者の経営力の向上等に果たすべき役割は、基本的には第１期「経営発達支援

計画」策定時に求められたところと変わらず、第１期支援活動から浮上、鮮明化した課題の解消を図

りつつ、今後において支援の遂行度を高めなければならないと考える。小規模事業者の生産性の向上

など新法の制定による商工会議所の役割が拡大する中、関係者から「最も身近な支援機関」と認知さ

れるため、職員の支援能力の向上、その一環としての支援機関間の連携・協働をコーディネートする

力の修得などに努めつつ、支援の量的・質的な拡大を目指す。 
 こうした中、平成 30 年 9 月、産業界からの要望を受け、犬山市おいては「犬山市産業振興基本条

例」が制定された。本条例は、その検討委員会に当会議所役員 2 名が委員として参加し、1 年間にわ

たって内容等につき議論を重ねたものであり、今後における犬山市の産業（実質は、中小・小規模事

業）の振興についての基本的在り方を宣言、規定したものとなっている。 本条例において、当会議

所は、犬山市の産業振興を進める上において、地域資源の利活用、産業人材の育成確保、事業承継・

後継者確保、創業・新産業分野進出といった基本方針に沿って事業者の支援を実施する中心的機関で

あることが規定された。また、事業者に対しては、商工会議所事業への積極的参画とその活用に努め

ることを求める旨が併せて規定された。 
「地域が一丸となって産業の振興に取り組む」（条例前文）中にあって、当会議所に掛けられる期

待と責務はより重いものとなっていることを役職員一同改めて確認するとともに、第２期の経営発達

支援事業の推進は、地域から課せられた使命でもあると認識し、これに取り組むこととしている。 
 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

（基本的考え方） 

当地域の商工業は、総じて規模が小さく、内外における競争激化環境の下、消費の市外流出や高齢 

化、受注減などのため、過去 10 年ほどの間に 200 を超える事業所数が減少している。先頃実施した

アンケート調査においても、約 40％強に当たる 300事業者が、後継者の不在、売上の減少などを理由

に、今後、廃業を視野に入れていることが明らかとなっている。こうした実態を考えると、このまま

手を打たずにいれば地域経済は衰退する事態に直面する恐れがある。 

こうした中、長年地域に密着し、親しまれる存在として事業を展開してきた小規模事業者には、今

後とも地域経済・社会を支え続けていくことが求められている。こうした社会的要請に応えるために

も、事業者には、地域及び自身の良さ・強みを活かした持続可能な事業経営を目指して、必要な情報

を収集し、経営計画・事業計画を立案し、実施することが期待されており、当会議所としては、市、

金融機関などの支援機関・団体と連携を密にし、こうした小規模事業者の事業活動をしっかり支援し

ていくこととしている。 

（目指すところ） 

当会議所は、創業、新事業進出、事業の承継を促進することにより、事業者の減少に歯止めを掛け
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市内小規模事業者の数を維持すること（数的な持続的発展）、及び経営計画・事業計画の策定に向け

た、意欲、能力等を身に付けさせることにより、自立的に戦略的・計画的な経営を行い、それぞれが

描くあるべき姿を実現することができる小規模事業者が増えること（質的な持続的発展）を目指して、

個々の小規模事業者を伴走支援する。 

当地産業については、当地の強みである歴史的・文化的観光資源等の地域資源を活用するとともに

（にぎわいの創出、交流人口の増大等）、まちづくり活動との一体性を保ちつつ、商業機能の強化を

図り、「稼ぐ力」のある工業とのバランスが取れた形にすることを目指し、小規模事業者の振興を支

援する。 

当地域の小規模事業者の現状は、第１期計画策定時と大きく変わっていないため、第２期における

振興の在り方も基本的に第１期のそれを踏襲する。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

第１期では、次に掲げる目標に向けて事業を実施した。「犬山経営発達支援計画評価委員会」（本計画

中「評価委員会」として引用）における評価、及びそれを踏まえた第２期の目標設定は、以下のとおり

とする。 

 

 ＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期の支援事業においては、４つの目標を設定してきた。①「計画的な経営ができる小規模事業者

の育成」については、アンケート調査や経営指導員等による巡回指導時の相談等を通じ事業者の現状や

ニーズ等を把握し、本計画の枠組みの中での支援対象者の抽出・支援等に取り組んできた。この結果、

相応の成果は認められたものの、個別・具体的支援の対象とし得た事業者数が少ない点に課題が残った。

②「地域経済を支え得る小規模事業者の数の増加」については、支援事業と同時期に市がスタートさせ

た「創業支援事業」を活用しつつ起業の活発化等に取り組んできた。小規模事業者の絶対数の面におけ

る増加は達成できなかったが、減少率が緩やかになるなど一定の成果は認められたと考える。③「交流

人口の増加を背景とした消費需要の拡大」については、観光関連機関・団体との連携の下に、観光情報

の発信や観光地区における店舗空間の確保及び店舗の誘致に取り組み、観光来訪者への対応に取り組ん

だ。一部地区（犬山城周辺、城下町地区）においては増加した観光来訪者により消費需要が喚起された

が、その他地区までには波及するに至っておらず、成果は限定的であった。第２期においては、今後も

漸増が期待できる観光来訪者の消費需要に伴う各種の経済効果を面的に拡大させることが課題である。

④「小規模事業に対するカスタムメイド支援体制の構築」については、事業者の事業方針等を踏まえて、

国等の既存の各種支援ツールを活用するとともに、当会議所独自の支援制度（補助金）を創設するなど、

様々な事業者ニーズに応えられる支援体制の構築を図った。他の支援機関等との支援面での連携の取り

組みについては、個々の専門家の活用ではかなりの成果を確認しているが、概して、他の支援機関・団

体等とのチームワーク活動は、うまく機能させることができず、第２期の課題と考える。 

「評価委員会」は、以上４つについて、支援事業の目標としての方向性は適切であると評価しており、

第２期においては、指摘される課題の解決を図りつつ、当該目標の達成度を高めるべく、所定の支援事

業に取り組んで行く。 

 なお、第２期の経営発達支援事業の実施期間については、個々の支援の効果を確認する期間の長さ（例

えば、生産性の向上を目的とする設備投資補助において、当該設備投資終了後３年間にわたり生産性の

向上状況についての報告を求め、それに基づくフォローを実施することとしている。）等を勘案して５

年とする。 
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＜第２期における目標＞ 

 第１期は、以上の目標を設定し、支援事業に取り組んできた。第２期は、「評価委員会」における評

価等を踏まえ、支援事業の目標を次のとおり設定する。 

① 計画的な経営ができる小規模事業者の育成（継続） 

伴走型支援を通じて、小規模事業者が自らの目標（あるべき姿）に向かって、事業環境に係る情報を

収集・分析した上で方針を立て、計画的に事業を実施して売上げ増などにつなげる経営ができるように

育成する。このため、第１期の支援事例を踏まえて計画策定の必要性を理解させ、事業計画策定の支援

を行い、目標数値として年間５７件 ５年間で延べ２９１件の達成を目指す。 

 

② 地域経済を支え得る小規模事業者の数の増加（改善・継続） 

犬山市、金融機関等と連携して創業希望者を発掘し、開業から事業継続までを一貫的に支援すること

により、地域経済の要である小規模事業者の減少に歯止めを掛ける。このため、創業支援としては、窓

口相談、創業セミナー及び創業塾を実施し、新規開業者を増やすとともに、開業後のフォローアップ支

援を持続することにより「死の谷」に陥ることを防ぎ、その生存率を高める。また、既存事業者の意図

せざる廃業を阻止する観点から、事業承継問題を抱える事業者情報の収集に注力し、円滑な承継の達成

を目指す。目標値としては、年間開業者１０件、５年間で延べ６４件、存続率３年間で９０％；事業の

承継 年間１件以上 ５年で延べ１１件を目指す。 

 

③ 観光来訪者（交流人口）の増加を背景とした消費需要の拡大（改善・継続） 

犬山市、犬山市観光協会、犬山まちづくり（株）（本計画中において「犬山ＴＭＯ」として引用）等

と連携の下、地域の観光・産業資源を活かしてにぎわいの創出や観光来訪者等の呼び込みを促進すると

ともに、農商工連携等による名産品、ブランド商品など魅力ある商品・サービスの開発・販売について

小規模事業者の事業活動を支援し、来訪者等の消費需要を拡大する。目標値としては、現状来訪者１人

当たりの市内消費額 2,300円（Ｐ６図表６参照）を 5年後（2023 年）には 3,000円（30％アップ）程度

に拡大。 

 

④ 小規模事業者に対するカスタムメイド支援体制の構築（改善・継続） 

小規模事業者は、年齢、業態、事業規模に加え、自ら望む「あるべき姿」も異なっている。『経営実

態調査』の結果も、小規模事業者の発展のあり方は、新事業展開、店舗の拡充、売上げの増大を目指

すものから、何とか現状を維持できれば良いというものまで多様であることを示している。このため、

小規模事業者ごとに経営資源、課題に適合した取り組みをすることが求められており、効果が限られ

る金太郎あめ的な支援ではなく、各支援機関・団体とのチームワークを活かしつつ、きめの細かいカ

スタムメイド的な支援を実施する。第１期においては数値目標を設定しなかった。第２期では、支援

効果の高い専門家との連携支援体制を強化する観点から、専門家の活用を年間延べ１１４回、５年間

で延べ５７０回以上を目標に実施する。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

個々の小規模事業者の持続的発展を実現するためには、売上の維持・拡大、適正なコスト削減などに 

取り組み、一定の収益を維持できる体質をつくり上げる必要がある。このため、小規模事業者のそれぞ

れについて事業の目的（あるべき姿の実現）、経営状況の把握・分析等により抽出した経営上の課題等
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を踏まえた適切な事業計画を策定し、これに基づいた生産性の向上、販路の拡大、人材の確保、事業承

継といった経営の発達に向けた支援を実施する。 

また、地域の小規模事業者数の減少に歯止めをかけ、一定の事業者群を維持するために、創業、新事 

業への進出、後継者確保を含めた円滑な事業の承継などを目指した支援を実施する。加えて、同時並行 

的に、こうした支援を実効的に実施するため、会議所職員のスキルアップ、他の支援団体との連携・協 

働体制の構築など、会議所の支援能力の向上に取り組む。 

 

① 計画的な経営の実現（継続） 

事業計画策定の意義、メリットを周知、喧伝する。また、事業者それぞれの目標（あるべき姿）の実

現に向け、経済動向、経営状況の分析等を踏まえた事業計画の策定及びその実施についての支援を伴走

支援する。第１期では、「小規模事業者持続化補助金」や当会議所が独自に創設した「小規模事業者設

備投資等補助金」を活用して、生産性の向上を図るための事業計画の策定支援を実施した例において、

多くの事業者がこれを契機に計画的に事業経営をする意識を持ち、計画策定のメリットを理解した。こ

うした実態を踏まえ、先ずは、各種の補助制度を活用して、計画的な事業経営を実践、経験させること

も視野において支援を実施する。（持続化補助金の採択率は、２年連続県下トップクラスであり、策定

した事業計画の内容面での的確性の指標と考える。） 

②創業、承継事業の促進による小規模事業者の数の増加 （改善・継続） 

ア．犬山市、地域の金融機関等と連携して、創業予定者・希望者の発掘に力を入れ、創業に着手する者

を増やすとともに、事業計画に基づく創業がいわゆる「死の谷」を越えられずに挫折することのないよ

うに、開業の準備段階から開業後事業が軌道に乗るまでの間、必要とされる経営資源の確保等について、

一貫した支援を実施する。 

イ．巡回指導などを通じ、後継者がいないため事業の存続が危ぶまれる事業者をマークし、その事業者 

の意向、具体的な問題点等を把握するとともに、事業承継を成功させるにあたっては、当該事業者の経 

営力の強化支援と併せ、事業承継セミナー、事業承継支援機関、各分野の専門家を積極的に活用し、そ 

の円滑な推進をコーディネートする。事業承継は、承継する事業の状況、相続等デリケートな内容を多 

く含んでおり、事業者との信頼関係を構築するとともに、金融機関、税理士等他の支援機関との情報交 

換を密にしつつ実施する。 

③観光来訪者等消費者ニーズへの徹底的対応（改善・継続） 

ア．売上げ、収益の向上を目指す小規模事業者に対し、商品・サービスの生産性の向上に役立つ人的、 

物的資源の確保及び活用について支援を行うとともに、消費者リサーチによる顧客ニーズの的確な把握 

とそのニーズに徹底的に沿った商品の提供や店舗づくり、当該商品・サービスの販路の拡大や開拓に資 

する支援を行う。第１期において、少数例ではあるが事業計画に基づく商品・サービスの販促事業の一 

環として、多くの人が集まる「犬山市産業振興祭」会場を活用した消費者のニーズ、反応調査を試み、 

実施した事業者の評価は、高かった。これを踏まえ、商品展示、パンフレット配布の現場において事業 

者自らが消費者へ情報提供して、消費ニーズの有り様を把握する機会の拡充を支援する。 

イ．行政や観光関係機関・団体等が実施する観光振興事業と相まった形で、近時における、インバウン 

ドを含む観光来訪者の増加を踏まえ、犬山市、犬山市観光協会、犬山ＴＭＯ、名鉄等と連携して、犬山 

の話題作りを進めるとともに、当会議所の観光部会を始めとした組織を中心に、アンケート調査等で 

把握した来訪者の動き、商品等ニーズをベースに、特産品開発、店舗づくりなど小規模事業者の商業 

機能強化に向けた支援を行う。この一環として、「犬山ドック」の地域ブランド化に向けた取り組みを 

強化する。 
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④ 支援の効果を高めるための会議所職員の支援力の向上及び支援機関間の連携・協働の強化（継続） 

経営指導員を始めとした職員の支援能力の向上を図るため、支援ノウハウの習得や支援資質の強化に

係る組織的な取り組みを行う。また、支援機関間の連携体制を構築し、支援対象者ごとに支援チームを

組成して協働支援を行う。（カスタムメイド支援体制）第１期では、とりわけ事業計画の策定支援にお

いて、計画のブラッシュアップを行う面で専門家活用の有効性が少なからず確認された。これを踏まえ、

本経営発達支援事業に基づく各事業の支援効果を高める視点から、専門家の徹底的な活用を図る。 
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地域の現状と課題 

 

支援事業の目標 
①計画的経営ができる小規模事業者の育成     ②地域経済を支え得る小規模事業者の数の増加    
③交流人口の増加を背景とした消費需要の拡大   ④小規模事業に対するカスタムメイド支援体制の構築 
 

支援の実施 
 
 

経営発達支援の目標 

 

犬山市 
・人口の減少 

・商業者の減少、商品販売額の減少 
・地域資源を活用した商品等の開発 
・小規模事業者の減少を歯止め 

・新たな商業施設の誘致 
・「犬山市産業振興基本条例」に基づく 
 産業の振興 

 

 

小規模事業者 
（課題） 

①多数の廃業予定者の存在 
（今後の事業所減少の増加）への対応 
②経営者の高齢化、後継者問題の顕在 

化への対応 
③売り上げ、収益の確保・向上 
④生産性の向上 

⑤観光客の消費需要の取り込み 
⑥事業計画作成への取り組み強化 

 

支援の内容 
①計画的な経営の実現 

②顧客ニーズへの徹底的対応 
③観光需要の取り込み 
④創業、新事業の立ち上げの促進 

⑤後継者問題を始めとした事業承継円滑化 
⑥支援の効果を高めるための会議所職員の支援力 
の向上及び支援機関間の連携・協働の強化 

 

 

犬山商工会議所 
・小規模事業者の実態把握 

・職員のスキルアップ 
・支援ノウハウの共有 

 

・小規模事業者支援の中核機関として他の支援機関と連携し  
小規模事業者の経営発達を支援する 

     ・「犬山市産業振興基本条例」に基づき、地域産業の振興において 

      中心的な役割を担う 

 

支援機関 
市内及び近隣金

融機関 
税理士 
中小企業診断士 
弁護士 等 
 
 

中長期な振興のあり方 
・地域経済を支えることができる小規模企業群の維持 
・戦略的・計画的な経営ができる能力を習得し、それぞれが自ら描くあるべき姿を 

実現する小規模事業者の増加 
・当地域の強みである歴史的・文化的観光資源等の地域資源を活用 
・商業機能の強化に軸足を置き、商業と比較的「稼ぐ力」のある工業とのバランスが 

取れた産業の形を目指す 

 

課題の解決 

 

協働 

 

策定 

 

課
題 

 

役
割 

 

決定 

 

共

有 

 

実

態

把

握 

 

課 

題 
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出 

 

実 

態 

把 

握 
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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３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

<第１期における取組と評価等> 

第１期の事業期間内に次の事業を実施した。「評価委員会」における評価、及びそれを踏まえた第２

期の取り組みの方針は、以下のとおりとする。 

 

① 小規模事業者地域経済動向調査 

本調査については、「評価委員会」においても、伴走型支援活動にとっての有用性が確認されたもの

の、事業費の確保（28・29 年は、「伴走型小規模事業者支援推進事業費補助金」を活用して調査事業費

を確保）や調査票の回収作業労力に係る負担増（29 年度の回収率低下の原因）といった制約や回収した

データの劣化度（1 年単位で使えなくなるデータではない）などを勘案した結果、第２期においては自

前の分析力を磨きつつ、頻度を下げて継続実施する方向とする。 
② 既存調査活用 

経営指導員ごと、またデータごとの活用頻度にはバラつきがあり（市のデータの活用が多い）、この

意味で十分な活用がなされてはいない。こうした評価を踏まえ、第２期においては、小規模事業者支援

に有用なデータを加えて「ワン・ストップ検索システム」としての機能強化を図るとともに、経営指導

員及び事業者の活用力の向上を図りつつ、継続して実施する。 
③  観光客消費動向調査 

 アンケート票の翻訳（英語、中国語、台湾語及び韓国語）や外国人観光客からの回答の翻訳に手間取

るなど、調査結果の集計段階のまま、現在に至っている。この点、「評価委員会」においては、段取り

の悪さを指摘されるとともに、早急な事業完遂の必要性が示唆された。  
 本事業については、「評価委員会」の評価を踏まえ、第２期において、調査結果の分析を行うととも

に、調査データ（観光客のニーズ等）の活用について観光関連事業者とすり合わせを行い、補足調査を

実施しつつ（「犬山ドッグ」関連事業）取り扱う商品の開発、改良につながるよう、継続実施する。 
④ ＬＯＢＯ調査 

 本事業は、既存の日商ＬＯＢＯ調査のデータを一部加工して地域データ化する計画であったが、犬山

市の調査件数は４件であり、市域データとしては有意性に欠けること、また中部地域データを収集する

に当っては少なからぬ費用が発生することが判明した。 
 本事業については、既存のＬＯＢＯ調査を「ワン・ストップ検索システム」に組み入れることにより

有効活用を図ることができるように計画を変更する。 
 
<今回の申請における取組> 

（１）現状と課題 

①小規模事業者地域経済動向調査 
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毎年 400 社に対し実施する計画に対し、28 年度実施した調査の回答事業者は、620 社。 
また、29 年度は、28 年度の回答事業者 620 社に対し実施し、221 社から回答を回収。回答データにつ

いては、とりわけ、人材、生産性の観点から分析し、生産性低下事業者の増加、人材の不足の深刻化と

いった課題や原因（生産性向上要因としての生産・業務の効率化と設備投資の重要性、低生産性の原因

として従業員の質の低下、サービス業における投資意欲の弱さ等）を把握するとともに、これらを踏ま

えた具体的支援の方向を決定し、経営指導員等による事業者の事業計画策定支援及び実施支援（生産性

の向上を目指す取り組み等）に活用した。調査の結果は、当会議所ホームページ上に公開するとともに

当会議所の役・職員で共有した。なお、調査は、当会議所で設計した事業者向けアンケートについて、

回答データの集計、数的分析とその取りまとめを外部に委託して実施した。 
本調査結果の事業者自身による利・活用について、その状況、効果（有用性）、意見などのフォロー

が時間的制約等から実施できず、今後の課題の一つとなっている。 
② 既存調査活用 

 現行支援計画上に列挙した「日銀短観」、「月例経済動向」、「愛知の経済動向調査」など国、日銀、県、

市等が公表している調査結果をチェックし、必要と思われるものを選定して一律的に当会議所ホーム・

ページ上にリンクを張り、相互に関連するデータについてワン・ストップ検索が可能となる形で、事業

者の利・活用に供した。経営指導員は、支援対象事業者の具体的支援、多くは事業計画の策定面におい

て適宜活用しているが、能力の限界から活用する調査に偏りがみられ、活用のための能力・ノウハウの

習得が課題である。併せて、事業者の活用に係るフォローの実施が課題となっている。 
③ 観光客消費動向調査 

観光来訪者が増加している中、その潜在需要を顕在化し、具体的消費につなげる視点から、観光客を

対象に、アンケート調査票を設計し、犬山城、城下町などの観光地の店舗に用紙を配置する形で実施し

た。100 名程度から回答を収集した。本事業については、調査項目が子細にわたりすぎ、回答し辛い面

があったこと、設置店舗の事業者がアンケートのフォローに手が回らなかったこと、外国人向け用の質

問票及びその回答の翻訳に手間取ったこと、が課題として残った。 
④ ＬＯＢＯ調査 

既存ベースの調査のみを実施。②同様、経営指導員等の活用のためのノウハウの習得、蓄積が課題と

なっている。 
 

（２）事業内容 

①小規模事業者地域経済動向調査（継続） 

（目的） 

 市内小規模事業者の経営動向等に関するデータを収集・分析し、地域経済の現状の姿として取りまと

め、これを市内事業者等に提供することにより、小規模事業者自身が経営方針の設定、事業計画の策定、

設備投資や販路開拓に向けた取り組み等を実施する上での参考となり得るようにするとともに、経営指

導員等が当該事業者の取り組みに対する支援活動を実施する上での基礎資料とすることを目指して実

施する。 

 調査は、5年計画のうち、初年度と3年目と5年目の隔年で実施する。 

なお、小規模事業者を取り巻く社会的・経済的環境に大きな変化があった場合（消費税の引上げなど）

には、アドホックに調査を実施する。 

（対象者） 

市内小規模事業者 
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（調査方法） 

調査票を対象者に郵送し、返信用封筒によって回収する。 

事業者の回答の内容については、必要に応じて、追加ヒアリングを実施するなど、データの精度を

高める工夫をする。また、第 2回目以降については、定点観測の視点から、初回に回答があった事業

者からの回答の回収を徹底する。また、定点観測の実施を通じて事業者との密着度を高め、伴走支援

の円滑化を図る。 

回収の目標：400社 

（頻度） 

隔年１回（6月） 

（調査項目） 

ア．全小規模事業者 

1.売上高の増減 

2.平均顧客購買単価の増減 

3.顧客数の増減 

4.資金繰りの変動 

5.仕入単価や取引条件の変動 

6.商品在庫数量の増減 

7.収益性(粗利益) の増減 

8.従業員数の増減 

9.事業後継に係る問題の有無 

10.設備投資の実施状況 

11.経営上の課題 

12.必要な経営上の取り組み 

13.商工会議所に希望する施策や取組等 

イ.観光関係小規模事業者 

小規模事業者への調査項目（ア．1～13）に加えて、市民と観光客の売上動向、観光客数の動向、

外国人観光客数の動向など 

（提供、活用方法） 

ア．調査結果は、業種別（商業・工業・建設業・サービス業）に集計、分析し、その結果を所報、ホ

ームページなどで公開して、小規模事業者が常時把握でき、自社の事業活動に活かせるような形で

提供する。 

イ．データの分析においては、外部専門家を活用し、経営指導員等の分析能力の習得・向上を図りつ

つその不足を補う形で行うことにより、分析結果の妥当性等を高める。 

ウ．調査結果は、支援対象事業者の事業計画策定時において、当該事業者に係る外部環境分析の項目

の一つとして活用する。 

エ．調査結果は、行政、地域の金融機関など小規模事業者支援機関に対して提供し、支援面での具体

的協働活動の在り方等を決める際の基礎情報として活用する。 

オ．調査結果について、所内連絡会議において全職員に周知するとともに、経営指導員は、事業者の

支援面でのその活用方法等を共有化し、個別の伴走型支援の的確性を高める。 

（小規模事業者に対する効果） 

小規模事業者を取り巻く外部経済環境の的確な把握を可能とし、事業計画の策定等、事業者の経営
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発達に向けた取り組み及びそれに対する支援の実効性の向上が期待できる。 

（改善点等） 

ア．調査実施の頻度は、隔年 1回とし、第１期の同種調査に比べて減少するが、調査対象数をかなり多

く（2倍）することにより、調査結果の精度、妥当性がより高まるものとする。 

イ．調査項目及び質問数を増やし、併せて経営指導員等による追加ヒアリングを実施することにより、

調査結果の有用性等を高めるとともに、事業者の動向についての経営指導員等の現状把握、理解が深

まるものとする。 
ウ．データの分析作業については、外部の専門家を利用することにより分析結果の精度を上げ、活用面

での有用性を高めるとともに、経営指導員等が分析能力向上を図る機会（OJT）とする。 

エ．観光関連事業者調査については、当所観光部会会員及び市内観光スポットの飲食、商店などを対象

事業者としてリストアップし、専用の調査票を設計して実施することにより、的確な情報の収集を図

ることができるものとする。（第１期では、任意選択回答方式を採用） 

 

②地域経済動向に係る国等支援機関が実施する既存調査を活用する事業（改善・継続） 

（目的） 

地域の事業活動に影響を及ぼす経済動向に関する情報をタイムリーかつ継続的に収集、整理し、事

業者に提供することにより、その経営判断の参考に資するとともに、経営指導員等が地域を取り巻く

事業環境を理解し、小規模事業者に対する具体的支援内容を決定する際に役立たせる。 

（調査の対象とする情報源） 

ア．「日銀短観」、「月例経済動向」 

イ．「景気ウオッチャー調査」（内閣府） （新規） 

ウ．「あいちの景気動向調査」（愛知県民生部統計課） 

エ．犬山市の統計（事業所・企業統計調査、観光及び市民活動）．  

オ．連携する金融機関が実施する景気動向調査 

カ．「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）（新規） 
（調査方法） 

インターネットを活用し、各機関・団体等から発表された各調査・報告書等を選択、抽出し、当会議

所のホームページに設けた専用サイトに集約し、広く検索の用に供する。 

（調査頻度） 

ア．「日銀短観」、「月例経済動向」                          毎月１回 

イ．「景気ウオッチャー調査」  （新規）                      毎月１回 

ウ．「あいちの景気動向調査」（愛知県民生部統計課）                  毎月１回 

エ．犬山市の統計（事業所・企業統計調査、観光及び市民活動）．           年１回６月 

オ．連携する金融機関が実施する景気動向調査                   毎公表時期   

カ．「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）（新規）                年１回６月 
（提供、活用方法） 

ア．抽出したデータは、小規模事業者が常時かつ容易に入手して事業活動に活かせるように、テーマに

沿って整理、取りまとめて、当会議所報（毎月）、当会議所ホームページ（随時）などで公開・提供

する。 

イ．「ＲＥＳＡＳ」については、日商と連携し、当地域の経済動向等についてデータを分析し、その結 
果を当会議所ホームページなどで公開・提供する。 
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ウ．経営指導員等は、所内連絡会議等の場において調査結果を勉強し、小規模事業者の支援活動の背景・

条件の１つとして活用する。 

（小規模事業者に対する効果） 

 事業者は、自らの経営に有用な重要情報を容易かつ素早く入手することができ、その事業を計画的に

運営する上での指針として活用できる。また、本調査データを踏まえることにより、経営指導員等の支

援の的確性が高まり、支援対象事業者に対する支援の実効に資する。   

（改善点） 

ア．国等が公表する様々な経済動向に関する情報を、当会議所ホームページの専用サイトで一括して

検索できるもの（ワン・ストップ検索システム）とし、データ間の比較も容易化する。 

 イ．既存調査の種類を増やした。 

 

③ 観光客の消費需要動向に関する調査（継続） 

（目的） 

観光来訪者が増加している中、その潜在需要を具体的消費につなげる視点から、来訪者の消費ニー

ズや動線などの行動態様に係る調査を実施し、売れる商品等の開発・改良に役立つ情報を事業者に提

供することにより、その消費需要の拡大を図る。 
（調査の方法） 

犬山市内の観光スポットにおける宿泊施設、観光施設、土産物店、飲食店等に、観光来訪者用のア

ンケート調査票を設置し、回収した調査表の内容を分析し、観光来訪者の具体的ニーズ等を把握する

のに必要な情報を収集する。 

本調査は、犬山市内に立地する名古屋経済大学と連携して行う。 

（調査項目） 

  訪問目的、滞在日数・時間、見学施設、来訪人数、当地での消費額（宿泊代、飲食代、観光施設代、

土産物代、飲食先、土産物内容等）、行動パターン、商品・サービスニーズなど 

  なお、「犬山ドッグ」については、認知度の程度、商品の形状・質や試食後の感想・要望・意見等

に係る事項を加える。 

（提供、活用方法） 

ア．調査結果は、取りまとめ後速やかに観光関連事業者を始め犬山市、犬山市観光協会等に提供し、観

光関連事業者の商品・サービスや販売方法等の開発、改良の基礎資料として、また、犬山市、犬山Ｔ

ＭＯの観光振興に向けたまちづくりの参考資料の一つとして活用する。 

イ．「犬山ドッグ」については、地域ブランド化に向けた商品の製造・販売方法や商標登録を実現する

ための資料として活用する。 

ウ．経営指導員等は、所内連絡会議等の場において調査結果を勉強し、観光関連小規模事業者の支援活

動の背景・条件の一つとして活用する。 

（小規模事業者に対する効果） 

本調査結果を踏まえた、観光来訪者の行動の態様や様々なニーズを把握することにより、商品・サ

ービス及びその販売の在り方が分かり、対応策の取り方、売上等の向上が期待できる。 

 

④ 商工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）（改善・継続） 

（目的） 

中小企業が肌で感じる足元の景況感や企業を取り巻く経営環境や直面する課題等の現状をほぼリ
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アルタイム（毎月１回）に把握し、地域小規模事業の支援の方向設定などに役立たせる。 

（調査対象） 

全国小規模事業者 2,960企業（犬山市内対象者４事業者） 

（調査方法） 

ＬＯＢＯ調査は、当会議所職員が対象事業者（４事業者）に対し、所定の調査票を送付の上ヒアリ

ングを実施する。この調査結果は日本商工会議所が全国ベースで取りまとめ、公表する。   

（調査頻度） 

毎月 

（調査項目） 

売上、採算、資金繰り、仕入れ単価、従業員の状況、経営上の問題等、対象事業者の現状及び将来

の予測 

（提供、活用方法） 

日本商工会議所が発表する調査結果（ＤＩ値）を事業者に個別送付するとともに、当会議所のホー

ムページ及び当会議所報などで公開して小規模事業者の利用に供し、その事業活動の参考とする。 

 また、経営指導員等が中小・小規模事業者の現状について把握、理解するデータの１つとして活 

する。 

（小規模事業者に対する効果） 

本調査結果を踏まえた当会議所の支援の実施を通じ、小規模事業者が行う事業経営がより的確なも

のとなる。     

（改善点） 

情報へのアクセス及び他の経済動向データとの相互比較をより効率的にするため、ワンストップで

検索できるものとする。 
 

目標 

 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

① 小規模事業者 

景気動向調査 

   

 ―― 

  

 実 施 

 

  ―― 

 

実 施 

 

  ―― 

 

実 施 

② 既存調査の活用 

  日銀短観・月例経済動向 

  景気ウオッチャー 

  あいちの景気動向調査 

  犬山市の統計 
  金融機関が実施する景気動向調査 

「ＲＥＳＡＳ」 

 

月１回 

月１回 

月１回 

年１回 
毎公表時期 

年１回 

 

月１回 

月１回 

月１回 

年１回 
毎公表時期 

年１回 

 

月１回 

月１回 

月１回 

年１回 
毎公表時期 

年１回 

 

月１回 

月１回 

月１回 

年１回 
毎公表時期 

年１回 

 

月１回 

月１回 

月１回 

年１回 
毎公表時期 

年１回 

 

月１回 

月１回 

月１回 

年１回 
毎公表時期 

年１回 

③ 観光客の消費動向調査 調査分析 

結果公表 

 

  ―― 

 

  ―― 

 

調査分析 

 

結果公表 

 

  ―― 

 

④ ＬＯＢＯ調査公表 

 

１２回 

 

１２回 

 

１２回 

 

１２回 

 

１２回 

 

１２回 

 

３．経営状況の分析に関すること 

<第１期における取組と評価等> 

第１期の事業期間内に次の事業を実施した。評価委員会における評価、及びそれを踏まえた第２期の

取り組みの方針は、以下のとおりとする。 
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① 対象事業者の選定 

 対象事業者は、計画的事業経営の意義を理解しこれを実践する意図ある者も少数ながらあるものの、

そのほとんどは、「小規模事業者持続化補助金」を始めとした支援措置希望者が占めた。こうしたケー

スにおいて、事業計画策定の直接的動機は補助金の交付であるが、これを契機に経営状況の分析及び事

業計画の策定・実施の重要性を認識するに至っていることは、「評価委員会」においても高く評価され

た。また、補助申請が不採択に終わっても、多くの事業者が当該計画に沿って事業を展開していること

が、その後のフォローアップ活動を通じ確認されている。 
 以上を踏まえ、第 2 期においては、小規模事業経営における事業計画の重要性を啓発しつつ、各種の

補助を希望する事業者をも積極的に募り、これを端緒に経営状況を分析し、計画的な事業経営につなげ

る支援を実施する。 
② 経営状況の把握・分析方法等 

 時間的制約、経営指導員等の経験、資質等の違いから、経営情報・データの収集による経営状況の把

握度合にバラツキが避けられず、また、分析ツールの活用状況も経営指導員によるバラツキがあること

から、結果的に策定する事業計画の精度（「経営診断書」、経営計画書の作成の有無）に差が生じた。「評

価委員会」から、分析結果を踏まえた診断の客観性等を高める観点から、分析手法面において一定の標

準化が必要でないかとの指摘を受けた。 
 こうした点を踏まえ、第 2 期においては、一部の経営指導員が利用して有効性が認められた「ローカ

ルベンチマーク」（本計画中において「ロカベン」として引用）などを経営分析・診断ツールの一つに

位置付けるなど（第 1 期においては、所定の「経営診断書」を統一的な診断ツールに位置付け）、経営

状況の把握及び分析面での品質の平準化を図る。 
 また、補助金申請のタイミングによっては、事業計画の策定に向けたデータ収集、分析、診断といっ

た一連の作業がタイトな状況となる場合も少なからず生じており、当該事業計画の的確性を高める観点

から改善すべき課題なっている。 
③分析結果の活用 

事業計画の策定に際し、事業者に対し分析結果を「経営診断書」の形に取りまとめ、経営計画策定 

のベースとするとともに、当該事業計画の内容の的確性や実現可能性を高める根拠資料として活用した。 

こうした中、事業計画策定の時間的制約（多くは補助金交付申請の時間的制約）や経営指導員等の経

験等による分析ツールの相違に起因し、「経営診断書」を作成しないケースもあり、この点、「評価委員

会」から指摘を受けたことは前述したとおり。 

以上を踏まえ、第２期のおいては、分析結果の活用面での標準化を進める。このため、分析・診断ツ

ールを１つ（「経営診断書」）に統一する計画を、当面は、ロカベン等の主なツールも標準的ツールに位

置付け、活用面での柔軟性を図る。 
 
<今回の申請における取組> 

（１）現状と課題 

①対象事業者の選定 

事業計画策定に向けた経営状況分析の対象者は、「経営発達支援計画」に基づき、巡回指導等事業者

や各種セミナー参加者の中から抽出、選定を行った。対象者の選定のほとんどは、巡回指導時等におけ

る経営状況の聞き取り、相談等が切っ掛けとなったものである。一方、セミナー参加者数は、概ね、計

画目標値に達したが、経営分析の段階に達した者は、極めて少数であった。今後、セミナーの受講者を
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対象に、補助金交付を前提としない事業計画を必要とする事業者を抽出する支援モデルづくりが課題で

ある。 

②経営状況の把握・分析方法等 

経営状況の把握・分析は、多くは特定の支援（補助金）の獲得を念頭に置きつつ、対象事業者が目指

す事業目的を達成する計画の策定に向けて、「財務内容」、「商品サービス等の内容」、「売上動向」、「販

売方法」等の項目について面談等を通じて把握した情報、データ等をベースに、ＡＢＣ分析、ＳＷＯＴ

分析等の手法を使って実施した。 
この際、経営指導員ごと、また個別事業者ごとに、経営分析・診断ツール及び使い方に差が表れ、分

析の精度、客観性など品質の面での懸念から、当該ツールの標準化が課題となっている。 
③分析結果の活用 

分析した結果は、「経営診断書」に取りまとめて見える化し、事業者等との共有を図り、当該事業計

画の実効性を支える基礎とした。 
こうした中、時間的制約や経営指導員ごと知見、経験の相違などから「経営診断書」の作成を省くケ

ースも見られ、今後この点の改善が課題となっている。（一連の課題として前述） 
 なお、経営状況の把握・分析は、企業を人間に例えれば、人間ドックに該当するものと言える。これ

は、身体の各機能の状況を計測、分析して一定の数値として捉え、基準値とのかい離の程度を判断する

ものであり、計画的な健康増進や疾病の予防に役立つのみならず、異常の早期診断を通じて効果的な治

療計画の策定とこれに基づく治療の実施を可能とする、極めて重要な基本的作業である。経営指導員等

は、事業者の健康相談者ないし医師としての自覚をもって、本事業に取り組むこととしている。 
 

（２）事業内容 

①経営状況の把握及び分析（改善・継続） 

（対象事業者） 

経営状況の把握・分析の対象とする小規模事業者の選定は、次により実施する。 

・当会議所所経営指導員3名及び補助員2名を中心に年間の巡回窓口実指導件数を500社、延指導件数

として1,008件を目標に実施する。 

・経営指導員等を始め全職員による小規模事業者訪問事業を年間610件実施する。 

・当会議所中小企業相談所所属職員（8名）と当会議所小規模企業振興委員（15名）を2人1組として、

年間225件の帯同巡回を実施する。 

こうした巡回指導等を通じて、自社の経営改善や売上増などの取組みをめざす意欲ある小規模事業者

の生の声を聴き、足元の景況感や課題また支援要望等を肌で感じるとともに、その経営状態をリアルタ

イムで把握し、当該課題や要望の解決に向けた事業計画策定の必要性を丁寧に説き、支援の対象事業者

を発掘する。 

また、「販路開拓セミナー」、「事業承継セミナー」等を開催した際、当該セミナーのテーマに相応 
した相談会を併設するなどの方法により、事業者が抱える問題、その解決への意欲等を把握し、支援対

象事業者を選定する。 

また、事業計画の策定に関心が薄い事業者を対象に、巡回や窓口での指導・相談の実施時、事業計画 

の意義、必要性などについて説明、周知し、計画策定に向けた意識啓発を行い、策定ニーズを掘り起す。 

 

②経営状況の把握・分析方法等 

ア．経営データ等の収集 
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経営指導員等を始め全職員は、対象事業者の基礎データに加え、その経営状況を把握し、経営計画 

を策定するために必要な次に掲げる指標、データ及び情報を事業者との面談等を通じて収集し、経営カ

ルテに入力、整理する。 

・経営者の事業目標（あるべき姿） 

 ・財務の内容（財務諸表等） 

 ・商品・サービスの内容、加工の内容 

 ・販売方法、販売先 

 ・売上動向  

 ・生産設備、技術の状況 

 ・従業員、後継者の状況 

 ・競合相手の状況 

・事業主が抱える経営課題 

 ・経営方針や事業展開 

 ・既に策定済みの事業計画があればその内容 等 

イ．経営状況の把握・分析ツール 

 経営指導員等は、収集した経営データ等を、主に次に掲げる手法を駆使して、把握・分析する。 

 経営指導員等は、分析にあたって、必要に応じ、外部専門家の知見を活用し、その足りないところを 

補う。 

・財務分析 

  財務状況を示す指標を同業種における平均値と比較し現時点での対象事業者の財務レベルを把握、

確認する。この財務分析にあたっては、分析ツールとして、経済産業省の「ロカベン」等を標準ツー

ルとして活用する。 

  財務分析の項目： ①売上増加率 ②営業利益率 ③労働生産性 ④EBITDA有利子負債倍率 

⑤営業運転資本回転率 ⑥自己資本比率  

・ＳＷＯＴ分析 

  地域の経済動向調査や需要動向調査の結果と、対象事業者が置かれている経営環境等に関する情報

と合わせて、自社の強み・弱み・自社のチャンスとなる外部要因（機会）・自社を脅かす外部要因（脅

威）などの項目を基にＳＷＯＴ分析を行う。ＳＷＯＴ分析にあたっては、経済産業省の「経営計画つ

くるくん」や「ロカベン」を標準ツールとして活用する。 

 

・その他分析 

商品の販売、取引先（顧客）のニーズ等に関する分析（ＡＢＣ分析）、生産工程等の分析などを行

って経営状況を診断する。 

以上の分析をもとに、当該事業者の強み、弱みや経営の発達に向けた具体的課題を抽出する。 

 

ウ．他の支援機関等の活用 

経営状況の把握・分析作業の実施にあたっては、当該事業者との協働を基本に、中小企業診断士を 

始めとした診断の専門家、認定支援機関、中小企業基盤整備機構中部本部などの支援、協力の下に行い、

分析の精度、結果の妥当性を高める。また、こうした作業の経験を通じ、経営指導員等の経営状況の分

析能力を習得しこれをレベルアップさせる。 
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（３）分析結果の活用 

 分析結果を「経営診断書」等（ロカベンのフォームなど）の形に見える化し、経営計画を策定する 

事業者に提示、提供するとともに、当該経営計画の内容の的確性を高める根拠資料として活用し、その 

経営計画の円滑な実行と目標の効率的達成に資するものとする。 

また、以後において、小規模事業者に対する諸般の支援及び当会議所の支援施策を立案する際の基礎 

資料として利用する。 

 

（４）目標 

事業内容 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

① 対象事業者 

・小規模事業者巡回窓口指

導延件数（件） 

・小規模事業者への訪問事

業 

・振興委員との帯同巡回に

よる小規模事業者への

訪問事業 

・セミナー参加者数 

 経営計画書、販路開 

拓、事業承継等 

 

 １００８ 

 

  ６１０ 

  

  ２２５ 

 

 

   ３３ 

 

 

１００８ 

 

 ６１０ 

 

 ２２５ 

 

 

  ４０ 

 

 １００８ 

 

  ６１０ 

 

  ２２５ 

 

 

   ４０ 

 

 １００８ 

 

  ６１０ 

 

  ２２５ 

 

 

   ４０ 

 

 １００８ 

 

  ６１０ 

 

  ２２５ 

 

 

   ４０ 

 

 １００８ 

 

  ６１０ 

 

  ２２５ 

 

 

   ４０ 

② 経営状況把握事業者数

（件） 

 

５０ 

 

６０ 

 

６０ 

 

６０ 

 

６０ 

 

６０ 

③ 経営診断書等作成件数 
 ローカルベンチマーク・つくるくん 含む 

 

５０ 

 

５７ 

 

５８ 

 

５８ 

 

５９ 

 

５９ 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

<第１期における取組と評価等> 

第１期の事業期間内に次の事業を実施した。「評価委員会」における評価、及びそれを踏まえた第２

期の取り組み方針は、以下のとおりとする。 

 

① 事業計画の策定支援 

 本事業では、「経営状況の分析」事業において選定した事業者（補助金交付希望者等）に対し、事業 

者自身に「経営計画つくるくん」などを活用して事業計画を作成させるとともに、経営指導員は、当該 

事業者の経営状況の把握、分析、診断を行い、これを基に当該計画のブラッシュアップを実施した。こ 

のブラッシュアップの最終工程において、外部専門家を徹底的に活用した。事業計画の的確性向上面に 

おける専門家活用の効果は極めて大きく、このことは、補助事業としての採択率の高さにより裏付けら 

れている。 

 第２期においては、経営状況分析事業の節で述べたように、小規模事業経営にとっての事業計画の意 

義、効用について事業者を啓発しつつ、各種補助金獲得も視野に置いた事業計画の策定支援を拡大する。 

②事業承継に関すること 

平成 27年に実施したアンケート調査に対する回答、また巡回指導時のヒアリングや「事業承継セミ 

ナ―」及びそれに付随させた「相談会」の開催を通じて、事業承継に係る支援対象事業者の発掘（顕在
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化）に取り組んだが、十分な成果にはつながらなかった。 

 事業承継は、事業者が経営上抱える問題の中でも極めてデリケートな要素を含むことが多く、前広、 

かつ、大っぴらに相談しづらい面があることから、当該情報の入手が進まなかった。第２期においては、 

引き続き第１期同様の取り組みを実施するとともに、新たに、事業承継に係る事業者情報を得るための 

仕組みを工夫する方針である。  

③創業・第２創業支援に関すること 

 創業支援に係る取り組みとして実施した創業セミナーは、受講者が伸び悩んだ。原因の１つとして、 

開催日程等が参加を難しくしたことが判明しており、セミナーの設計を見直す必要がある旨認識してい 

る。また、セミナー及び個別相談実施後における受講者のフォローが不十分である点も「評価委員会」 

で指摘を受けており、反省材料となっている。 

 第 2期においては、参加者の拡大に向け創業セミナーの開催日、開催時間及びコマ数を改善するとと 

もに、セミナーを担当する講師の選定に注力する。（「経営者育成犬山塾」の講師陣は、その幅広い経 

営情報により受講者に好評） 

また、フォローを充実させる一環として、新たに、創業の立ち上がり段階を支援する措置（補助制度 

及び専門家の活用措置）を講ずるとともに、経営指導員等がマン・ツー・マンで支援する方針である。 

 第２創業に係る支援として、新事業を具現化するツールである「経営革新計画」の策定に向けた取り 

組みを実施したが、実績は、低調であった。この背景には、経営を革新する計画についての事業者の認 

識が希薄（「事業計画」の重要性の認識不足と同根）であることに加え、「中小企業等経営強化法」に基 

づく「経営革新計画」の作成・承認に伴う公的支援策の魅力不足があると考える。こうした中、近時、 

「経営革新計画」の承認が「ものづくり補助金」採択上の加点要素となっていることから、当該補助金 

を期待する事業者について「経営革新計画」の策定支援を行うケースが少数ながら出ている。第２期に 

おいては、引き続き新規事業への進出意欲を持つ事業者の開拓を実施するとともに、「ものづくり補助

金」の活用等をテコにして、経営革新に向けた計画の策定支援を強化する。 

 

<今回の申請における取組> 

（１） 現状及び課題 

①事業計画の策定支援 

当地域においては、基本的な経営方針として事業計画を策定する小規模事業者は少なく、補助金（設 

備投資等）の申請、融資の斡旋といった当面の課題があって初めて事業計画策定に着手する事業者がほ

とんどを占めているのが現状である。この背景には、小規模事業者において、事業計画策定のメリット

や策定の方法についての理解が不十分であることが考えられる。 

こうした中、内外の経済的・社会的環境が目まぐるしく変化する近時、ますます成り行きに流される 

経営を余儀なくされている小規模事業者が、その経営を計画に基づく自立的なものへとシフトさせるこ

との重要性は、改めて認識されるところである。このため、当会議所としては、経営実施面における事

業計画の持つ意義、利点を説き、その必要性の認識と策定意欲の喚起を促すとともに、事業計画策定の

実現に向けた支援活動を強化する。 

② 事業承継に関すること 

平成 27年に実施したアンケート調査では、後継者がいない企業の 70％は、将来、廃業するという結 

果がでている。この事実を踏まえ第 1期においては、後継者の育成や事業承継のためのセミナーを中心

に支援を行ってきたが、参加者数は少なかった。支援を実施した案件は、３件であり、うち１件は、事

業承継を完了しており、２件が承継向けての手続きを実施中である。なお、本事業承継案件については、
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経営診断は実施したものの、事業計画を策定するには至らなかった。 

 事業承継は、事業者にとってはデリケートな情報を多く含むものであり、事業承継問題を抱える事 

業者を如何に多く掘り起こすかが取り組み上の大きな課題となっている。 

③ 創業・第２創業支援に関すること 

毎年 1回、犬山市内で「創業塾」を開催し、創業者の掘り起しを実施してきたが、参加者は少ない状

態である。また、いちい信金等金融機関が主催する「創業セミナー」についても犬山市事業者の参加は

少ないなど、創業関係セミナー事業の成果は低調であった。この理由として、開催日程（創業塾の場合、

毎週土曜日 6時間×5日間）や開催地（犬山市外）が受講を敬遠させる原因の一つと考えられる。 

こうした中、創業関連セミナーに参加せずに市内で開業する事業者が、把握できる限りで 20 件ほど

あり、セミナーのカリキュラムを参加しやすいものに設計変更して、参加者を拡大することが課題とな

っている。 

また、セミナー受講後または開業後のフォローが不十分である点も認識されており、開業者がいわゆ

る「死の谷」に落ちないように、その事業運営をサポートする体制の構築が課題となっている。 

第２創業については、一義的には、「経営革新計画」の策定支援を軸に実施してきたが、策定件数は

毎年１件と低調裏に推移した。今後、当該計画策定のメリット等を喧伝して、事業者の新事業への進出

を増やすことが課題である。 

 

（２）支援に対する考え方   

① 事業計画の策定については、小規模事業者が取り組む持続的発展に向けた事業の筋を見える化し、 
計画的にその事業を実施し、効率的にその目標を達成するための基本であることを支援対象事業者に 
理解させるとともに、その策定作業を当該事業者との協働する形で実施することを通じ、事業の自立 
意識を向上させることを目指してこれを支援する。 

② 策定する事業計画の内容については、生産性の向上、新事業への進出、事業規模の拡大など積極的  
に事業展開を目指すものから事業の現状維持を図ろうとするものまで、事業者が追求する自らのある

べき姿を実現するために最適と考えられるものとする。 
③ 以上を踏まえ、第２期においては次の点に留意して支援を実施する。 

ア．事業者の計画的事業経営への意欲を喚起する観点から、その有用性が確認されている補助金等の交

付申請を契機とした事業計画の策定支援についても積極的に推進する。（補助金交付申請を行うた

め、経営指導員と共に事業計画を考察、策定する過程で得た体験知が、当該事業者の事業 計画に

する意識を向上させると認められる。） 

イ．事業計画の策定支援にあたっては、小規模事業者の自立的経営を実現する視点から、第１段階とし

て事業者自らが自らの「事業計画」（素案）を策定させる。 

ウ．事業者の策定した「事業計画」（素案）をブラッシュアップする段階において、外部の専門家の知

見を徹底的に活用する。 

エ．事業計画策定後の実施支援につなげる視点から、経営指導員や外部専門家及び事業者自身におい 

て計画実施の効果が確認できるように、計画実施効果の検証措置（補助事業における目的達成状況の 

検証等）を講じる。 

  

（３）事業の内容           

①事業計画等策定支援（改善・継続） 

  経営指導員等は、経営状況の分析に基づき「経営診断書」等、及び経営計画を策定した事業者を対 
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象に、事業計画策定への取り組みを支援する。 

ア．支援対象事業者に、「事業計画セミナー」「販路開拓セミナー」等に参加させ、自身の経営計画を策

定させる。 

イ．当該事業者の事業について、経営診断書等、最新の景気動向（日銀短観、LOBO調査、犬山市の統計、

RESAS等）、需要動向（インターネットによる業界情報、顧客に対するヒアリングやアンケート、競合

商品の売行きや売れ筋商品の把握、「日経テレコン POS 情報の活用」など）や、当該事業所の強み・

弱み・外部環境の変化情報などを踏まえた分析（SWOT 分析等）を実施し、その経営状況分析を元に事

業者が作成された「経営計画」の内容をブラッシュアップする。（当該事業者及び経営診断書等の作

成に関わった経営指導員等が専門家の知見を活用して実施） 

ウ．当該事業者は、ブラッシュアップした経営計画をベースに事業計画を策定する。 

エ．経営指導員等は、専門家を活用しつつ、「事業計画書」のブラッシュアップ支援を実施する。 

 

②事業承継に関すること 

 経営指導員等は、事業承継支援の対象事業者の選定から円滑な承継まで、次に掲げる支援事業を実

施する。  

ア．小規模事業者に対する事業承継支援施策の周知、ＰＲ活動 

・当所における「経営発達支援計画」における支援の内容、公的な支援施策や支援機関に係る情報な

どについて広報活動を実施し、各種支援策のＰＲ、普及を図る。 

イ．支援対象事業者の発掘 

・第２期に実施する『経営実態調査』の回答から、事業承継問題の有無など事業者個別の状況を把握

するとともに、その現状を踏まえて当該事業者を訪問することを通じ、掘り起こしを実施する。 

 ・第 1期で立ち上げた「認定支援機関等情報交換会」を活用して、事業承継問題を抱える企業情報を 

収集する。（個別金融機関との情報交換、個別税理士との情報交換等） 

 ・事業者からの融資相談、共済契約勧誘、会議所脱会届等の機会を捉えて、当該事業者情報を収集 

 し、承継問題の存在の有無を把握する。 

ウ．セミナーの開催 

  セミナーを開催し、事業承継の手法、手順等に関する情報を提供し、また併せて専門家による相談

会を開催し承継の円滑な推進を支援する。また、セミナー参加者の中から事業承継に関心のある事業

者を見出す機会とする。 

セミナーのテーマについては、事業承継を前面に出さないような工夫をし（例えば「損しない相続

対策と事業承継」、「後継者育成と事業承継」など）、該当する事業者の知られたくないという心理

面での抵抗を和らげ、参加しやすいものとする。 

エ．事業譲渡や M＆A等の事業承継に向けた支援 

 ・経営指導員等や専門家による相談会を実施する。 

・経営指導員等による事業承継診断及び承継に係る事業計画の策定を支援する。 

・東海税理士会の税理士と連携し、「担い手探しナビ」を活用した承継先探しを支援する。 

  ・承継希望者及び廃業予定者と開業希望者とのマッチングに向けた支援活動を実施する。 

 

③創業・第２創業支援に関すること 

  経営指導員等は、創業希望者・予定者の発掘から開業成功に至るまで、次の支援事業を実施する。 

ア．犬山市の「創業支援事業計画」に基づき、犬山市、市内金融機関と連携し、犬山市の広報ＰＲや金
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融機関等の窓口にチラシを配布し、創業希望者を募集し、発掘に向け支援を実施する。 

イ．発掘した創業希望者には、個別に担当の指導員等を決め、年に複数回開催する創業セミナーを受講

させ、必要に応じて専門家を交えて個別相談を実施し、創業計画の策定、その実施など開業から安定

した事業継続までの全段階（ゆりかごから墓場まで）を通して、伴走的な支援を行う。 

ウ．第 2創業を目指す事業者に対しては、経営革新セミナーを受講させるとともに、必要に応じて、補

助のメリットが大きい「ものづくり補助金」の申請と合わせて「経営革新計画」の策定支援を行い、

支援の実効を高める。 

エ．犬山市の空き店舗補助金を活用し、開業予定者の開業への負担を軽減し、開業及び事業の継続を支

援する。とりわけ、犬山ＴＭＯの役員会に出席し、同社と空き店舗や入居希望者の情報を共有し、犬

山城下町地区での開業者の増加を支援する。 

オ．平成 28 年に創設した当所「犬山商工会議所小規模事業者設備投資等補助金」の補助対象に、新た

に創業者を追加し、事業の立ち上がり段階ないし初期における円滑な設備投資の実施を支援する。 

カ．創業前後の段階をフォローするため、当会議所に「わん！ストップ丸っと解決相談所」を開設し、

専門家を積極的に活用し、幅広かつ綿密な支援を実施する。 （新規） 

キ．「起業家ビジネス交流会 起業家応援フェア」を開催する。 （新規） 

  創業希望者及び創業間もない事業者のビジネスの発表の場として、また他の事業者、マスコミ、金

融機関との情報交換の場として、ビジネスマッチングや異業種交流の機会を設け、創業希望者の発掘、

また創業者の継続的成長を支援する。 

 

（４）成果の活用（効果） 

①事業計画等策定支援 

  事業計画とは、自社の目指す将来の「目標」とそこにたどりつくための「具体的行動」を掲げたも 

のである。「金融機関に求められた」「補助金申請のために」等の理由で事業計画策定のきっかけにな

ることも多いが、本来は「前向きに」どのような経営を目指したいか、そのために何をすべきかであ

る。その事業計画を策定することは、行動意欲にもプラスに働き、より目標が現実味を帯び、そして

このことは、経営者のみに留まらず従業員にも、金融機関等の外部関係者にも、目標に向かおうとす

る力をもたらすことができる。 

 ある程度の規模の企業では方針や施策が何らかの形で共有化されるが、少人数であるほど従業員と

の対話が無かったり、親族であってもお互い何を考えているのかわからない等が往々にあるが、事業

計画の策定は、お互いの考えをわかり合い、納得の上で行動に導くことができる。 

 

③ 事業承継に関すること 

 事業承継を通じ、「会社のいま」を見つめなおし、経営の「見える化」や、会社の「磨き上げ」、社

の経営を誰に託すかなどについての方向を見極め、当該事業者の持続的発展をはかることにより、地域

経済社会の維持発展を支えることができる。 

 

③創業・第２創業支援に関すること 

創業セミナー等により、創業計画の策定、開業資金、税務、労務等に関する課題の解決についての指 

導を受けることにより、より開業の確実性が高まり、開業後も事業を安定的に営むことができる。 

 また、開業後に直面する様々な経営上の問題に対し、専門家による手厚いフォロー支援を受けること 

により、スピーディに問題の本質を捉え適切な対応を講じることができ、事業の生存率を高められる。 
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（５）目標  

 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 
事業計画策定件数 
  

 
５０ 

 
５０ 

 
５０ 

 
５０ 

 
５０ 

 
５０ 

第２創業 
経営革新計画策定件数  

 
 １ 

 
 ３ 

 
 ３ 

 
 ３ 

 
 ３ 

 
 ３ 

創業者数 
 創業計画策定件数         

１０ 
 １ 

１０ 
 ３ 

１２ 
 ３ 

１２ 
 ３ 

１５ 
 ３ 

１５ 
 ３ 

事業承継 
 事業承継診断件数 
事業承継件数  

 
  ５ 
 ０ 

 
２０ 
１ 

 
２０ 

2 

 
２０ 

2 

 
２０ 

3 

 
２０ 

3 
 
専門家派遣延べ回数 

 
５０ 

 
５７ 

 
５８ 

 
５８ 

 
５９ 

 
５９ 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

<第１期における取組と評価等> 

第１期の事業期間内に次の事業を実施した。「評価委員会」における評価、及び、それを踏まえた第

２期の取り組みの方針は、以下のとおりとする。 

 

事業の実施中、経営指導員は、原則３か月ごとに計画策定事業者を巡回して、進捗状況を把握すると

ともに、事業目的達成に向けて必要な措置等を講じ、フォローアップ活動を行った。「評価委員会」か

らは、一部に、事業所内全員が事業計画を共有していないことに起因する進捗上の障害が見られたほか

は、概ね良好との評価を受けた。なお、フォローの一環として、販促面での取り組み等に専門家を活用

したが、現行制度上の制約から派遣回数が十分ではないケースもあり、第２期においては、専門家活用

について新たな仕組みを構築する。 

 また、「小規模事業者持続化補助事業」等において、事業効果としての売上・付加価値向上の動向を

的確に把握する必要性を評価委員会から指摘されたことを踏まえ、第２期においては、計画事業終了後

における追跡調査を実施し、フォローアップ指導の強化を図る。 

 

<今回の申請における取組> 

（１）現状と課題 

  経営指導員等は、巡回指導による計画の進捗状況の把握・検証作業を 1事業あたり平均 4回程度実

施した。支援の内容は、事業実施に係る資金等の確保についてはほぼ満足できるものとなっているが

（補助金の確保等）、事業ごとの商品・サービスに係る個別需要開拓面での取り組みの強化が課題と

して残っている。また、支援体制面では、支援内容、頻度等について、支援担当者によるバラツキが

あり、逐次、職員の支援力の向上を図るとともに不足する点を外部専門家で補うことが課題である。 

 
（２）事業内容   

① 計画の実施進捗状況の把握及び対応措置の実施（改善・継続） 

経営指導員等は、計画の実施段階において、原則３か月に１回以上事業者を訪問するなどし、その

事業の進捗状況を把握する。また、事業の円滑な実施に必要な措置（店舗改装・機械工具・備品導入
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等の設備投資やホームページの制作、チラシの制作、展示会等への出展、新商品販売等の販路開拓）

を指導するとともに、当該措置を実施するのに有用な支援ツール（補助金、融資、税務・労務処理等）

の確保について必要な支援を実施する。 

② 専門家の知見の活用（「わん！ストップ丸っと解決相談所」の開設） （新規） 

事業計画実施段階以降の諸問題の把握、問題解決のための方法等について、高度な専門知見を有す

る専門家の支援をきめ細かく行うため、新たに「わん！ストップ丸っと解決相談所」を開設し、いつで

も、何度でも、無料で専門家を派遣する。（ミラサポ、伴走型補助金や犬山市補助金による専門家派

遣事業、名商のエキスパートバンク事業の併用） 

③ 決算終了後の経営状況の把握（新規） 

経営指導員等は、事業者の事業終了時後（原則３年間）において、当該計画の目標とした売上、付

加価値の向上等の達成状況、その要因等について事業者から報告を聴取し、その後のフォローアップ

指導に繋げていく。 

 

（３）目標 

 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 
フォローアップ 

対象事業者数 

（事業承継、創業、 

経営革新を含む） 

 

５０ 

 

５７ 

 

５８ 

 

５８ 

 

５９ 

 

５９ 

 

① 頻度（延回数） 

 

１０８ 

 

１７１ 

 

１７４ 

 

１７４ 

 

１７７ 

 

１７７ 

② 専門家派遣 

延べ回数 

 

５０ 

 

５７ 

 

５８ 

 

５８ 

 

５９ 

 

５９ 

③ 取組み後の売上

増・現状維持 

事業所数 

取組み後の付加

価値増・現状維持

事業所数 

 

３０ 

 

 

３０ 

 

３８ 

 

 

３８ 

 

３９ 

 

 

３９ 

 

３９ 

 

 

３９ 

 

４０ 

 

 

４０ 

 

４０ 

 

 

４０ 

 
 
６．需要動向調査に関すること 

<第１期における取組と評価等> 

第１期の事業期間内に次の事業を実施した。「評価委員会」における評価、及び、それを踏まえた第

２期の取り組みの方針は、以下のとおりとする。 

 

① 市場、消費、需要動向調査 

  事業者の事業計画の策定及び実施の段階で、経営指導員等が商品の消費動向や人口構成等を把握す

るため、事業者に係る業界団体が公表している調査データの活用を中心としつつ、国、県、市等の調

査データを利用した。しかし、国等のデータについては、補足的な利用にとどまり、その効果も限ら

れたものであった。今後、支援活動におけるデータ分析力の高度化が課題となる中、外部の専門家等

のアドバイス等を得つつ、各種データの活用方法を改善し、引き続き実施する。 
  また、日経ＰＯＳなどのデータについては、一部に小規模事業への適用面での限界（適用できる適
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切なデータの不足）や、費用対効果の面での問題（利用料が高額）があり、この点、「評価委員会」

からの指摘もあり、実施を見合わせるとともに、「ＲＥＳＡＳ」等については、経営指導員等の活用

ノウハウへの習熟を図りつつ、より有効な活用を目指す。 
 
② 消費者リサーチによるニーズ情報の収集、提供 

  支援対象事業者の取扱い商品等について、当会議所のメイン催事に位置付けられる「犬山市産業振

興祭」において、消費者ニーズのアンケート調査を実施するとともに、ブースを設け当該商品のＰＲ

や販売促進活動を実施した。しかし、当該産業振興祭は、年１回、期間２日間であり、また、ブース

面積上の制約もあり、効果は限定的であった。こうした結果を踏まえ、第２期は、産業振興祭と同時

開催される名古屋経済大学と協働し、同大学のキャンパスの活用をするなど、取り組みの枠を拡大す

る。 
  また、新たに、新規創業者の商品等についての販売応援活動や、地域開発商品としての「犬山ドッ

グ」のブランド化に向けた事業を実施する。 
 

<今回の申請における取組> 

（１）現状及び課題 

①市場・消費・需要動向調査 

  市場・消費・需要動向調査においては、指導員等が個々にインターネットで業種と需要動向を検 

索し、国等支援機関や民間の業界団体等で調査した内容の表示を活用する方法を行ったが、実際に活   

 用できる機会は非常に少なかった。 

②消費者リサーチによるニーズ情報等の収集、提供 

消費者リサーチによるニーズ情報の収集については、「犬山市産業振興祭」会場において、これま 

 で伴走型支援をしてきた事業所の取り扱う商品やサービス内容について来場者にＰＲするブースを

設けて実施した。初年度は、事業ＰＲ、商品についてのパネル展示のみ実施であり、来訪者の反応が

十分に把握できず、２年度目からは、商品の展示等とともに事業者が常在し、ＰＲ、説明に当った。

この結果、来訪者への説得性が高まり、事業者から好評を得た。参加は４事業者であり、会場のスペ

ース確保の問題もあるがこの参加者の増加に加え、こうした機会の設定の拡充が今後の課題である。 

③ 「犬山ドッグ」関連事業 

  当会議所が犬山の新たな特産品（名物料理）を目指して平成２４年に開発に着手した「犬山ドッグ」

は、参加店の増減を繰り返し、現時点において１６店舗が登録されている。近時は、犬山市内の小中

学校の協力を得て、「生徒が食べたい犬山ドッグ」を考える事業を始め、応募作品の中から大賞を決

定し、それを実際に給食として提供する事業等を実施している。３０年度は、１８６０件の応募作品

の中から大賞、優秀賞、アイデア賞等を選定し、「犬山市産業振興祭」において表彰式を行うなどの

周知普及活動に加え、犬山市の「戌年記念事業」の一環として、参加店５店舗を回ると好きなドッグ

がもらえる「スタンプラリー」や市内の小中学生を対象とした「大試食会」などの事業を実施した。 

こうした取り組みの結果、市内における認知度も徐々に向上しているが、取扱い店舗の絶対数が少

なく、また生産数の制約等から、特産品の域には達しておらず、取り組みの強化が課題となっている。 

 

（２）事業内容 

①市場・消費・需要動向調査 （改善・継続） 

経営指導員等は、次に掲げる、国、県、市等が公表する消費等の動向に関する情報の中から、支援 
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対象事業者の商品・サービスに関する情報を抽出、分析し、当該事業者に提供する。 

ア．経済産業省の「消費者動向調査」、製造業関連の動向が把握できる「ものづくり白書」 

イ．東海財務局の「愛知県内経済情勢報告」（消費、生産、雇用情勢、住宅建設、設備投資、公共事業、 

輸出入などの情報）                          

ウ．愛知県内経済情勢報告、ＷＥＢ統計あいち 

エ．犬山市の統計（消費生活等） 

オ．日本政策金融公庫の「小規模事業者の経営指標」 など 

カ．「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」）の活用  

経営指導員等は、「地域経済分析システム」の「観光マップ」を利用し、支援対象の観光関連事業

者がターゲットとする観光地での人の動き等についての情報収集を行い、これを提供する。（同「観

光マップ」には携帯電話の位置情報を利用して人の移動を「見える化」する機能がある。） 

また、支援対象小規模事業者へ、同システムの操作方法や目的に応じた情報活用方法についてアド

バイスを行い、事業者自らの情報源として活用できようにする。 

 

調査種類 調査項目 頻度 

ア．消費動向調査 経済産業省の消費動向調査 随時 

イ．愛知県内経済情勢報告 
消費、生産、雇用情勢、住宅建設、設備投資、公共事業、

輸出入などの情報 
随時 

ウ．愛知県の WEB 統計あいち 名古屋市消費物価指数、１世帯当たりの平均支出 随時 

エ．犬山市の統計 消費生活、労働、土木及び住宅 随時 

オ．経営指標 業界経営指標 随時 

カ．地域経営分析システム 市内観光地の人の動き等 随時 

 

②消費者リサーチによるニーズ情報等の収集、提供（改善・継続） 

経営指導員等は、事業計画策定事業者が売りたい商品等を販売・ＰＲ用のブースを設け、来訪者の購

買動向、反応等を見極めるとともにその意見を聞き、当該商品等に係る消費者ニーズ等の情報を収集す

る場として、次に掲げる施設を活用して行う販促活動を支援する。 

ア．犬山商工会議所を始め地域の産学官農等が連携して実施する「犬山市産業振興祭」開催会場及び 

 名古屋経済大学のキャンパス 

イ．犬山ＴＭＯが運営する「犬山特産品館」施設 

ウ．犬山市内や連携関係にある近隣商工会議所等の各種イベント会場 

エ．「起業家ビジネス交流会 起業家応援フェア」会場（大型商業複合施設 例「イオン」）（「４．事

業計画策定支援」の項で前述） 

 

（３）目標 

会場等 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ア．犬山産業振興祭 

（販路開拓等出店事業所数） 
４ ６ ６ ８ ８ ８ 
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イ．犬山特産品館 

（新商品等販売品目数） 
１ １ １ １ １ １ 

ウ．その他イベント会場 

（販路開拓等出店事業所数 
１ １ １ １ １ １ 

エ．起業家ビジネス交流会 

起業家応援フェア 
１ １ １ １ １ １ 

 

③犬山ドッグ関連事業（新規） 

 犬山の特産品として広く認知され一定の評価を得るために、実施組織を強化し（「犬山ドッグ推進委

員会」）、次に掲げるＰＲ、普及活動を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田市長と日比野会頭も犬山ドッグをガブリっ！！  コラボ事業「学生が考えた犬山ドッグ」は 

                         飛ぶように売り切れた。 

 

ア．「犬山ドッグ」のブランド化に向けた調査の実施 

・「犬山ドッグ」の試食会を定期的に行い、参加者からブランド化に向けた意見を聞くためのアンケ

ート調査を実施する。 

・観光来訪者の「犬山ドッグ」についての認知度、ニーズ、意見等を把握し、「犬山ドッグ」の魅力

の向上、バリエーションの拡大を図り、取扱い事業者の商品販売の増加につなげる。 

イ．参加店舗の拡大及び売り上げの増加 

 ・飲食店（喫茶店）への参加勧誘を行い、参加店舗の拡大を図り、認知度ＵＰによる集客を目指す。 

 ・既存参加店のＰＲをあらゆる機会を活用して行い、集客を図り、売上ＵＰにつなげる。 

ウ．商標登録 

   商標法に基づく「地域団体商標」登録を目指す。 

エ．観光来訪者に対するアンケート調査（再掲。「地域経済動向調査」の項参照） 

  認知度の程度、商品の形状・質や試食後の感想・要望・意見等について観光客にアンケートを実施

する。 

 

（３）目標 

会場等 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
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① 試食会参加者数（人） 

 

８０ ８０ ８０ １００ １００ １００ 

② 調査対象事業者数 

（参加店数） 

１４ １６ １６ １８ １８ １８ 

 

（４）成果の活用（効果） 

①市場・消費・需要動向調査 

 事業計画の策定支援において、需要を見据えた的確な事業計画を策定するための参考データとして 

活用する。 

②消費者リサーチによるニーズ情報等の収集、提供 

事業計画に基づく商品・サービスの開発改良及びその販売活動の基礎的資料として活用して、当該事

業計画の実効性を向上させる。 

③「犬山ドッグ」関連事業 

 ・犬山ドッグ取扱い事業者にアンケートの結果を提供し、消費者等の意見を反映させた商品の開発及

び商品内容の充実につなげる。 

 ・「地域団体商標」登録に向け、その登録条件を満たす上で必要な「犬山ドッグ」の地域特産品とし

ての姿づくりの資料とする。 

  

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

<第１期における取組と評価等> 

第１期の事業期間内に次の事業を実施した。「評価委員会」における評価、及び、それを踏まえた第

１期の取り組みの方針は、以下のとおりとする。 

 

①展示会・商談会参加事業については、小規模事業者の認知度の低さに加え、参加費用や開催期間な

ど資金的・人的コスト面での負担から、出展者数が伸び悩んだ。 
展示会・商談会等への視察ツアーを企画する等、本事業の周知やメリットを徹底し、第２期も継続し

て実施する。 
②ビジネスマッチング事業については、割合は低いものの、小規事業者の参加者数、商談数とも順調 

に推移しており、第２期においても、新たな参加者を募ってその絶対数の拡大を目指す。これら事業に

ついては、参加者における需要開拓面での効果の確認などその後の検証が不足している旨の「評価委員

会」の指摘があり、第 2 期においては、マン・ツー・マン方式によるフォロー活動を実施する。 
③「技術シーズ案内書」の発行事業については、掲載事業者の 8 割強を小規模が占める中、新たな取

引先を探していた事業者に対して本案内書を活用した情報提供を行った結果、取引に成功した事例もあ

り、印刷物を媒体としたマッチング手法として有効性が確認されており、第２期においても、掲載情報

の充実、掲載事業者数の拡大を図りつつ、継続実施する。 
④「グルメ＆ナイトマップ」作成事業については、近時、犬山への観光来訪者が増加する中、観光関

連事業者からの新規参加希望が増え、また、犬山市、名古屋鉄道を始め多くの関係機関・団体からの賛

同も得られる中、「評価委員会」からは、効果についてのフォロー不足を指摘されている。こうした点

を踏まえ、第２期においては、紹介企業の拡大、発行部数の増加を図るとともに事業者へのヒアリング

等を行って効果を確認する形で実施する。 
⑤「ホームページ作成支援」（セミナー）事業については、ＩＣＴの活用の糸口として参加事業者か
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ら好評を得たが、「評価委員会」からは、効果検証のフォロー不足を指摘されている。第２期において

は、内容の充実、参加の者の拡大、効果の検証の３点を基軸に実施する。 
⑥「観光事業者向け研修」事業については、とりわけ観光客が多い城下町地区の事業者に偏り、参加

者数がやや少なかった。第２期においては、参加者の拡大を図る視点から、他の地区からの参加を積極

的に募り実施する。 
⑦「Ｌｉｎｋｅｒｓ」活用事業については、当会議所担当職員（Linkers 登録者）に、入手した Linkers

情報の内容を理解しマッチングに適切な事業者を選定するのに必要な目利き能力が不足しており、事業

者へ情報提供等の面においてほとんど機能しなかった。こうした点を踏まえ、第２期においては、

Linkers 事業者との調整を行い、当該情報を必要とすると想定される事業者に直接提供されるような仕

組みを作る形で実施する。 
 
<今回の申請における取組> 

（１）現状と課題 

①展示会・商談会参加事業 

全国的規模の異業種交流会である「メッセナゴヤ」、地方自治体等が主催する各種の「ビジネスマ

ッチング」などの事業を活用した取り組みや企業情報等の発信、提供に係る取り組みを通じ、小規模

事業者の新しい需要の開拓を支援してきた。しかし、事業ごとに具体的な狙いや目標などに明確な取

り組み方針を欠き、十分な効果を上げるには至っていない。今後、事業ごとに支援対象事業者の範囲、

商品等の展示やＰＲの方法、情報等の提供方法などを整理し、対象とする事業者の展示意欲を刺激し、

参加者を増やすことが課題である。 
②ビジネスマッチング 

 主に犬山市内の小規模な製造業者を対象に、近隣の製造業者との出合いの場を提供することにより、

新たな取引や事業展開のための商談につなげ、新規需要開拓に資するとともに、参加を機に新しい情

報交換等のルートを開設し、当該事業者の事業活動の範囲の拡大につなげる。また、他団体・他商工

会議所との連携を図る場として活用する。事業者ごとの参加効果の検証が課題となっており、マン・

ツー・マン方式によるフォロー体制づくりを進める。 
③「技術シーズ案内書」発行事業 

主に製造業者を中心に小規模事業者を選定し、その企業情報・製品情報等を冊子に取りまとめ、こ

れを市内外に幅広く提供することにより、当該事業者の製品等をＰＲし、販路の開拓を図った。これ

まで、本事業を通じ、取引が成立する効果も出ており、自社ＰＲを図るうえでは大変有意義であるこ

とが確認されていることから、効果拡大のため、掲載事業者の増加、掲載情報の改善など、取り組み

の強化が課題である。 

④「グルメ＆ナイトマップ」作成事業 

犬山への観光来訪者が増加する中、来訪者への商品・サービス情報等を提供し、サービス・飲食業

系の小規模事業者のＰＲ、売上の拡大を図った。 
本事業実施にあたっては、犬山市・名古屋鉄道をはじめ多くの機関・団体の賛同の下、活用範囲の

広がりを視野においた事業の展開が必要と考えている。 
⑤「ホームページ作成支援」（セミナー）事業 

本事業は、SNS や自社でホームページが作成できない小規模事業者（全業種）を対象とし、SNS
活用方法や、無料ソフトの利用によるホームページの作成を支援し、効果的な自社の PR、製品・商

品の PR を実現し、販路拡大・売上向上につなげた。 
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  本事業による集客力や売り上げの向上等について効果を確認するなど、作成後のフォロー体制の整

備が課題となっている。 

⑥「観光事業者向け研修」事業 

外国人観光客の増加を背景としたインバウンド需要の拡大を図ることを目的に、外国人観光客の対

応に困っている観光関連事業者・サービス事業者（小規模事業者）を対象とした「研修会」を開催し

た。これまで、参加事業者は、もっぱら城下町地区に限定されたかの感があり、参加者の面的な拡大

が課題となっている。 
⑦「Ｌｉｎｋｅｒｓ」活用事業 

日本最大級のモノづくり系マッチングサービス「Linkers」を活用し、年間３００件のオファー情

報を入手し、マッチング可能事業者を探したが、結果は、０であった。 
本事業のコーディネーターとして登録している当所担当職員の目利き力の不足がボトルネックの

一つと認識されることから、仲介の仕組みの改善が課題となっている。 
 

（２） 事業の内容 

①展示会・商談会参加事業  

本事業は、工業を中心とする小規模事業者を対象に、企業情報、技術情報、取扱い製品等を提供、

展示し、新しい取引先を開拓するとともに、自社の経営に役立つ情報を出展他社から収集する機会と

してこの展示会等を活用し、参加事業者の需要拡大につなげる支援を行う。 
 

ア．「メッセナゴヤ」への出展（11月）（継続） 

メッセナゴヤ実行委員会（愛知県・名古屋市・名古屋商工会議所）が主催する日本最大級の異業

種交流会である「メッセナゴヤ」の展示会場に当会議所のブースを設置し、参加事業者の製品等を

展示するとともに、犬山地域の PR を実施し、当該事業者の販路拡大・売上向上につなげる。 
近時、「メッセナゴヤ」は出展参加希望者が増加しブース確保が難しくなる中、当会議所は、会

議所単体ブースを確保できる強みを活かしつつ、ブース出展事業者の拡大（ブース面積が限られる

ため、入れ替え）を図り、事業者支援を面的に拡大させる。また、市内小規模事業者等を対象に視

察ツアーを開催し、本事業に対する関心を高める試みを実施する。また、犬山市は、３０年度から

展示会出展者へ助成措置を講じており、これを活用した参加者の拡大を図る。 
終了後、参加事業者に対するヒアリング等を通じて成果、課題等を把握し、フォロー活動を実効

あるもとする。 
（開催頻度等） 
年１回 ４日間 

 
イ．「ビジネスフェア」への出展（１０月）（継続） 

東海地区の 39 信用金庫が主催し開催する「しんきんビジネスフェア」の会場に当会議所ブース

を設け、参加事業者の製品等を展示するとともに、犬山地域の PR を実施し、当該事業者の販路拡

大・売上向上につなげる。 
終了後、参加事業者に対するヒアリング等を通じて成果、課題等を把握し、フォロー活動を実効

あるもとする。 
（開催頻度等）  

年 1回 1日間 
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ウ．「き業展」への出展（1月） 

岐阜県多治見市が主催する「き業展」に当会議所のブースを確保し、出展参加する事業者の製品

等を展示するとともに、犬山地域の PRを実施し、当該事業者の販路拡大・売上向上につなげる。 

終了後、参加事業者に対するヒアリング等を通じて成果、課題等を把握し、フォロー活動を実効

あるもとする。 
（開催頻度等） 

年 1回 2日間 

 

（効果） 

ア．ビジネスフェア、イ．ビジネスフェア、ウ．「き業展」共通 

・参加事業者は、ブース来訪者の反応や出展他者の展示方法等を観察することにより、自社の

商品・製品の展示、PR 方法についての知見、気づきを得られ、自らの販売方法、PR 方法に

活用できる。 
・ブース来訪者との対話、意見交換を通じて自社製品の強み、弱みを発見ないし再認識し、以

後の製品販売、製品開発に役立てることができる。 
・大規模展示会に出展する機会や経験の無い小規模事業者にとって、自社製品についての客観

的な位置、評価等を認識する機会となり、今後の売り込み等販売戦略の目処立てができる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標）  

 

（支援の内容） 

ア．ビジネスフェア、イ．ビジネスフェア、ウ．「き業展」共通 

出展数 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ア．メッセナゴヤ 

（目標商談件数・成約

件数） 

７ 

(0・0) 

８ 

(20・3) 

８ 

(20・3) 

１０ 

(20・3) 

１０ 

(20・3) 

１０ 

(20・3) 

イ．ビジネスフェア 

（目標商談件数・成約

件数） 

９ 

(0・0) 

９ 

(20・3) 

９ 

(20・3) 

９ 

(20・3) 

９ 

(20・3) 

９ 

(20・3) 

ウ．き業展 

（目標商談件数・成約

件数） 

１ 

(0・0) 

１ 

(10・1) 

１ 

(10・1) 

１ 

(10・1) 

１ 

(10・1) 

１ 

(10・1) 

 
 

メッセナゴヤ 
 

ビジネスフェア 
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・参加事業者の新規取引先の獲得に有効な製品の展示、情報提供等の手法について、必要に応じて専

門家の知見を交え、アドバイスを行う。 
・販路拡大への取り組みを考えている積極的な事業者を選定し、また、「犬山市産業振興祭」事業に

参加した事業者のうち意欲ある事業者に出展を促し、出展参加事業者の層を広げる。 
・参加事業者との「出展前打合せ会」を開催し、展示効果を高める観点から、各事業者ブースのレイ

アウトの統一や飾り付け、製品の展示方法等についての改善・見直しを実施する。 
 
②ビジネスマッチング（継続） 

（実施方法） 

ア． 「地域商談会（尾張会場）」への参加支援（6月）（継続） 

取引の拡大を目指す尾張エリアの小規模製造業者を対象に、あいち産業振興機構と共催する「地域

商談会（尾張会場）」への参加を促して、商談の機会づくりを支援する。 

終了後、マン・ツー・マン方式によるフォローを実施する。 
（開催頻度）  

年 1回 1日 

イ．「アライアンス・パートナー発掘市」への参加支援（7月）（継続） 

取引拡充・新規事業展開・新たなパートナー募集を希望する小規模事業者を対象に、愛知県内の 

商工会議所会員間で行う業種を超えた商談会「アライアンス・パートナー発掘市」への参加を促して、

商談の機会づくりを支援する。 

終了後、マン・ツー・マン方式によるフォローを実施する。 
（開催頻度） 

年 1回 5日間 

ウ．「多治見ビジネスマッチング 企業お見合い」への参加支援（10月）（継続）   

取引拡充・新規事業展開・新たなパートナー募集を希望する小規模事業者を対象に、岐阜県多治見

市が主催する「多治見ビジネスマッチング 企業お見合い」への参加を促して、商談の機会づくり

を支援する。 

 終了後、マン・ツー・マン方式によるフォローを実施する。 
（開催頻度） 
年 1回 1日 

 
（効果） 

  ア．地域商談会、イ．アライアンスパートナー ウ．多治見ビジネスマッチング 共通 

参加事業者らは、本事業への参加により、自社の製品・サービスや技術のＰＲを幅広く行えるとと

もに、他社が求めるニーズを理解することができ、取引拡充のチャンスを得るとともに、他社が求め

るニーズに合った商品改良・開発やサービスの充実の手掛かりを得ることができる。 
 
（目標） 
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③「技術シーズ案内書」発行事業（改善・継続） 

工業系小規模事業者を中心とした事業者の企業概要、事業内容、技術情報、製品情報等を集中的に

集約し、これを事業者ごとに A4 版 1ページに整理して編集した「技術シーズ案内書」を作成する。 

  また、今後はアンケート調査を実施し、利活用状況、意見等についての把握を図り、内容の完成度

を高める。 

 

（開催頻度） 

2年に 1回発刊 3,000部 

 

（効果） 

・当会議所が案内書の作成作業を支援対象事業者と共同で行うことにより、当該事業者の負担も少 

なく、安価な案内書が作成できる。  

・掲載事業者らは、このパンフレットを活用し、自社の製品や事業内容をＰＲすることが容易にでき、 

取引拡充や販路開拓のためのツールの１つとして広く活用することができる。 

・地域の複数の企業情報が１冊に掲載されており、掲載事業者にとっては１対１の企業ＰＲの場合に 

比べ、面的なＰＲ効果が高まる。 

・当会議所が発行することにより、内容の確かさや掲載事業者の信用力に対する評価が高まる効果が

期待できる。 

 

（目標） 

平成 27年度は市内工業系の事業者 25社の参加であったが、2年に一度程度の発刊とし、25社を上

回る 30社程度の参加を目指す。 

   ※隔年事業のため、３０年度は発行しない。 

 
④「グルメ＆ナイトマップ」作成事業（継続） 

出展数 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ア．地域商談会 

（目標商談件数・成約件数） 

１０ 

(0・0) 

１０ 

(3・1) 

１０ 

(3・1) 

１２ 

(3・1) 

１２ 

(3・1) 

１２ 

(3・1) 

イ．アライアンス・パートナー発掘市 

（目標商談件数・成約件数） 

１２ 

(0・0) 

１２ 

(3・1) 

１３ 

(3・1) 

１５ 

(3・1) 

１５ 

(3・1) 

１５ 

(3・1) 

ウ．多治見ビジネスマッチング 企業お見合い 

（目標商談件数・成約件数） 

１ 

(0・0) 

１ 

(3・1) 

１ 

(3・1) 

２ 

(3・1) 

２ 

(3・1) 

２ 

(3・1) 

目標数 29年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

技術シーズ案内書

掲載事業者数 
２６ ３０ ０ ３０ ０ ３０ 

技術シーズ案内書

各社ＰＲ 

（配布）件数 

５０ ５０ ０ ５０ ０ ５０ 

技術シーズ案内書

活用商談件数 
１ ３ ０ ５ ０ ５ 
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サービス業・飲食店を中心とした事業者を対象に、当該店舗情報・メニュー情報・価格情報などを

収集しこれを分かりやすく整理・編集し、“夜”に特化した「グルメ＆ナイトマップ」を作成、市内

観光案内所、観光スポット等を通じ来訪者に広く配布し、掲載事業者の PR、来場客増、売上増につ

なげるとともに、犬山市の観光力の向上に役立たせる。 
  また、適宜、掲載事業者及び観光来訪者に対するアンケート調査を実施し、利活用状況、意見等に

ついての把握を図り、内容の充実を図る。 

 

（頻度） 

年に 1回 3万部 

 

（効果） 

・来訪者への情報提供を行うことにより、観光地犬山のサービス・飲食業系の小規模事業者の PR 売

上拡大に繋げ、市内観光消費の増加を図ることができる。 
・犬山の“おもてなし”力を向上させるツールの１つとして、市のイメージアップ効果が期待できる。 

 
（目標） 

    

 

⑤ＳＮＳ・ホームページ作成支援【継続】 

専門家による「無料ソフトを活用したホームページ作成」、「ＳＮＳ活用による販路拡大」をテーマと

した支援セミナー開催する。 
また、事業者に対し、ヒアリング等を実施して作成したホームページ等の利・活用状況、集客面等で 

の効果、問題点等を把握し、必要に応じて専門家を派遣し、そのフォローを実施する。 

 

（開催頻度等） 

年 1回 1日 

 

（効果） 

・今までホームページを持たなかった小規模事業者がネットを活用して、自社を広くＰＲし、多くの

消費者に製品・商品等の周知ができるようになり、販路拡大、売上向上の機会を得ることができる。 
 ・ＩＣＴ活用の第１歩として、事業者の情報通信リテラシーの向上が期待できる。 
 

（目標） 

 

目標 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

グルメマップ掲載者数 ２８ ２８ ２８ ２８ ２８ ２８ 

マップ持参による 

新規売上拡大件数 
２ ５ ５ ５ ５ ５ 
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⑥観光事業者向け研修【継続】 

当会議所、犬山市観光協会、その他関連団体と連携し、インバウンドを見据えた事業の一環として、

観光事業者・サービス事業者を対象に外国人観光客への対応力向上を目指した研修を行う。 
 とりわけ東南アジアからの来訪者に特化した内容の研修に注力する。 
  城下町地区を始め、栗栖、入鹿地区の関係事業者への働き掛けを強くし、参加者の増大を図る。 

 

（開催頻度） 

年 1回 1日 

 

（効果） 

・観光事業者・サービス事業者の外国人観光客に対する接客面、販売商品、サービス面に係る問題解決

の一助となり、的確な事業の展開が図られる。 
・来訪する外国人に対するサービスの向上が図られ、当該事業者の評価・売上の向上に資する。 
 

（目標） 

 

⑦「Ｌｉｎｋｅｒｓ」（マッチングサービス）の活用（改善・継続） 

※リンカーズ㈱が、東経連ビジネスセンター・中部経済連合会・関西経済連合会・九州経済連合会

等の主要経済団体と連携して行う、大企業・中堅企業のニーズと中小・小規模ベンチャー企業が有

する技術シーズのマッチングサービス。 
 
（実施方法） 

Linkers へのコーディネーター登録を行い、大手企業からの発注情報を収集、把握するとともに、

当該情報をそれに対応できると思われる地元中小・小規模事業者に提供、両者を仲介することにより、

B to B マッチングを成立させ、当該事業者の販路開拓への寄与を目指す。 
大手企業からの照会案件があった場合には、登録した当会議所職員が、該当する事業者を探し情報

提供を行う。 
「Linkers」事業について、当会議所が関与していることを広く地域小規模事業者に周知するとと

もに、巡回時の機会を通じ、事業者の技術シーズ等を積極的に収集し、マッチング率の向上を目指す。 
 
（頻度） 

紹介案件ごと 

（効果） 

中小・小規模事業者にとって、今まで皆無であった大手企業との新たな取引の拡充・販路拡大につ

ながる。また、マッチングの新たな手法の一つとして活用できる。 

目標 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

セミナー参加者数 ２１ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

ホームページ開設者数 ３ ５ ５ ５ ５ ５ 

目標 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

セミナー参加者数 １２ １３ １３ １５ １５ １５ 
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（目標） 

 ※対応可能な限りの情報提供を行う。 

 

（展示会・ビジネスマッチング事業の開催タイムテーブル） 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

７．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

<第１期における取組と評価等> 

第 1 期の事業期間内に次の事業を実施した。「評価委員会」における評価、及びそれを踏まえた第２

期の取り組みの方針は、以下のとおりとする。 

 
本取り組みについては、「評価委員会」において、取り組みごとにバラツキが大きく、取り組み状

況、成果等の評価・検証を踏まえて整理する必要がある旨指摘を受けた。個々の事業については、次

のとおり。 
① 「犬山市産業振興祭」活用事業は、当会議所を主体に市を挙げて実施する事業として定着しており、

主に市民向けに物販や娯楽的イベントといった内容で開催されてきた。近時、当振興祭へ来場者が

増大しており、とりわけ市外からの来場が激増（本会場は、自転車愛好者によるサイクリング・ツ

アー（参加者 800 人）や、名鉄のハイキングイベント（参加者 1,800 人）のチェックポイントに登

録）、その賑わい度は高まりをみせている。これに伴い、参加商工業者における経済的効果も少なく

ない状況となっている。また、「経営発達支援計画」では、本振興祭を地域小規模事業者の経営発達

を図る場として活用する観点から、会場内に支援対象事業者の商品、サービスのＰＲなどを行うコ

ーナー等を設置し、これを支援してきた（「６．需要動向調査に関すること」の項で前述）。この取

り組み自体はまだ緒についたところであるが、参加事業者からは好評を得ており、地域経済の活性

化への寄与度は向上している。第２期では、支援対象者を増やしつつ継続して実施する。 
② 「犬山祭」活用事業については、これまで、犬山祭保存会、犬山市、当会議所等で組織した「犬山

お城まつり実行委員会」を実施主体として、神事としての性格に地域活性化のための催事としての

側面を合わせ持たせた形で開催、運営されてきた。平成 28 年、この方式が廃され、以後、犬山祭保

存会が主催する神事として開催されるに至った。こうした背景変化の下、犬山祭の実施方針等への

目標 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

情報提供件数 ２５ ２５ ２５ ３０ ３０ ３０ 

成約件数 ０ １ １ １ １ １ 

開催月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

① 展示会参加事業             

ア．メッセナゴヤ        ●     

イ．しんきんビジネスフェア  
 

    ●      

ウ．き業展          ●    

② ビジネスマッチング             

ア．地域商談会   ●          

イ．アライアンス・パートナー発掘市    ●         

ウ．多治見ビジネスマッチング 
      ●      



４３ 
 

当会議所の関与の機会が断たれるなど、「経営発達支援計画」に沿った活動に大きな制約がかかり、

第１期はほとんどの事業が未着手となった。 こうした状況は当面変わらず、第２期では、本事業

は、廃止する。 
③地域振興活性化事業については、地区の認知度の向上、商業の活性化を目指す地区ごとの取り組みに

ついては、熱意、方向性等にバラツキが生じてきている。 こうした中、商業の活性化から地区住民

の親睦・交流へと活動方針を変更する地区については、本事業の対象から外すなどの見直しを行い、

継続する地区については、効果検証のための基準等を定めて実施する。 
④地域産業資源の活用事業として、「犬山ドッグ」については、当会議所に犬山ドッグ推進委員会を新

たに設け、「犬山ドッグ」取扱い事業者の新規開拓、試食会等市民への周知普及活動、展示会等への

出店に取り組み、一定の効果を上げてきた。第２期においては、商標登録の実現、小・中学校との連

携強化を通じ、児童、生徒をテコとした市内認知度の向上等、取り組みを広げて実施する。 
また、桃太郎神社については、御朱印帳を始め、土産物の制作、販売に着手しており、第２期におい

てもこの方向で、引き続き実施する。 
⑤観光振興事業については、グルメ・マップの作成及び外国人向け看板設置が、未実施に終わった。グ

ルメ・マップの作成は、同種のマップ作成を計画している複数の市内他団体との事業調整が進まなか

ったのが原因であった。第２期では、当該調整を行った上で実施する。なお、看板の設置は、市役所

内の関係する部課が多く、調整が進まない点を踏まえて、第２期においては廃止する。また、飲食店

の外国語表記メニューの整備に向けたセミナーは、インバウンド観光客の増加を反映して参加者が多

く、第２期においては、市内の国宝等文化財に係るテーマにセミナーを実施する。  
⑥まちづくり関連団体連携事業については、経済活性化効果が見られず、第２期においては、本事業は、

廃止する。 
 

<今回の申請における取組> 

（１）現状と課題 

犬山市産業振興祭活用事業を始めとした本取り組みは、当会議所が関与する（できる）度合いにより、

その進捗状況、効果の程度に差が生ずるのが実態である。当該取り組みに期待するところ（目的）につ

いて、当会議所と他の関係者間における認識面でのかい離は大きく、また、その経済的効果も数値的、

短期的に捉えがたいことも否めず、取り組みが惰性に流れやすい。この観点から、取り組みごとの効果

指標を設定し、ねらいを明確化し、これをベースに関係機関・団体との調整を進めることが課題と考え

ている。個々の事業における現状と課題については、次のとおり。 
 
① 「犬山市産業振興祭」活用事業 

 当会議所、犬山市農業祭推進協議会、犬山市、名古屋経済大学、犬山市観光協会、犬山市特産品協

会、（社）小牧法人会犬山支部等が「犬山市産業振興祭実行委員会」を構成し、犬山市の商工業、農

林漁業、医療福祉等の総合的発展を図るため、毎年 10月に実施している。 

 長年にわたり、様々な構成団体等からなる共催団体形式で実施しているため、個々の事業内容に相

互連携性は薄く、毎年決定するテーマも抽象的なものとならざるを得す、統一的事業を行うことが困

難となっている。こうした中、名古屋経済大学学園祭との同日・協働開催を通じての相互交流の拡大

に加え市外からの来場者が増えた効果もあり、会場は大いに賑わうに至っている。今後、関係者が地

域産業の振興を図るという意識の下に、この賑わいを市内商工業者の経済的効果につなげるための事

業の立案、実施が求められる。また、経済的効果の度合いを測る基準の設定が大きな課題となってい
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る。 

②「犬山祭」活用事業 

犬山祭は、平成 28 年以降、神事として、犬山祭保存会により開催されている。それまで当会議所

は、お城まつり実行委員会の一員として屋台村やフリーマーケット等を実施してきたが、場所の利用

も制限されるなど、運営への関与度が極めて低くなった。こうしたとから、第２期では、本事業は廃

止する。 

③「地域振興活性化」事業 

犬山祭を始め城下町地区の活性化に向けた取り組みが多い中、それ以外の地区において、それぞれ

の地域の資源を活用しその特性を生かした取り組みを実施することによってにぎわいを創出し、地域

商業を中心に経済活動を活発化させ、犬山市の面的な経済の活性化に資することを目的に実施してき

た。こうした中、一部地域において、事業の開催趣旨を単なる地域コミュニティ活動のためとするも

のが現れており、地区ごとの取り組みの見直しが課題となっている。 

④地域産業資源の活用事業 

 本事業は、27 年度愛知県の地域産業資源に指定された「犬山ドッグ」と桃太郎神社を活用した犬山

ブランドづくりを目指すとともに、事業者の当該資源を活用した事業展開を促進し、地域の経済活動

を活発化することを目的に実施した。 

「犬山ドッグ」については、犬山市の戌年記念事業にエントリーし、多くの事業を開催、中でも市内 

の小中学生を対象とした大試食会では、関係者を含め約 100名の来場者で「犬山ドッグ」を㏚するこ

とができた。 

桃太郎神社については、土産品への取り組みが進み、新たに御朱印帳や木製ホルダーなどが発売さ

れた。観光客が増加する犬山市において、重要な地域資源としてその認知度を向上させることが課題

である。 

⑤観光振興事業 

  本事業は、年間 500万人を超える多くの来訪者に対し、市内飲食店等の「グルメ情報」を集約して

提供し、そのグルメニーズに応えるとともに、外国人来訪者を対象に、外国語の標記案内を充実させ

るなどの取り組みにより、その満足度を高め、リピーターを増やすとともに、観光関連事業の活性化

を図ることを目的に実施した。なお、本事業の実施に当たっては、犬山市、犬山市観光協会、当会議

所、観光関連事業者など関係者間における協議を踏まえ、具体的な取り組みを実施する。 

⑥まちづくり関連団体連携事業 

 「犬山商工会議所街づくり委員会」が中心となり、市内のまちづくり関係団体を一堂に集めての情

報交換を行い、意思の疎通を促進するとともに、相互に連携した取り組みを通じ地域経済の活性化効

果を図る目的をもって実施した。 

 しかし、相互に連携した取組みについては、予算上問題やマンパワーの問題あることに加え、経済

活性化効果も見られず廃止する。 

 

（２） 事業内容 

①「犬山市産業振興祭」活用事業 （継続） 

 当会議所、犬山市農業祭推進協議会、犬山市、名古屋経済大学等から成る「実行委員会」 

が主催し、犬山市内の公共施設を利用して実施する。本産業振興祭の開催に際しては、委員会にお

いて開催の都度、地域経済社会の趨勢を踏まえたテーマを討議・設定し、関係者間で意義・目的な

ど方向性を共有し、これに沿って次に掲げる事業を展開する。 
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桃太郎節分祭 

 

ア．会場スペースの拡大確保を図りつつ、参加事業者の増加、来場者の増加というスパイラル効果を

上げる観点から、名経大キャンパス活用促進、市外来訪者の呼び込み（リピータ－化）の継続実施

などに取り組む。 

 イ．犬山市産業振興祭実行委員会の構成団体である犬山市特産品協会（9 割が小規模事業者）を巻き

込み、実行委員会が募集する出店事業者について、小規模事業者を含めて対象者を絞り、個々店の

現状の分析と分析から導き出される問題点等を解決する。 

ウ．各種の補助金交付を受けた事業者を対象に、その商品等の販売促進を通じた地域済効果の追求す

るため、専用ブース、コーナーを設置し運営する。（「需要動向調査に関すること」の項で別掲） 

エ．参加事業者や関係者などに対するヒアリング、アンケート調査等を通じ、定性的な効果の推測を

試行する。 

 

（開催頻度等）  

年 1回、2日間（10月） 

（効果） 

 参加事業者の商品等について、市民等への周知や認知度を高め、その場限りに終わらない、継続的

な需要の発生が期待できる。さらに、事業者は、本事業への参加期間中、不特定多数の来訪者と接す

る機会を持つことを通じ、今後の事業経営の参考とすることができる。また、参加者同士のマッチン

グの場、他の展示会出展に向けてのプレステージとして活用できる。 

②「犬山祭」活用事業 （廃止） 

第２期では、本事業は、廃止する。 

③地域振興活性化事業（改善・継続） 

  犬山市各地区（栗栖・継鹿尾地区、羽黒地区、池野地区）ごとに、商工業者（発展会）、住民、小

学校及び犬山商工会議所等を中心メンバーとする組織を立ち上げ、地区の活性化（地区の認知度向上

と商業者等の売上向上）に向けて、産業資源を活用した取り組みに係る協働体制を整備し、次に掲げ

る取り組みを企画（方針、内容）、準備し、実施する。 

ア．栗栖・継鹿尾地区（組織：「栗栖・継鹿尾を楽しくする会」）（継

続） 

桃太郎伝説が伝わる桃太郎神社（愛知県認定の地域産業資源）を

活用し、「桃太郎まつり」（５月）、「桃太郎あゆまつり」（8 月）、

「桃太郎節分祭」（2月）などを開催し、国内に加えインバウンド

の来訪者の増加を目指す。 

イ．羽黒地区（組織：「羽黒げんき」）（継続） 

明治 40年代に建てられた国の登録有形文化財「小弓の庄」を活

用し、七夕イベント（7月）や羽黒地区にゆかりのある、石の鳥・

流木作家の にわぜんきゅう氏による「干支づくり教室」（12

月）を開催し、同地区の認知度と来訪者の増加を目指す。 

毎年 1回開催。 

（開催頻度）各地域で年間を通して 2回程度実施 

（効果） 

  地区ごとに地域資源の有効活用によりにぎわいが創出され、市内全域における活性化が進む。 

  また、市内各地で「点」として実施している各事業が「面」へと広がり、人の流れを多様化するこ 
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とにより、市内周遊・リピーター確保・市内消費の拡大が期待できる。 

（改善点） 

・関係者間において、取り組みのねらい、具体的内容、実施方法などについて、意識、認識の統一を

図るための仕組づくりを実施する。  

・市内消費を喚起する観点から、各地区において、次回に実施される催事を周知、PRして再来訪を促

進する。 

・各地区で行われるイベント開催時に、地元商業者(飲食店等)への誘客方法を工夫し、地区内での消

費向上を図る。 

エ．参加事業者、関係者に対するヒアリング等を通じ、定性的な効果の推測を試行する。 

④地域産業資源の活用事業（継続） 

ア．「犬山ドッグ」（継続）（再掲） 

・犬山商工会議所、犬山市、犬山観光協会及び飲食事業者から成る犬山ドッグ推進委員会における

協議の結果に基づいた方針に沿って、市内飲食関係事業者に対し、本事業へ参加するように働き

掛けを強める。 

・中学校や小学校と連携し生徒・児童の給食メニューとしての採用を拡大させる。 

・無料パブリシティ活動を強化する。（テレビ等への露出促進） 

・地域団体商標の登録を推進する。（新規） 

イ．「桃太郎神社」 

・新たな土産品の開発について地元商業者や小規模事業者において関係者間での意見交換や研究を

行い、桃太郎伝説の活用方針（ストーリー性の付与）、具体的商品の企画、等を進める。 

 ・マスコミ等を利用した無料パブリシティ活動を実施する。 

（効果） 

「犬山ドッグ」 

・参加事業者を増やすことにより「犬山ドッグ」の品揃えが多くなる結果、商品としての魅力が高ま

り、消費者の認知度及び購買意欲の向上が図られるとともに参加店の販売意欲も高まり、相乗的に

ブランド化の促進が期待できる。 

・犬山市内全小学校の給食として採用されることにより、子供を通じての認知度の飛躍的広まりが期

待できる。 
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 「桃太郎神社」 

 ・新たな土産品を開発することにより話題性 

が高まり、当該商品の販売が促進されると 

ともに、新たな来訪者が見込まれ、桃太郎 

神社自体の認知度、ブランド力の向上が期 

待できる。 

 

 

 

 

（改善点） 

ア．「犬山ドッグ」 

 当会議所に新たに設置した犬山ドッグ推進委員会を活動の核に、次に掲げる取り組みを実施する。 

・更なる認知度向上のため、犬山市産業振興祭での普及イベントを開催する。 

・販路開拓のため、犬山ドッグの犬山市特産品館での取り扱いを実施する。 

 

イ．「桃太郎神社」 

・愛知県の地域産業資源への認定登録を実現し、新たにこれを活用した新商品の開発や犬山ブランド

力向上を目指す取り組みに着手する。 

 

⑤観光振興事業（改善・継続） 

ア．来訪者の各種ニーズに応えるため、市内小規模サービス業・飲食業等の情報を掲載した「グル 

 マップ」を作成する。 

イ．増加する外国人来訪者に対応するため、犬山市観光協会と連携し、市内小規模サービス業・飲食業

等を対象に「外国語メニュー標記」に関するセミナーを開催する。 

（開催頻度等） グルメマップ作成       年 1回  5万部発行 

        外国語メニュー標記セミナー  年 1回  1日 

（効果） 

ア．グルメマップ 

  新たなグルメマップを作成することにより、来訪者の不便の１つを解消し、“おもてなし”の犬

山を印象付けるとともに、市内飲食店の売上拡大にも寄与する。 

イ．外国語メニュー標記 

   インバウンド対策の一環として、観光地犬山の“おもてなし”が定着し、外国人来訪者の増加が

期待できる。 

（改善点） 

ア．グルメマップ 

   グルメマップ参加店にマップ持参で来店した場合、チラシや特典等を提供するなど、リピーター

率を高めるための方法を講じる。 

イ．外国語メニュー標記 
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   外国語メニュー標記のセミナーは、関連企業との連携も視野に入れ、インバウンド対応に特化し

たセミナーを開催する。 

ウ．参加事業者、来訪者等からのヒアリング等を通じた定性的な効果の推測を試行する。 

 

⑥まちづくり関連団体連携事業（廃止） 

第２期では、本事業は、廃止する。 

 

 

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情報交換に関すること 

<第１期における取組と評価等> 

①犬山商業経営発達連絡会（仮称）の開催 

当会議所、市、犬山市観光協会及び犬山ＴＭＯとの間で、まちづくり、観光振興の面での支援に係る 

情報交換会を開催する計画であったが、当該機関・団体とは個別に情報交換する機会があり、実施しな

かった。こうした状況から「評価委員会」からは、必要性を疑問視されており、第２期においては、廃

止する。 

②市内経営革新等支援機関と情報交換会 

 経営革新等支援機関に認定されている者で「支援機関等情報交換会」を組織し、情報交換を行った。 

事業計画の策定についてのノウハウ、「小規模事業者持続化補助金」等に係る各種補助交付申請ノウ

ハウなどについて関係専門家の実務知見等の発表会などを行い、経営指導員を始め全職員の支援力の向

上を図った。取り組みについては「評価委員会」から一定の評価を受けたが、多くは、一部の専門家及

び当会議所からの支援状況の紹介となり、具体的、現場レベルでの支援ノウハウ等の情報交換には至ら

なかった。 

第２期では、具体的な個社支援において必要とされるノウハウ、支援のポイント等情報の共有化に視

点を置いた情報交換を行う。 

③市内金融機関と経営基盤強化を目的とした連携協定の締結 

当会議所と市内金融機関との間で、小規模事業者の経営基盤の強化を目的とする２者協定を締結す 

るとともに、同時に、別途、当会議所と犬山市及び金融機関との間で目的とする３者協定を締結した。

これにより、創業塾や販路開拓セミナーを連携して実施するなど、小規模事業者の支援を強化した。 

第２期では、金融機関との連携を強化し、小規模事業者に対する支援実行力を向上する。（特に、事

業承継支援面） 

 

<今回の申請における取組> 

（１）現状及び課題  

①犬山商業経営発達連絡会（仮称）は、設立せず、未実施。 

② 市内経営革新等支援機関と情報交換会 

経営発達支援事業の内容、国・県・市の各種施策、支援事例（成功事例）についての研修などを年２

回実施した。提案内容の一方的な説明に終わるケースが多く、支援機関相互が活発に支援情報を交換す

ることによる支援力の向上を図る観点から、情報交換する内容を方法を深化することが課題である。 

③市内金融機関と経営基盤の強化を目的とした中小企業者支援のための連携協定 
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平成 28年 2月 3日、犬山市及び市内立地金融機関 11社と「地方創生にかかる包括連携協力に関する

協定」を締結した。同年 2月 25 日、市内立地金融機関 11社と「中小企業の経営支援のための連携協定」

を締結したが、これに基づく具体的連携は一部の金融機関に限られ、今後はその拡大が課題。 

 

（２）事業内容 

①犬山商業経営発達連絡会 （廃止） 

第２期では、本事業は、廃止する。 

②支援機関等情報交換会 （継続） 

ア．目的等 

市内及び近隣に所在する金融機関、中小企業診断士、税理士など経営革新支援認定機関及び日本政策

金融公庫一宮支店で「支援機関等情報交換会」（以下、「交換会」）を組織する。 

 交換会は、当地域の中小・小規模事業者の事業に対する支援などついて、情報提供・意見交換などを

通じてその共有化を図り、各機関の支援力を向上させ、また、相互補完関係を強化する。 

イ．開催の方法 

・当会議所が主宰し、職員全員が参加する。 

・参加者のレベルに応じテーマを選定する。 

・小規模事業者が抱える課題の中から重要なものを抽出し、この個別テーマに係る情報交換を特定の金

融機関との間で実施する場を設定する。（・事業承継分科会など） 

・年２回以上 

③ 中小企業の経営支援に関する連携協定に基づく連携支援力の強化 （改善 継続）            

 協定締結金融機関は、㈱三菱 UFJ銀行犬山支店、㈱十六銀行、㈱名古屋銀行、㈱愛知銀行、㈱中 

京銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、いちい信用金庫、愛知北農業協同組合、㈱大垣共立銀行、 

㈱日本政策金融公庫一宮支店の 11社。  

ア．いちい信用金庫と創業セミナーに関する事業を連携して開催、これ通じて創業予定者の発掘に係る

情報の交換を実施する。 

イ．具体的・個社支援を前提とした連携支援モデルを構築する。 

  

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

<第１期における取組と評価等> 

①経営指導員等の資質向上に関すること 

 経営指導員等は、愛知県が実施する経営指導員研修を始め、金融・税務機関が主催する融資研修会 

決算説明会等に参加し、資質の向上に努めた。 

②支援ノウハウ等の組織内共有体制の構築 

職員間の支援能力のバラツキを改善し当会議所の総合支援力を向上させるため、経営指導員・補助員

打ち合わせ会等の会議を活用し、また新たに全職員勉強会を実施し、職員間における支援情報、ノウハ

ウ等の共有化を推進した。 

 こうした取り組みに対して「評価委員会」からは、義務的な研修以外のものにも積極的に参加してい

る点、また全職員勉強会を年３回実施している点について、高い評価を受けた。 

 第２期では、職員ごとにレベルに差がある支援能力をそれぞれ底上げするとともに、能力の高い職員

からの横展開を活発化して、その共有化を促進する方向で本取り組みを実施する。 
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<今回の申請における取組> 

（１）現状と課題 

①経営指導員等の資質向上に関すること 

 経営指導員等は、愛知県が実施する経営指導員等の義務的研修、日商主催の経営指導員等全国研修会

などに参加し、支援ノウハウ、成功事例における成功要因といった情報を収集し、活用法の習得に努め

た。こうした中、具体的な支援において、支援ツール（補助金等）の活用能力には向上が見られるが、

データの読み取り・分析力の弱さが目立ち、その強化が課題となっている。 

②支援ノウハウ等の組織内共有体制の構築 

 各種研修会等で一部の職員が得た支援ノウハウ等について、経営指導員等打ち合わせ会議（月２回）、

相談所打ち合わせ会（隔月１回）を通じて職員間での共有化を図った。また、経営分析、経営計画の策

定、補助金の申請書の作成などに係るノウハウ勉強会を、全職員を対象に実施した。こうした中、経営

指導員以外の職員について支援能力が相対的に弱く、それらの職員の支援能力を「経営発達支援計画」

に基づく小規模事業者支援を担えるレベルにまで高めることが課題である。  

 

 （事業実績） 

支援内容 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

職員勉強会 ３回 ３回 ３回（予定） 

研修会参加 ３回 ４回 ５回（予定） 

 

（２）事業内容 

①経営指導員等の資質向上に関すること 

ア．愛知県主催の義務研修及び日本商工会議所、中小企業大学校などが実施するセミナーに積極的に 

参加する。 （継続） 

イ．尾張地区の商工会議所と連携して合同勉強会を開催して出席する。（継続） 

ウ．愛知県商工会議所連合会主催の研修会に積極参加する。（継続） 

エ．内部検証報告会（改善・継続） 

月 2 回開催している経営指導員補助金打ち合わせ、2 ヶ月に一度開催している相談所打ち合わせに

おいて、伴走支援している小規模事業者への支援内容・経過、成功事例、失敗事例など情報交換する

場を設けて実施する。 

オ．名古屋商工会議所スーパーバイザーによる支援能力向上研修（新規） 

当会議所若手職員について経営指導員業務研修の受講等により、スキルアップを図り、次期経営指

導員候補の育成をする。現在は、補助員、記帳指導職員が受講しているが、その他一般職員等にも受

講させ、会議所全員支援体制を整え、会議所としての総合支援力を向上させる。 

②支援ノウハウ等を組織内で共有する体制 

ア．定期的な経営指導員・補助員打合せ会 （改善・継続） 

基本的に月に 2 回（月曜日）、経営指導員及び補助員が集まり、各員が実施している具体的支援に

係る情報を交換、議論し、そこで活用された（あるいは活用に失敗した）支援ノウハウ等についての

情報を共有化する。 

イ．中小企業相談所打合せ会の開催 （継続） 

原則 2 カ月に一回（偶数月上旬）、中小企業相談所職員が集まり、各員が実施した小規模事業者支
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援事業等について打合せを行い、当該支援に活用した支援の手法、支援対象事業者の経営状況に係る

情報及びその分析結果について共有化を図る。 

ウ．会議所役・職員を対象にした支援ノウハウ等に関する情報交換会議（継続） 

経営指導員・補助員等相談所職員や総務課職員に対し、支援ノウハウ等をその実施の実例に沿って

全職員に紹介し、共有化することにより、経営発達支援事業の実施面での連携、相互補完を円滑化し、

当該事業の全職員的実施を推進する。 

エ．日本商工会議所の TOASを利用した全職員による経営カルテの作成及び共有化（継続） 

  支援担当職員を始め会議所の全職員が、トータルオーエーシステム（通称 TOAS（※））を利用し、

小規模事業者の経営状況の分析結果などの企業情報等を経営カルテに入力し、全職員で管内小規模事

業者の情報収集をするとともにその情報を共有する。 

（※）TOAS＝Total Office Automation System 

日本商工会議所が「情報は商工会議所の基本的資源」との考えの下に、広範な事業者情報を

適正に蓄積し、全所的に活用（情報の共有化）できるように設計された、クライアント･サ

ーバー型の標準化されたパッケージシステム。現在当会議所では、事業所・カルテ・経理の

各管理システムとして利用している。 

 

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 

<第１期における取組と評価等> 

 「評価委員会」においても指摘されたが、各経営指導員等が担当、実施する個社支援等個々の支援事

業に係る検証評価が頻度、方法の点で十分とは言えず、それらの検証評価を総括する形で実施する「評

価委員会」による支援計画全体についての評価作業を制約する面がある。原因として、指導員等のほぼ

全員が検証評価についての認識が浅い（出来栄えを批判され、業績を考課される場としてとらえる）こ

とに加え、支援事業を実施することにとらわれ、関係者を交えた客観的視点からの検証評価を行う時間

的・心理的余裕を持てないことなどが浮上している。第２期においては、経営指導員等全員が事業を検

証評価する意義・目的を共通した認識として持つために、頻度を高めて実施し、経験を重ねて方法の習

得を図ることとする。 

 

<今回の申請における取組> 

（１）現状と課題 

 検証評価は、①個別事業ごと、及び、②支援計画全体の２つの段階において実施することとしている。 

①については、年度の終わり近くに、事業の進捗・目標達成状況、問題点、次年度の方向性などに

ついて、支援担当者と上司等が意見交換し、当該事業の検証評価を実施した。②については、２月に、

中小企業診断士、税理士、銀行支店長、市職員、当会議所役職員からなる「評価委員会」を開催し、

①を踏まえて作成した「事業評価書」に基づき、支援計画全体にわたる評価を実施した。評価の結果

は、当所三役会、常議員会において報告するとともに、ホームページ上で公表した。 

②の評価の妥当性を確保する上において①の検証評価を的確に行う必要があることが改めて認識

され、①の実施ついて、経営指導員等のノウハウ・意識、実施時期、実施回数の面での改善が課題と

して残った。 

 

（２）事業内容    

① 評価及び見直しの方法（ＰＤＣＡの実施） 
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  経営発達支援計画に基づく事業について、検証評価を行った結果を踏まえて、より適切で実効性 

のあるものとするため、次により、その評価、見直しを行う。 

ア．事業の評価、見直しは、PDCAサイクルの手法に則って行う。 

イ．支援担当者を含む当所の経営指導員等により、個々の事業について、実施状況及びその成果の検証

評価、必要な改善策の検討を行う。 

ウ．経営指導員等による検証評価の結果を基に、「評価委員会」により支援計画全体に係る事業の評価

及び見直し案の提示を行う。なお、「評価委員会」は、行政機関職員、専門家、金融機関等、外部

有識者を中心に組織する。 

エ．事業の評価、見直しの結果については、三役会に報告し、その承認を受ける。 

オ．事業の評価、見直しの結果については、計画期間中、当会議所のホームページで公表する。 

② ＰＤＣＡの手順 

ア．支援計画に沿って実施した支援（助言・指導等）を受けて、対象事業者が実施した経営発達を目指

した取り組みについて、その進捗状況と目標の達成状況等を把握し、検証する。（以下、クまで担当

経営指導員等） 

イ．目標の達成ができていない場合は、その原因を究明する。なお、目標が達成できた場合は、その成

功要因を検証する。 

ウ．当該原因が、支援の不備・不足にあるのかどうかを検証する。原因の究明に当たっては、目標の難

易度、期間の妥当性、支援のマンパワー、取組の的確性、支援ツール、資源の適性さ及びその他外的

要素・条件の有無といった点について、事業の達成度との相関性を評価する。 

エ．当該原因が、支援の不備・不足にあることが判明した場合には、その不備・不足が支援事業のどの 

段階の、どの支援要素（内容、手段、頻度等）にあるのかを検証し、評価する。また、成功事例にお 

いて、その要因が支援によるものである場合にも同様の検証・評価を実施する。 

  評価・検証した経営指導員は、その結果等について他の経営指導員と（「内部検証報告会」）の場に 

おいて情報を交換し、PDCAの効果的な実施を図る。 

オ．エ．の評価を踏まえて、支援要素の見直し、改善を行う。 

カ．見直し、改善した支援要素により、支援を継続する。 

キ．事業者が目標を達成するか、目標期限が到来するまで、ア～カまでの手順を実施する。 

ク．目標が達成できれば、より高度の目標を設定した取り組みの計画策定を支援し、支援計画に基づい

て支援を実施する。 

ケ．一連の事業者についてのア～クまでの PDCA 手順による検証・評価結果を踏まえ、支援計画の目標

の達成状況を検証、評価を行う。（「評価委員会」） 

コ．目標が達成できていない場合は、事業計画における支援の手順、内容等の妥当性について検証を行

う。（「評価委員会」） 

サ．検証の時点において妥当性がなくなった支援の手順、内容等については、現状に適合したものに見

直すための改善案を提示する。（「評価委員会」） 

シ．サ、を踏まえて、支援計画の見直し、改善を行う。（以下、セまで経営指導員等） 

ス．見直し、改善をした事業計画に基づき、支援を実施する。 

セ．支援計画の目標が達成できれば、より高次の目標を設定した支援計画を策定し、事業者の経営発達 

への取り組みを支援する。 

ソ．以後、ア～セまでの手順を繰り返し実施する。 
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③ＰＤＣＡの実施体制 

  実施の手順ア～カまでについては、各取り組みについて最低年２回実施する。 

  検証、評価は、経営指導員と「支援チーム」のメンバーが合同して実施する。 

  同ケ～サは、「評価委員会」が年１回実施する。 

 

（事業内容・目標） 

事業内容 

 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

評価委員会 

開催回数 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５４ 
 

（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成３０年１１月現在） 

（１）組織体制 
平成３０年度犬山商工会議所事務局業務体制 

 

                会   頭  １名  

 

                副 会 頭  ３名  

 

                専務理事 鈴木秀和 

 

                事務局長 奥村好樹 

 

                         参事（経営支援専門員）平松善仁 

 

 

 中小企業相談所            総  務  課 

 

中小企業相談所長（経営指導員）  倉橋昌樹   総務課長  伊藤文秋          

  

経営支援課長  （経営指導員）  今瀬昌樹    

 

 経営支援課課長補佐（経営指導員） 倉橋正浩   総務課係長 鹿野 和也 

経営支援課主任  （補助員）   梅田昌彦   総務課   督永 雅巳 

 経営支援課    （補助員）   松井優朗   総務課   北脇亜由美 

 経営支援課    （記帳指導職員）青山昌生   総務課   青木 由美 

 経営支援課    （記帳指導職員）大坪尚幸 

 

 

（２）連絡先 

犬山商工会議所 中小企業相談所 

〒484-8510 愛知県犬山市天神町一丁目８番地 

  TEL0568-62-5233/FAX0568-61-3986 

  ＵＲＬ http://www.inuyama-cci.or.jp 

  Ｅ-mail icci@gld.mmtr.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） 

 ３１年度 
( 31年 4月以降) 

３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 14,290 13,190 14,290 13,190 14,290 

 

地域経済動向調査 

観光客消費動向調査 
200 200 200 200 200 

専門家謝金 
経営分析、需要動向分析 

事業計画策定支援 

フォローアップ支援など 

2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 

各種セミナー 

 創業、 事業承継 

 事業計画作成、販路開拓

セミナー、ＩＴセミナ

ー、インバウンドセミナ

ー、観光事業者向け研

修、その他 

1,640 1,640 1,640 1,640 1,6400 

設備投資等補助事業 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

新たな需要の開拓に寄与

する事業 

展示会参加事業 

技術シーズ案内書 

グルメ＆ナイトマップ 

犬山ドッグ 

4,640 3,540 4,640 4,640 3,540 

新規開業者応援フェア事業 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 

職員研修旅費    100    100    100    100    100 
職員支援ノウハウ向上研修費    100    100    100    100    100 

      

（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・県・市補助金、手数料収入、共済手数料収入、事業収入等 

 

 

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

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

する事項 

 
連携する内容 
１．経営分析・・・専門的課題に対する助言指導 
２．事業計画策定支援・・・セミナー、個別相談 
３．創業支援・事業承継支援・・・セミナー、個別相談 
４．販路開拓支援・・・展示会・商談会、ビジネスマッチング 

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 代表者役職・氏名 役割・効果 
経営分析 愛知県よろ

ず支援拠点 
チーフコーディネーター 
 山中康裕 

専門課題に対する助言・指導により課

題解決につなげる。 
ミ ラ サ ポ 

（㈱パソナ） 
代表取締役グループ代表 
南部靖之 

専門課題に対する助言・指導により課

題解決につなげる。 
事業計画策定支

援 
中小機構中

部 
本部長 
 三澤 孝 

事業計画の策定の取りかかり「経営計

画つくるくん」の活用 
ミ ラ サ ポ 

（㈱パソナ） 
代表取締役グループ代表 
南部靖之 

事業計画のブラッシュアップのため

の専門家の活用 
創業・事業承継

支援 
いちい信用

金庫 
理事長 
 粟野秀樹 

創業セミナーの共同開催、創業支援に

よる開業率の向上 
日本政策金

融公庫一宮

支店 

 
支店長   
 木村勝司 

創業資金等資金調達支援 

愛知県事業

引継ぎセン

ター 

 
統括責任者 
 今西昭一 

事業承継の相談、Ｍ＆Ａの推進 

 
犬山市 

 
市長 
 山田拓郎 

地方創生に係る包括連携協定の締結

による創業支援や知育経済の活性化

等の協力 
販路開拓支援 あいち産業

振興機構 
理事長  
 梶藤和彦 

商談会の共同開催によるビジネスチ

ャンスの拡大 
市内金融機

関 
 
（次ページ参照） 

中小企業の経営支援に関する連携協

定による経営発達支援計画の協力 
２．連携者の概要 
連携者名 代表者役職・氏名 住所 電話番号 
犬山市 市長 

 山田拓郎 
愛知県犬山市大字犬山字東畑

３６番地 
0568-61-1800 

（一社）犬山市

観光協会 
会長 
 小川征一 

愛知県犬山市大字犬山字東畑

３６番地 
0568-61-2825 

犬山まちづくり

㈱ 
代表取締役社長 
 日比野良太郎 

愛知県犬山市大字犬山字西古

券５番地 
0568-65-0001 

愛知県よろず支

援拠点 
チーフコーディネーター 
 山中康裕 

愛知県名古屋市中村区名駅４

－４－３８ 
052-715-3061 

(公財)あいち産

業振興機構 
理事長  
 梶藤和彦 

愛知県名古屋市中村区名駅４

－４－３８ 
052-715-3061 

ミラサポ（㈱パ 代表取締役グループ代表 愛知県名古屋市中区栄３－６ 052-212-8156 
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ソナ） 南部靖之 －１栄 3 丁目ビル 
中小機構中部 本部長 

 三澤 孝 
愛知県名古屋市中区錦２－２

１３名古屋センタービル 
052-201-3003 

日本政策金融公

庫一宮支店 
支店長  
 木村勝司 

愛知県一宮市大志２－３－１

８ 
0586-73-3131 

愛知県事業引継

ぎセンター 
 
統括責任者 
 今西昭一 

愛知県名古屋市中区栄２－１

０－１９名古屋商工会議所ビ

ル６階 

052-228-7117 

市内経営革新計

画等支援機関 
 
 

支援機関名 代表者役職・氏名 市外局番(0568) 
㈱三菱ＵＦＪ銀行犬山支店 江南支社長 早川徹也 0568-61-5211 
㈱十六銀行犬山支店 支店長   井川 貫 0568-62-8616 
㈱名古屋銀行犬山支店 支店長   中村信之 0568-62-1101 
㈱名古屋銀行羽黒支店 支店長   加藤 剛 0568-67-0301 
㈱愛知銀行犬山支店 支店長   神谷真也 0568-62-8101 
㈱中京銀行犬山支店 支店長   小山内圭 0568-62-2501 
岐阜信用金庫犬山支店 支店長   島川隆雄 0568-62-3611 
岐阜信用金庫楽田支店 支店長   角田桂輔 0568-67-6611 
東濃信用金庫犬山支店 支店長   小澤賢一 0568-62-1131 
いちい信用金庫犬山支店 支店長   小島一哲 0568-61-2461 
いちい信用金庫羽黒支店 支店長   梅本幸利 0568-67-4355 
愛知北農業協同組合犬山支店 支店長   萩野貴弘 0568-62-5111 
㈱大垣共立銀行鵜沼支店 支店長   宮川 敦 058-384-1345 
㈱大垣共立銀行田県支店 支店長   前田陽一 0568-73-8393 
㈱日本政策金融公庫一宮支店 支店長   木村勝司 0586-73-3131 
市原春男税理士事務所 所長    市原春男 0568-62-5600 
酒向 潔税理士事務所 所長    酒向 潔 0568-67-1145 
小嶋利彦税理士事務所 所長    小嶋利彦 0568-67-6398 
前田晴世税理士事務所 所長    前田晴世 0568-69-1667 
税理士法人中村会計 代表社員  中村智章 0568-69-1357 
天野智子会計事務所 所長    天野智子 0568-70-8507 
弁護士法人高橋法律事務所 代表社員  高橋美博   0568-65-0810 

中小企業診断士

等 
 
 

(株)経営相談センター 代表取締役 細江英明 052-452-3757 
カメイ経営システム 代表    亀井浩司 0568-62-2527 
杉本しげき経営サポートオフィス 代表    杉本茂樹 0568-90-0830 
経営デザイン研究所 代表    武内伸之 0568-67-0973 
Linnovate 代表    安田健一 0568-65-8587 
マーケティングクエスト 代表    山田桂市 0568-61-5895 
(有)ビジネスサポートファーム 代表取締役 松雪文彦 052-654-7765 
児玉経営支援オフィス 代表    児玉清和 080-3069-8500 
オプトヴァンガード 代表    二村建也 052-770-4616 
㈱ニュートンズアイ 代表取締役  鷺山はるこ 0564-71-3988 
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連携体制図等 

 

 
 

犬山商工会議所 

地域経済活性化事業 
・商業活性化事業 
・工業活性化事業 
・街づくり 

経営発達支援事業 
・調査、分析 
・事業計画策定支援 
・創業、事業承継 
・販路開拓支援 

犬山市 

犬山市観光

協会 

犬山ＴＭＯ 

犬山市 

あいち産業振

興機構 

ミラサポ 

中小機構中部 

愛知県よろず

支援拠点 

日本政策金融

公庫一宮支店 

経営革新計画

等支援機関 

小 規 模 事 業 者 
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