
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
蟹江町商工会（法人番号 １１８０００５０１３５４９） 

蟹 江 町    （地方公共団体コード ２３４２５７） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（１）小規模事業者の経営力向上と経営基盤の安定化 

（２）創業者・事業承継等による地域産業の育成 

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に関すること 

 （１）地区内経済状況の実態把握 

 （２）国及び愛知県における経済状況の情報収集及び分析 

 （３）収集・分析した情報の提供 

２．経営状況の分析に関すること 

 （１）収益性、効率性等を分析し、経営状態の把握を行う 

 （２）経営課題を掘り起こし、必要な支援を明確化する 

３．事業計画策定支援に関すること 

 （１）事業承継の計画策定支援及びセミナーの開催 

 （２）人材育成セミナーの開催 

 （３）新規事業者・若手後継者向け経営相談窓口の設置  

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 （１）事業計画の進捗状況の把握 

 （２）財務管理、営業管理、労務管理の向上支援 

 （３）資金面におけるフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること 

 （１）個社商品の需要動向に関する調査 

（２）収集・分析した情報の提供 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 （１）商談会参加支援（商談会開催情報の提供及び参加支援） 

 （２）販路開拓サポート（商談会等展示会への出展支援） 

 （３）アンテナショップへの出展支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（１）蟹江町、蟹江町観光協会と共に、地域資源を生かした地域経済の活

性化として観光振興に取り組む 

（２）町内商店街等と連携し、空き店舗対策を講じ商店街を含む地域の活

性化支援に取り組む 

連絡先 

蟹江町商工会 

〒497-0040 愛知県海部郡蟹江町城 1-214 産業文化会館２階 

TEL 0567-95-1809 FAX 0567-95-1883 E-mail:kanie@aichiskr.or.jp 

蟹江町役場 政策推進室 ふるさと振興課 

〒497-8601 愛知県海部郡蟹江町学戸 3-1  

TEL 0567-95-1111 FAX 0567-95-9188 E-mail:furusato@town.kanie.lg.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現状 

蟹江町は、愛知県の西南部に位置し、東は名古屋市、北は津島市、あま市、西は愛

西市、南は弥富市に接している。人口 37,674人（平成 30年 11月 1日現在）で行政総

面積の 11.09 平方キロメートル全域が海抜 0 メートル地帯であり、町内には蟹江川・

日光川・福田川が南北に流れ、河川面積が総面積の 5 分の 1 を占める地域特性をもっ

ている。 

またＪＲと近鉄が東西を縦断し、3 駅が存在する。名古屋駅から 10 分程度という立

地条件から、近年名古屋市のベッドタウン化が進んでいる。 

「キラッとかにえ 明るい未来が見えるまち」をキャッチフレーズとした第４次総

合計画を踏まえ、「蟹江町人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

より平成 31年度までに取り組む具体的な事業や施策が策定されている。 

 
（蟹江町ホームページより） 

 

   

蟹江町は名古屋市に隣接し、近鉄名古屋駅から急行・準急で近鉄蟹江駅まで約 8分、     

ＪＲ名古屋駅からＪＲ蟹江駅まで約 10分、自動車なら名古屋駅から東名阪自動車道蟹

江ＩＣまで約 20分という立地にある。 

人口においては、平成 7 年頃までは増加傾向にあったが、その後現在までは 37,800

人前後で推移している。世帯数においては、現在まで増加傾向にある。 

今後は人口減少傾向になり、現在の出生や転入・転出の傾向が続いた場合は、令和

21 年には約 3 万人まで減少すると推計されている。海部地域の市町村の中では、あま

市、弥富市と似た推移となっている。 
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（資料：「蟹江町人口ビジョン まち・ひと・しごと創生総合戦略」） 

 

行政総面積が約 11平方キロメートルで海部地区内では人口密度が高く、地価も高い

ため、工場等の立地には難しい条件がある。一方、商業･サービス業を中心とした非製

造業では、チェーン店などが次々と出店している。さらに名古屋中心部の百貨店まで

の交通アクセスも良く、最寄品から買回品・専門品まで市外流出が見受けられる。 

産業別の売上額では、卸売業・小売業 61,831百万円、製造業 58,183百万円、宿泊

業・飲食サービス業 6,200 百万円、生活関連サービス業 5,763 百万円、不動産業・物

品賃貸業 3,239 千万円と続いており、特色のある中心産業はなく、住宅都市の性格か

ら卸売業・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業のウエイトが高くなってい

る。 

平成 28 年の経済センサスにおける蟹江町内の事業所数は、1,342 社であり、そのう

ち小規模事業者数は 1,008 社。平成 24 年の経済センサスとの比較では、1,400 社から

58社の減少となっている。内小規模事業者数は、1,057社から 49社の減少となってお

り、深刻な事態である。 
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蟹江町の商工業者数の推移（資料：平成 24年、平成 28年経済センサスより） 

 
建設業 製造業 

卸、 

小売業 

宿泊、 

飲食業 

サービス

業 
その他 計 

平成 24年 142 184 355 251 316 152 1,400 

平成 28年 138 164 348 223 329 140 1,342 

増減 △4 △20 △7 △28 13 △12 △58 

 

蟹江町の小規模事業者数の推移（資料：平成 24年、平成 28年経済センサスより） 

 
建設業 製造業 

卸、 

小売業 

宿泊、 

飲食業 

サービス

業 
その他 計 

平成 24年 126 152 236 164 253 126 1,057 

平成 28年 128 137 208 152 267 116 1,008 

増減 2 △15 △28 △12 14 △10 △49 

 

商工業者数の割合（平成28年）

10.3%

12.2%

16.6%

24.5%

10.4%

25.9%

建設業

製造業

卸、小売業

宿泊、飲食業

サービス業

その他

 

小規模事業者数の割合（平成28年）

12.7%

13.6%

15.1%

26.5%

11.5%

20.6%

建設業

製造業

卸、小売業

宿泊、飲食業

サービス業

その他
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蟹江町商工会では、平成 27 年度の全国商工会連合会「経営発達支援計画策定推進事

業」を活用し、経営実態・課題およびニーズの把握を目的としたアンケート調査を行

った。 

【調査の概要】 

調査区域：愛知県海部郡蟹江町 

調査対象：蟹江町内に事業所を置く商工業者 

調査時期：平成 27 年 8 月 

配 布 数：712 件 

回 収 数：189 件 

回 収 率：26.5％ 

【事業所の概要】 

ア．代表者の年齢層 

無回答が 26.5％と多かったが、60 歳代と 70

歳代が同数で最多であった。特に、20 歳代の回

答はなく、若い経営者が少ないことが特徴であ

る。 

 

イ．業種構成 

本アンケート調査では、前 189 件の回収中小売

業が最も多く、40 件、21.2％を占めている。次

いで、製造業が 33 件、17.5％である。サービス

業は 3 位であるが、運輸・理美容・飲食を含める

とその割合は最も多くなる。 

また、地域的な特徴として不動産業の割合が比

較的高く、不動産賃貸業だけでなく仲介業や小売

との複合企業まで幅広い。 

【アンケート結果】 

ア．調査結果から見た現在の業況・景況感 

「好転が続いている」「ここのところ好転してきた」が全体の 18％、「ここのところ

悪化してきた」「悪化が続いている」が 38.6％で、差し引くと、業況判断ＤＩは、▲20.6

ポイントであった。因みに、独立行政法人中小企業基盤整備機構による第 141 回中小

企業景況調査（2015 年 7-9 月期）では、全産業の業況判断ＤＩは、▲15.5 ポイントで

あり 5.1 ポイント乖離している。 

 

イ．現在抱えている経営上の課題 

複数回答で聞いたところ、「売上の伸び悩み」81 件、「利益の減少」72 件、「先行き

の不安」69 件の順であった。景況感とあわせて、「好転が続いている」と回答しなが

らも「利益の減少」や「先行きの不安」をあげた回答が４件あった。「ここのところ好

転してきた」と回答した企業を合わせると、好調な企業でさえ課題に挙げた項目すべ

２０代
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３０代
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業
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建設業

11%

製造業

17%

卸売業

5%

小売業

21%

飲食業

13%

運輸業

0%

サービス

業
15%

その他

7%
業種
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てにおいて経営上の課題と捉えていることが分かった。景況感の悪化している企業で

は上位３項目すべてを回答する割合が高くなっている。 

業況に関係なく人材の確保は課題となっており、住民の高齢化に伴い、労働力人口

が減少していることが背景となっている。 

自由回答においては、「74 歳、一人だから」「お得意様の高齢化」「閉店前の対処の

仕方、商品処分の方法」「人口の減少、店舗の店じまい」といった回答もあり、経営者

の高齢化に伴う課題が多くなっている。 

また、競争激化の現象として「異業種の参加」と回答している方もあり、同業者間

や企業規模の競争だけではなくなってきていることがわかる。 

   

  【現在の業況・景況感】 

  

1 現在の景気の状況・景況感をどのようにお感じですか。（該当するもの１つ）
回答数 構成比

1 7 3.7%
2 27 14.3%
3 79 41.8%
4 28 14.8%
5 45 23.8%
6 3 1.6%

189 100.0%

記載なし

好転が続いている
ここのところ好転している
変わらない
ここのところ悪化してきた
悪化が続いている

計  
 

  【現在抱えている経営上の課題】 

   
 

ウ．後継者の有無について 

後継者がいると答えた経営者は 55 件で、50 歳未満の経営者でも 10.9％は後継者が
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いると回答した。後継者がいないと回答した経営者では、70 歳以上でも 15.4％がいな

いと答えている。必要なし（事業承継の予定がないを含む）と回答した 50 歳以上の割

合は 62.3％あり、60 代後半の法人も少数ながらあったが、個人事業が大半であり、自

身の代で廃業することを前提としていることもうかがえる。 

 

  

５０歳

未満

11%

５０歳

以上７

０歳未

満

36%

７０歳

以上

24%

無回答

29%

後継者がいる経営者の年齢 ５０歳

未満

14%

５０歳

以上７

０歳未

満

44%

７０歳

以上

15%

無回答

27%

後継者がいない経営者の年

齢

 
 

 

     
 

 

エ．必要とする支援サービス 

これまでも行ってきた経営改善普及事業を縮小することなく提供したうえで、「中

小企業施策や補助金等に関する情報提供および活用支援」、「企業間交流や異業種交流

の支援」、「経営講習会やセミナー等の開催」が要望されている。 
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0 10 20 30 40 50 60

１．円滑な資金調達のための支援

２．経理や記帳に関する支援

３．税務申告等に関する支援

４．企業間交流や異業種交流の支援

５．後継者育成、事業承継等の支援

６．商談会や展示会等販路開拓の支援

７．経営革新（新分野進出、新商品…

８．技術サービス、生産性の向上支援

９．経営分析・市場分析や経営計画…

１０．専門家による個別支援、専門…

１１．ＩＴ化やインターネットの活…

１２．中小企業施策や補助金等に関…

１３．人材(従業員等）育成の支援

１４．経営講習会やセミナー等の開催

１５．各種共済制度の斡旋

１６．その他

 
 

 

②課題 

蟹江町は土地面積が狭く、地価については、周辺地域の中では比較的高いため、工

業誘致には不向きである。商業においては、古くから商業・サービス業が盛んであり、

西尾張・海部地域における集客力は高かったが、大型店の進出、消費者ニーズや購買

行動の変化により、小規模事業者の収益状況は悪化している。 

また、名古屋駅周辺の再開発に伴い求人が大きく増加し、時給も高騰している。名

古屋駅周辺での就業を求める人が増加していることから、今まで以上に人材の確保が

厳しくなっている。 

一方、名古屋市内と比較し、テナント家賃が安価のため、蟹江町内で創業される方

も少なくない。 

さらに近年の日本では激甚な自然災害が発生しており、当地域は海抜ゼロメートル

地帯となっていることから、従来の防災対策に加えてＢＣＰを策定することが急務で

ある。 

このような状況下でいかに事業を継続させ、廃業を減少させると共に、創業を促し、

事業所数を減少させないかが大きな課題である。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

「第 4次蟹江町総合計画（平成 23年度～平成 32年度）」並びに「蟹江町まち・ひと・
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しごと創生総合戦略」が掲げる地域資源を生かした蟹江発の商品・サービスなど地域

ブランドの創造、事業の承継や新分野への展開等に意欲のある事業者への支援、町内

事業所への雇用拡大、創業・業務拡大支援を実施する。 

特に現在の商工業者数を維持するために、創業支援、事業承継対策、人手不足解消

に取り組む必要がある。 

これらを踏まえ、蟹江町商工会として地域経済の衰退を防ぐために、町内小規模事

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、商工

会の強みを活かし、各事業者の経営課題を明確にした上で、それぞれに合った事業計

画を策定する伴走型支援を実施する。小規模事業者の持続的発展に繋げる経営サポー

ト体制を確立して持続的な発展をサポートし、事業者数の維持を図ることが中長期的

役割である。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

事業者の持続的な発展と町内事業者数の維持の観点から、既存事業者への経営状況

分析と事業計画書策定支援により、個々の小規模事業者の経営課題を掘り起し、経営

力を強化する。また、創業セミナーなどにより創業予定者を発掘し、新規事業者の増

加を図る。さらに、人材育成及び労働力確保のためのセミナーを開催することにより、

地域の雇用促進に繋げるとともに、円滑な事業承継を行うため早期に事業承継支援に

取り組む。 

また、地域経済の活性化の観点に対し、地域ブランド「かにえブランド」の確立、

かにえフィルムコミッションの推進により、地域への経済効果、観光客の増加、雇用

や新事業の創出により、地域の活性化、観光振興を図る。 

 

①町内事業所への雇用拡大、創業・業務拡大支援 

ア．既存事業者支援として事業計画書の作成支援等により、付加価値額（営業利益＋

人件費＋減価償却費）が年率 3％以上向上する小規模事業者を創出し、地域の小規

模事業者の持続的な発展に寄与する。 

イ．地域の潜在的創業ニーズを発掘し、創業者支援の拡充と創業予定者の育成を図る

ことで、創業者等に寄り添った支援を行う。 

ａ．創業者向けのセミナーの開催（年１回） 

ｂ．創業者への伴走型支援（年２件程度） 

ウ．地域の雇用創出面に必要不可欠であるため、人材育成及び労働力の確保に向けた

取り組みとしてセミナーを行う。 

ａ．従業員の資質向上に向けたセミナーの開催（年１回） 

ｂ．働き方改革と労働生産性の向上にむけた経営改善指導の実施 

ｃ．他地域からの就業あっせん 

 

②事業の承継や新分野への展開等に意欲のある事業者への支援 

事業承継の必要性を理解し、早めに事業承継対策に取組むため意識付けを行う。

また、事業を持続的に継続させるために新分野へ展開できるよう、各種セミナー開

催と併せ異業種間の情報交流会を実施する。 

ａ．事業承継セミナーの開催（年１回） 
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ｂ．事業承継計画策定支援（年６件程度） 

ｃ．後継者育成セミナーの開催（年1回） 

 

③地域資源を生かした蟹江発の商品・サービスなど地域ブランドの創造 

商業や地域経済の活性化を図るため、５年計画により地域ブランド「かにえブラ

ンド」と称し、当地域の地域資源及び観光資源を活用した新たな商品・サービスを

開発する。当地域の特色のある商品をブランド化することにより差別化が図られ地

域の活性化につなげる。また、かにえフィルムコミッションの構成団体として、映

画撮影などの誘致協力により地域活性化と観光振興を図る。 

ａ．地域資源、観光資源の洗い出し 

ｂ．商品・サービス開発支援 

ｃ．販路開拓支援 

ｄ．フィルムコミッション活動協力 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

地域経済の活性化のためには、小規模事業者の持続的な発展や新規開業が不可欠で

あり、これまで以上の伴走型支援の推進や関係機関との連携強化を図るとともに、小

規模事業者の意見を集約し、地域産業の活性化に努めていく。 

そのためには、組織全体としての支援力向上を図り、小規模事業者のそれぞれの課

題に応じた、きめ細かな支援を行えるよう、職員の資質を更に高めるため研修等に参

加する。最終的に小規模事業者の経営基盤の安定化を図ることで地域の活性化に繋げ

ていくが、特に蟹江町の業種構成を鑑みて、商業・サービス業を重点業種と定め、よ

り厚く支援を行う。 

 

①取り組み内容 

ア．職員全員が積極的に研修等に参加し、資質向上に努める。 

イ．専門家の活用や行政、金融機関や各種団体との連携を強化し、小規模事業者に対

する伴走型支援を実施する。 

 

②個社支援として 

小規模事業者の販売商況や財務内容を精査し、その結果に基づいて経営状況の分

析及び解析を行う。指導内容が当該小規模事業者に適していないと判断した場合は

ＰＤＣＡサイクルにより指導内容を見直し最適な指導方法により、その小規模事業

者に寄り添った指導を実施する。 

 

③地域活性化支援として 

ア．当地域の経済動向や需要動向を調査し、その結果に基づいて今後の方向性を見極

める。また、展示会やイベントへの出展に対しては最適と考えられる機会をとらえ、

当地域の物産を広くアピールすると共に、当地域の知名度向上及び販路開拓支援に

繋げていく。 

イ．行政が打ち出している地域資源や観光資源を蟹江町商工会としても積極的に有効

活用し、地域経済の発展に結びつける。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和２年４月１日～令和７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 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］これまで、小規模事業者に対する各種経済動向調査は、情報の収集にとどま

り、経営指導に活用されることはなかった。 

［課題］経済動向に関する情報提供は、有効に活用ができておらず、数値資料の提供

及び経営指導へ活用することが課題である。  

 

（２) 事業内容 

①国、県が提供するビッグデータの活用 

効果的な経済活性化を目指すため、経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析

システム）、「経済動向統計データ」を活用し地域の経済動向に関するデータを収集･

分析を行い、年２回、公表する。 

 

【分析手法】「人口マップ」「産業構造マップ」「地域経済循環マップ」「まちづくり

マップ」を中心に経済動向調査に必要な項目をまとめる。 

 

②地域内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が

行う「小規模企業景気動向調査」に独自のコメントを追加し、地域内小規模事業者

の景気動向等について、年１回調査・分析を行う。 

   

【調査対象】地域内の小規模事業者（３０社） 

【調査項目】業況、経営状況、財務状況、資金繰り、今後の見通し、設備投資等 

【調査手法】巡回・窓口相談、各種セミナー時により回収する 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う 

 

(３)成果の活用 

経営発達支援事業におけるセミナーのテーマ決めなど、支援内容を検討するための

基礎資料とする。また、収集した情報は、経営指導員がいつでも容易に検索・抽出で

きるよう業種、項目ごとに整理・分類し、支援担当者が巡回・窓口相談時、講習会・

セミナー開催時に小規模事業者に情報提供を行い、経営支援に活用できるようにする。 

  情報収集・調査・分析内容については、ホームページに掲載し、地域内小規模事業

者に周知する。  
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（４）目標 
   年度     

項目 
現状 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

アンケート数 ０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

地域の経済動向分析の公表     ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

小規模事業者の景気動向調査の公表 ０ １ １ １ １ １ 

  

３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］これまで、記帳指導、税務相談、金融相談の際に、一部の小規模事業者に 

     対して、決算書を基にした、財務分析や資金繰りの把握などは行ってきたが、 

個々の経営課題の抽出や課題解決に結びつく分析や事業計画策定には結び 

ついていない。 

 ［課題］経営相談、税務相談、金融相談により事業所の決算書内容などの経営情報か 

ら財務分析を行い、経営課題がどこにあるかを分析・提供できる支援体制を 

整えることが課題である。 

 

(２) 事業内容 

① 当事業により目標に掲げた重点業種である小売・サービス業の他、製造業・建設業

等をはじめとする地域小規模事業者を対象として、経営分析セミナーや巡回・窓口

相談を介して経営分析を行う事業者を発掘する。経営分析セミナーは、チラシの配

付及びホームページにて 20 名程度の参加者を募集し、年 1 回の開催とする。 

地域小規模事業者の事業面や財務面などから経営状況分析した結果を基に、問

題・課題の抽出とその解決策を提案するとともに、経営計画等の策定支援等により、

小規模事業者の経営力向上・販売力強化・売上高の増加を図り、持続的な経営発達

支援や新たな事業展開を探る手掛かりとする。 

 

② 経営分析の内容 

【対象者】 小売・サービス業・製造業・建設業等の事業者 18社とし翌年以降 3社増

しで実施 

 

【分析項目】 ・自社分析（取扱商品・サービス、経営資源、課題） 

・市場分析（業界の動向、競合の動向、ターゲット、顧客ニーズ） 

・財務分析（キャッシュフロー、損益分岐点、売上高営業利益率、流動

比率、売上総利益率、労働生産性、自己資本比率等） 

 

【分析手法】ア．経営指導員が、窓口巡回相談指導時、特に金融相談、決算相談の機

会を活かして、小規模事業者に現状把握のための経営状況分析の重要

性を啓発し、顧客ニーズや自らの強みを生かした経営計画の策定を推

奨する。  

イ．高度で専門的な分析は、ミラサポ、あいち産業振興機構よろず支援
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拠点マネージャー・コーディネーターなどの専門家を活用し、経営指導員

が同行し、連携支援する。 

 

(３)成果の活用 

小規模事業者の経営状況を分析することで、詳細な経営現状を把握することができ、

経営発達や課題解決のための情報提供や、経営計画の作成等必要な伴走型支援に繋げ

ていく。 

また、これらの情報を蓄積することで小規模事業者同士のマッチングや他の支援機

関や金融機関等との連携による高度な経営支援への活用に繋げることが可能となる。

そのため、経営指導員が巡回・窓口相談事業において 1 名あたり６件を目標に経営分

析を実施する。 

 

（４）目標 
   年度     

項目 
現状 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

セミナー開催件数 ０ １ １ １ １ １ 

経営状況分析件数 ０ １８ ２１ ２４ ２７ ３０ 

 

４．事業計画策定支援に関すること 
 

（１）現状と課題 

 ［現状］これまで、事業計画策定に係る支援は、金融相談の経営計画や補助金申請時 

に作成する程度であり、日々の経営支援業務の中では、事業計画策定に対す 

る取り組みと支援体制が充分でない。 

［課題］小規模事業者の持続的発展のために、経営状況を把握し事業計画を策定でき 

る体制を整えることが課題である。 

 

（２) 支援に対する考え方 

地域の経済動向調査と経営状況の分析結果を踏まえ、各小規模事業者の発展を見据

えた事業計画の策定支援を行う。 

個別支援と合わせて、セミナーでの集団支援も実施し、事業計画策定を目指す創業

者等の小規模事業者の掘り起こしや事業主の高齢化等による事業承継時期にある小規

模事業者には、スムーズに承継が行えるよう、それぞれの事業経歴（事業ステージ、

事業ライフサイクル）や経営課題に合わせて各小規模事業者に寄り添った経営計画の

策定を支援する。また、小規模事業者の事業ステージの見極めと、その事業ステージ

に合わせた支援ニーズを細やかに把握した事業計画を共に検討作成していく伴走型支

援を行うことで、経営力の向上を図り、持続的な経営発達を図る。 
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(３) 事業内容 

① 経営分析を行った事業所を中心に各種セミナーの開催 

  【募集方法】ホームページや会報誌による募集  

  【回  数】事業計画策定セミナー          ２回 

        事業承継セミナー、後継者育成セミナー  ２回 

        人材育成（従業員教育）セミナー     １回 

 

② 事業計画の策定  

  【支援対象】 経営状況の分析対象事業を中心に、経営指導員による相談業務や支援 

          事業のセミナー等の参加者や、当地域の大半を構成する小売・サービ 

ス業を重点業種とし、その業種の小規模事業者に対し支援を主に行 

う。また、対象となる事業者の業歴、経営状況に応じた適切な支援を 

 行う。 

 

    【手段・手法】 

ア．事業初期計画策定支援 

新規事業者・若手後継者を対象に、経営相談窓口を設置し問題解決策を経

営指導員等と共に行い経営の安定化に結びつける。そして収益性の向上や販

路拡大及び自社のＰＲ方法など、今後の経営発達に繋がる支援を行って安定

成長期へのステップアップを図る。 

イ．新分野進出・事業転換・多角化計画策定支援 

事業は継続しているものの、自社の経営資源をうまく活用できていない事

業者や現状の事業に将来性を感じていない事業者など、新規事業分野への進

出や転換、事業多角化を模索している小規模事業者向けに、新規事業開発の

有望な事業分野の紹介や、将来の成長源の開発手法も含め、持続的な成長か

ら新たな事業展開に向けた事業計画づくりを図る小規模事業者を支援する。 

ウ．事業承継計画・事業再生プラン策定支援 

高齢化などが理由で事業承継期にある小規模事業者を中心に、実施時期・

承継の方法等について理解を深め、事業承継が円滑に進められるよう計画の

策定を支援する。 

※衰退期にある事業者に対しては、外的要因・内的要因や過大経費の削減、

利益率の見直し、そして金融機関に対するリスケジュールなど、事業再生

のプランニングを共に検討して事業の継続を支援する。 

 

【事業計画策定支援上の共通事項】 

いずれの対象においても、セミナー開催とセミナーに付随した個別の事業計画策定

相談会を実施する。地域経済動向や経営分析結果を基に経営指導員等による個別相談

の他、専門知識を有する愛知県商工会連合会登録のエキスパートや嘱託専門指導員、

ミラサポ派遣専門家、あいち産業振興機構よろず支援拠点マネージャー・コーディネ

ーター、中小企業基盤整備機構による専門家派遣制度などを積極的に活用した伴走支

援を実施する。 
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【小規模事業者経営発達支援融資制度の活用】 

事業計画を策定する上で、設備投資をはじめとした資金調達が必要な場合、これま

でのマル経融資や県の制度融資に加え、経営発達支援計画の認定によって利用が可能

となる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を支援メニューの一

つとして積極的に活用し、持続的発展に取り組む小規模事業者を支援する。 

 

(４)目標 
            

現状 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

事業計画策定セミナー開催回数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

事業計画策定相談会開催回数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

事業計画策定件数 ０ ６ ６ ７ ７ ７ 

創業に伴う事業計画策定件数 ０ ２ ２ ３ ３ ３ 

事業承継に伴う事業計画策定件数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

経営相談窓口の開催回数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

事 業 承 継 、 後 継 者 育 成 

セ ミ ナ ー 
０ ２ ２ ２ ２ ２ 

人材育成（従業員教育）セミナー ０ １ １ １ １ １ 

事業継続力強化計画作成件数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］これまで小規模事業者の事業計画策定後のフォローアップについては、重要 

性は十分に認識していたものの、融資実行後の確認や補助金採択後の効果の 

確認にとどまり、個社の売上、利益に繋がるフォローアップが不充分であっ 

た 

［課題］小規模事業者の課題に対応した適切なフォローアップを講じられるように他 

の支援機関と連携を強化していく。 

 

（２） 事業内容 

①小規模事業者ごとに作成された事業計画策定後の実際の経営との比較やその後の対

策等、事業遂行に必要なフォローと計画実現に向けた支援を行って、小規模事業者

の持続的な発展を図る。 

 

②事業計画策定支援におけるフォローアップについては、事業計画策定事業者全てを

対象とし、計画期間終了後には現状のフォローアップも含め延べ５６事業者を目指

す。 

支援内容 年度 
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③実施支援の内容   

・事業計画の進捗状況の把握。 

・財務管理・労務管理・営業管理などを確認し、計画達成に向けた課題を抽出する。 

・事業計画実現に向けた解決策等の支援。 

 

より具体的な事業計画推進に関するアドバイスについては、必要に応じて県連エキ

スパートや嘱託専門指導員、ミラサポ派遣専門家、あいち産業振興機構よろず支援拠

点、中小企業基盤整備機構専門家派遣制度などを活用し、専門家の協力のもと計画達

成に向けた支援を実施する。 

 

④フォローアップの頻度 

事業計画策定支援を行った事業所に対して、計画の進捗状況を経営指導員等が定期

的かつ状況に応じた頻度で巡回･窓口相談により把握し、状況に応じて再計画支援や

課題への対策について支援を行うとともに、専門家派遣制度（愛知県商工会連合会「エ

キスパートバンク専門家派遣事業」、あいち産業振興機構「よろず支援拠点」、中小

企業庁「ミラサポ」等）。を活用し高度なフォローアップを行う。 

なお、フォローアップの履歴や報告書、資料等については、経緯及び実行団体がわ

かるように事業所ごとにまとめる。 

また、小規模事業者経営発達支援融資制度を活用している小規模事業者など、案件

の重要性、緊急性に応じて臨機応変にフォローアップを行う。 

 

（３）目標 
   年 度     

支援内容 
現状 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

事業計画策定後フォローアップ支援事業所数 ０ １０ １０ １２ １２ １２ 

フォローアップ回数 ０ ４０ ４０ ４８ ４８ ４８ 

付加価値額３％以上の増加事業者数 ０ ３ ３ ６ ６ ６ 

  

※ フォローアップ回数は、フォローアップ支援事業所 ×４（四半期ごと） 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

 ［現状］これまで、販路開拓や商品需要の拡大を希望する事業者に対し、巡回や窓口 

相談において、展示会の出展案内、出展手続等事務的な支援にとどまってい 

る。 

［課題］需要動向調査や分析を行い、個社商品サービスを生かした新たな市場への販 

路開拓や新商品開発等に活かすことが課題。 
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(２)事業内容 

①消費者ニーズの把握提供をするために、マーケットインの考え方に立ち、主として

事業計画書の作成支援先である小規模事業者の内から選出したオリジナル性の高い

販売商品や提供サービスについて、商品ユーザーやサービス利用者から評価・改善

点・アドバイスなどを収集して個社商品の需要動向を調査し、顧客が満足する商品・

サービスを提供し続け、既存顧客の満足度を維持するだけでなく、既存商品・サー

ビスの改良や提供等を実施し新たな需要の開拓に繋げ新規顧客獲得に結びつけるた

めの役割を担う。 

 

【サンプル数】来場者１００名 

【調査手段・手法】イベント（かにえ町民まつり、商店街のイベント等）において

紙媒体でのアンケート調査。 

【調査項目】①商品(サービス)の満足度 ②商品(サービス)の好感度 ③商品(サ

ービス)の価格評価 ④店内外の雰囲気 ⑤品揃え 等 

【分析結果の活用】個社商品の調査及び分析によって自社商品・サービスのニーズ

や評価等を把握することにより、実際にどう改善すべきかのア

クションプラン＝事業計画の立案・実践に役立てる。 

さらに、競争力のある新商品・新サービスへの改善・開発に

繋げるとともに、参入すべき市場と目指すポジションを明確に

させることで、小規模事業者の持続的な発展と新たな需要の開

拓に寄与することができる。商品・サービスと自社コンセプト

の適合性を確認、改良することで、消費者への訴求力を高める。 

 

(３)数値目標 
   年 度     

支援内容 
現状 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

調 査 商 品 数 ０ ３ ３ ３ ３ ３ 

アンケート回収数 ０ １００ １００ １００ １００ １００ 

アンケート実施回数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］これまでは、展示商談会への出展案内周知だけであり、出展前や出展後のフ

ォローによる需要開拓への支援ができていない。 

［課題］販路開拓を意識した各種広報等の活用が課題である。 
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（２）事業内容 

①地域経済動向調査・需要動向調査にて調査分析を行った内容を活用して、個社の状

況に合わせた効果的な情報発信を提案して新たな需要開拓の仕組みづくりを支援す

ることで、小規模事業者の取引拡大を図り持続的発展に寄与する。 

 

②小規模事業者の販路開拓に対し、展示商談会やアンテナショップ出店に協働して 

取り組むことにより新規取引の獲得・成果の実現に導く。 

 

ア．商談会参加支援事業 

■概要（事業の内容） 

蟹江町近隣地域商工会・商工会議所・行政が開催する商談会や金融機関が開催す

る商談会も連携の上参加を支援する。 

・信用金庫が主催し毎年１０月にポートメッセなごやで開催するしんきんビジネ

スマッチング ビジネスフェアへの出展を支援する。 

■目的 

小規模事業者に新たなビジネスパートナーとの「出会いの場」を提供することで、

販路開拓・受注確保の機会創出をバックアップして持続的発展を図ることを目的と

する。 

■支援対象 

特徴のある商品や技術を有するがＰＲ力の弱い小規模事業者。 

■訴求対象 

製品･部材･商品の新たな調達先を求める企業、商品開発･業務の合理化に向けた協

力先を求める企業。 

■改善工夫事項 

蟹江町商工会ブースとして出展することにより、製品展示量・展示規模に不安の

ある小規模事業者を、複数で連合共同して「商工会ブース」を形成の上出展の運び

とする。商談時には、アンケートを実施することで販路開拓及び製品の質の向上に

繋げる。 

■出展前の支援 

・消費者やバイヤーに対して商品への興味、関心を抱いてもらえるような展示方

法、ブース内レイアウト、アンケート及び説明資料等の作成、プレゼン方法に

ついて、国・県等の専門家派遣制度を活用し経営指導員と共に支援を行う。 

・事前の準備やイベントの運営方法について、経営指導員等が可能な限りサポー

トし、多くの商談機会が得られるよう支援する。 

・消費者・バイヤー向けのアンケートの項目等を整理し作成の支援を行う。 

■出展中の支援 

・来場された消費者やバイヤー向けのアンケートの協力要請や展示会等の運営サ 

ポートによりスムーズに商談が行えるよう支援する。 

■出展後の支援 

・アンケートの集計結果を整理・分析し、新商品の開発・改良に繋げ、販路開拓

に結び付けられるよう支援を行う。 
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イ．アンテナショップ支援事業 

■概要（事業の内容） 

愛知県商工会連合会の県内物産品のアンテナショップ「まるッと！あいち」等へ

の出店を促し、手続きや更新・入替を手助けする。  

■目的 

地域外消費者を対象とした消費喚起を図るとともに、小規模事業者のマーケティ

ング力向上と商品認知度の向上に向けた支援によって販路開拓へと繋げることを

目的とする。 

■支援対象 

展示会・商談会に人的要件等で出展できない小規模事業者。 

■訴求対象 

県民を始めとする消費者。 

■改善工夫事項 

現状では、出品募集案内を周知した後、出品申請や運営は事業者独自に任せてい

た。そこで、出品予定品と類似する他社掲載(陳列)産品について、取寄せリサーチ

研究を事業計画に盛り込み、県連エキスパートや嘱託専門指導員、ミラサポ派遣専

門家、あいち産業振興機構よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構専門家派遣制度

などの専門家とともに、自社産品との比較検討を行って、掲載する産品の選定、価

格設定、陳列レイアウト若しくは掲載画像等をアドバイスして円滑な出店運営を伴

走支援する。 

また、愛知県による３割助成制度(ふるさと名物商品消費喚起事業)などの支援制

度の活用勧奨や申請斡旋により出品への負担緩和を施す。 

■出店前の支援 

・出品を希望する事業者に対し、商工会が出品手続きの仲介を実施。 

・商品等に興味、関心を持っていただけるような展示方法や関係資料の作成等に

ついてアドバイスする。 

・消費者向けアンケートの項目等を整理し作成の支援を行う。 

■出店後の支援 

・アンケートの集計結果を整理・分析し、新商品の開発・改良に繋げ、販路開拓

に結び付けられるよう支援を行う。 

 

（３）目標  

ア．商談会参加支援事業 
   年 度     

支援内容 
現状 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

商 談 会 出 展 者 数 ０ １ １ ２ ２ ２ 

商 談 件 数 ０ ３ ３ ６ ６ ６ 

成 約 件 数 ０ １ 1 ２ ２ ２ 
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イ．アンテナショップ支援事業 
   年 度     

支援内容 
現状 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

ア ン テ ナ シ ョ ッ プ 出 店 者 数 ０ １ １ １ ２ ２ 

ア ン ケ ー ト 実 施 回 数 ０ １ １ １ ２ ２ 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

８．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

（１）現状と課題 

［現状］当地域で受け継がれてきた「須成祭」が、ユネスコ無形文化遺産に登録され

た。これを踏まえて、当商工会内で組織されている商業部会、観光部会、特

産品開発委員会を中心に各関係機関･団体と連携して各イベント事業を実施

している。また、蟹江町、蟹江町観光協会と共に構成する「かにえフィルム

コミッション」が令和元年６月に設立された。 

［課題］蟹江町総合計画の産業活力分野において、蟹江発の商品・サービスなど地域

ブランドの創造、温泉など観光産業、商店街や中小企業の活力を高めること

が課題となっている。 

 

（２）事業内容 

①蟹江町商店街・まちづくり事業  

現在、町内で活動する商店会・発展会は、それぞれに地域の独自性を打ち出し、

「商業の町・蟹江町」として積極的に活動を行っているが、インターネットを通じ

た購買等による消費形態の多様化、後継者の不在、従業員の確保が困難などの問題

がある。また、廃業等による空き店舗も近年増加しているため、げんき商店街など

の活性化事業への理解はあるものの、積極的に参加し辛くなっているのが現状であ

る。引き続き事業を継続実施していくためには、蟹江町とも連携を強化しながら、

地元町内会、区会、更には子育て支援団体等とも情報共有し、商工会としても積極

的に支援を行う必要がある。 

そこで、今後は発展会関係者、前述の地元住民団体等と商工会とが、現在抱える

空き店舗対策をはじめとする問題点などの情報交換・意見交換会を定期的に開催し、

これからの商店街・まちづくりのあり方について協議を行い、方向性を見極めなが

ら商店街の活性化に繋げる。 

  

②蟹江町特産品事業 

地域ブランド「かにえブランド」における商品を開発するにあたり、特産品開発

特別委員会において協議をおこない５ヶ年計画で商品化できるよう取り組みを強化

する。 

蟹江町とその近隣地域を中心とした市町村地域間の交流にあたっては、蟹江町関

係者及び蟹江町商工会関係者が町外訪問する際や、来町者への応対時において、蟹
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江町を紹介・イメージする産品を贈り、また、来町者向けに蟹江町の産品を紹介す

ることにより、市町村地域間の交流推進と町内商工業者の活性化を図る。 

対消費者向けとしては、鉄道会社（ＪＲ東海、近畿日本鉄道）によるウォーキン

グイベントにて、蟹江町及び蟹江町観光協会と協力し、蟹江町の特産品を販売する

ことで、来町者に対し蟹江町と蟹江町の産品を PRし、併せて町内商工業者の活性化

を図る。 

 

③観光振興事業    

蟹江町、蟹江町商工会、蟹江町観光協会で組織するかにえフィルムコミッション

の設立に伴い、当町の撮影候補地や町内の魅力ある各所の情報提供及びＰＲを積極

的に行う。また、小規模事業者には、撮影等の情報を提供するとともにこの撮影に

関連して来訪いただいた観光客に、特産品等の販売を行い、地域の活性化を図る。 

鉄道会社（ＪＲ東海、近畿日本鉄道）の協力はどうか？ 

④かにえ町民まつり  

かにえ町民まつり実行委員会（蟹江町、蟹江町観光協会他各種団体）により開催

される「かにえ町民まつり」において、地域商工業者の製品・商品の展示即売並び

に企業ＰＲ等を行いその実態を紹介し、地域住民の商工業並びに商工会に対する認

識を高め、蟹江町内商工業者の育成と地域の振興及び発展を図るとともに、消費者

への日頃の愛顧に感謝して各種イベントを実施することにより地域住民との交流の

場を持つ。 

 

 

 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り組み 

 

９、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 

（１）現状と課題 

［現状］他の支援機関との連携は業務を遂行するにあたり欠かすことができない     

ため、必要最低限の内容で関わっている。 

［課題］業務を遂行するうえで連携体制を拡張・強化することが課題である 

 

（２）事業内容 

①株式会社日本政策金融公庫名古屋支店 国民生活事業との連携（年２回） 

株式会社日本政策金融公庫名古屋支店管内の商工会等で構成される「経営改善貸

付推薦団体連絡会議」に出席し、公庫支店管内の制度資金需要動向や制度改正箇所

などの情報を得ることにより、小規模事業者に対して、普通貸付やマル経貸付など

の制度状況を素早く情報提供し、円滑な資金手当てに役立てる。 

※名古屋支店管内商工会とは、あま市商工会、大治町商工会、愛西市商工会、蟹江

町商工会、弥富市商工会、飛島村商工会、清須市商工会、北名古屋市商工会、豊

山町商工会及び津島商工会議所 

 

②海部地区商工会職員協議会第２委員会（年２回） 
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海部地域における商工会との連携を図るため、海部地区商工会職員協議会第２委

員会において、支援成功事例や先進的な取り組みなどについて情報交換を行う。海

部地域内商工会の支援ノウハウ、支援の現状、地区内の景況動向について情報交換

を行い、海部地域における小規模事業者の状況や需要動向を把握すると共に相互の

支援能力の向上を図るために行う。 

※海部地区商工会とは、あま市商工会、大治町商工会、愛西市商工会、蟹江町商工

会、弥富市商工会、飛島村商工会の６商工会 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］現在、愛知県商工会連合会主催の経営指導員等応用研修会、愛知県商工会職

員協議会主催の研修会等に参加し知識の習得に努めているが、より専門的な

知識や技術の習得に至っていない。 

［課題］個々の持つ支援ノウハウや失敗事例・成功事例について職員間での共有が図

れていない。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

経営指導員をはじめとする職員全員の支援能力の一層の向上を図るため、経営指

導員等応用研修会等の研修会の他、より専門的な知識習得のため、中小企業大学校

の中小企業支援担当者向け研修に参加することで、小規模事業者の利益増加に繋が

る技術能力の向上を図る。 

 

②ＯＪＴ制度の導入による支援能力の向上 

巡回訪問や個別相談業務において、ベテラン職員と若手職員がペアで小規模事業

者を支援することで、指導・助言内容、情報収集方法を学ばせることにより、組織

全体としての支援能力の向上に努める。 

 

③支援ノウハウの共有化 

支援ノウハウの共有化のため、経営計画策定等の支援力向上に向けた勉強会を定

期的（月２回程度）に実施し、職員の支援能力の向上を図る。 

 

④支援内容のデータベース 

支援状況の共有化のため、商工会基幹システムに適時・適切なデータ入力を行い、

支援中の小規模事業者の状況を職員全員が情報共有できるようにすることで、どの

職員でも一定レベル以上の対応が可能となるようにする。 

   

１１．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 

（１）現状と課題 

［現状］事業評価については、アンケート調査により事業計画策定の指針として実施
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しているが、第三者による評価委員会の実施はない。 

［課題］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

あり、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。 

 

（２）事業内容 

経営発達支援事業を進めるにあたり、外部有識者（中小企診断士）を中心とした経

営発達支援事業評価検証委員会(仮称)を組織し、年間２回の検証会議の中でＰＤＣＡ

サイクルにより事業の評価及び見直しを行って改善に努め、結果は速やかに小規模事

業者に公表する。 

 

① 構成員 

  ・中小企業診断士 1名 

・蟹江町役場ふるさと振興課職員２名 

・愛知県商工会連合会担当者１名 

・商工会役員２名 

・法定経営指導員 3名（候補） 

・商工会職員 2名 

  

②事業の成果・評価･見直し結果の公表 

蟹江町商工会ホームページで計画期間中公表する。（http://kanie-sci.com/） 

http://kanie-sci.com/
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（（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和元年 10月現在） 

（１）組織体制 

                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）法定経営指導員の関わり 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名 田邉 史悦（候補）、野尻 昌孝（候補）、林 義人（候補） 

■連絡先 愛知県海部郡蟹江町城一丁目２１４番地 

蟹江町商工会  

            電話：0567-95-1809 ／ FAX：0567-95-1883 

②法定経営指導員の関わり 

    経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管 

理、事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）連絡先 

  〒497-0040 

   愛知県海部郡蟹江町城一丁目２１４番地 

    蟹江町商工会 

     電話：0567-95-1809 / FAX：0567-95-1883 

     E-MAIL：kanie@aichiskr.or.jp 

 

事務局長 

 

蟹江町 

ふるさと振興課 

蟹江町商工会 

法定経営指導員（候補者）３名 

 補 助 員      １名 

 記帳指導職員         １名 

 記 帳 指 導 員         ２名 

 一 般 職 員        １名 

※補助員１名欠員のため一般職員にて

対応 



２４ 

 

（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 

    年度 

資金内容 現状 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

必要な資金の額 50,850 51,850 52,850 53,850 54,850 55,850 

 

小規模事業経営支

援事業費 

(1) 講習会開催費 

(2)各種調査費 

(3)販路開拓支援事業 

(4)地域活性化事業 

(5)資質向上 

(6)会議費 

(7)事務費 

(8)人件費 

 

 

 

1,200 

600 

1,500 

600 

300 

250 

600 

45,800 

 

 

 

1,200 

600 

1,500 

600 

300 

250 

600 

46,800 

 

 

1,200 

600 

1,500 

600 

300 

250 

600 

47,800 

 

 

1,200 

600 

1,500 

600 

300 

250 

600 

48,800 

 

 

1,200 

600 

1,500 

600 

300 

250 

600 

49,800 

 

 

1,200 

600 

1,500 

600 

300 

250 

600 

50,800 

 

（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 

国補助金、県補助金、町補助金、商工会費、特別賦課金、手数料収入 

（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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 
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