
経営発達支援計画の概要 

実施者名 岡崎市六ツ美商工会   （法人番号 7180305000910） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

１．小規模事業者の経営基盤の充実を図ろうとする小規模事業者の育成 

２．創業、事業承継等による地域産業の育成 

３．地域資源を活用した地域産業の育成 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 （１）各機関が行っている経済情勢調査データを活用し、愛知県内の経済動向を

分析し、情報提供する。 

 （２）本会地域内の管内商工業者数の５％の小規模事業者に対して、年 1回経済

動向等を問うアンケートを実施し、回答データの集計分析や情報提供を行

い、経営判断等に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 （１）中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用し、収益性、効

率性等を分析し、経営状況の把握を行う。 

 （２）上記経営分析結果等を基に、愛知県商工会連合会所属の専門家等と連携し、

各分析を通し、下記３、４の事業計画の策定・実施支援へ繋げていく。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 （１）上記１の地域経済動向調査を踏まえ、上記 2経営分析の対象事業者及び巡

回窓口での相談事業者に対し、事業計画策定支援を行う。 

 （２）岡崎市等行政と近隣商工会・商工会議所と連携し創業塾を開催し、創業支

援を行い、また円滑な事業承継を希望する事業者を対象に伴走型の支援を実

施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 （１）事業計画策定後に巡回訪問し、進捗状況のチェックを行い、愛知県商工会

連合会等と連携し、その時々の課題解決に必要な指導・助言を行う。 

 （２）資金的支援が必要な事業者に対し、（株）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」を始めとする各融資制度や近隣金融機関との連

携による各種融資制度の利用勧奨を行い、補助金等施策の活用を促す。 

 （３）創業及び事業承継計画策定後 1 年間は、3 月毎に巡回窓口指導を行い、ヒ

アリング等による進捗状況確認を行い、愛知県商工会連合会等と連携し指

導・助言を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 （１）国や県・金融機関等が行う消費動向調査の結果を収集分析提供し販路開拓

等に利用してもらい、経営分析及び経営事業計画策定等に活用する。 

 （２）上記１地域内経済動向調査の中で、管内商工業者数の 5％の小規模事業者

に対し需要動向の調査分析結果を提供し、販路開拓や経営分析、計画策定等

に活用する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 （１）メッセナゴヤ等各機関主催の出展支援を行い、販路拡大支援を行う。 

 （２）全国商工会連合会のネットショップや愛知県商工会連合会の県内物産品の

アンテナショップ等へ出品参加勧奨を行う。 

 （３）全国商工会連合会の事業者支援システムでホームページ開設支援を行う。

 （４）上記（１）～（２）の事業に参画する商品等のプレスリリースを行う。 

連絡先 
岡崎市六ツ美商工会 

 電話０５６４‐４３‐２５０２ FAX０５６４‐４３‐１９２１ 
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六ツ美地域 地図

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．【地域の概要】 

 
 
 
 
 
 
 

 
岡崎市は、愛知県の中央部にあり、美濃三河高原と岡

崎平野の接点に位置し、人口 382,490 人（平成 27 年 12

月 1 日現在）、面積 387.20 平方キロメートルと西三河地

区を代表する中核都市である。 

岡崎市六ツ美商工会が所管する六ツ美学区及び城南

学区一部(以下、「六ツ美地域」という。)は、岡崎市の

南西部に位置し、西に安城市、南に西尾市が隣接する市

境にある。六ツ美地域（旧碧海郡六ツ美町）は、昭和 37 年 10 月 15 日に岡崎市に編入

した。「六ツ美」という地名は小学校区・中学校区の学区名のみ存在する。六ツ美地域

の人口 43,798 人（平成 27 年 12 月 1 日現在）面積約 17.40 平方キロメートルと、全体

人口の約 11.4％、面積の約 4.6％である。 

 

岡崎市と六ツ美人口の推移は下記のとおりである。 
 区分 昭和 50 年 昭和 60 年 平成 7年 平成 17 年 平成 26 年 

岡崎市 
人口 

世帯数 

232,054 

68,044 

284,696

85,082

325,354

109,143

357,322

134,755

379,918 

151,799 

管内： 

六ツ美 

人口 

世帯数 

19,252 

5,099 

26,856

7,328

34,977

11,219

41,151

14,592

43,180 

16,405 

市比率 
人口 

世帯数 

8.29％ 

7.49％ 

9.43％

8.61％

10.75％

10.27％

11.51％

10.82％

11.36％ 

10.80％ 

＊平成 18 年 1 月 1 日に額田郡額田町合併 
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（資料出所：岡崎市統計ポータルサイトより出所） 

 

【人口（岡崎市と六ツ美地域）】 

・岡崎市全体の人口動向では平成 27 年に 380,764 人となり、世帯数も 152,849 世帯と

増加傾向にあるが、少子高齢化動向では、0～14 歳の割合は平成 27 年で 15.1％となっ

ており、平成 17 年から推移をみると減少し続けている。一方、65 歳以上の割合は平成

27 年で 21.1％となっており、増加傾向と平成 17 年からの推移をみると、増加を続けて

いる。（資料出所：岡崎市統計ポータルサイトより引用①～⑤） 

 六ツ美地域の人口動向では、平成 27 年に 44,802 人となり、世帯数も 17,205 世帯と

なり、市全体の中でも増加傾向の地域である。少子高齢動向では、0～14 歳の割合は平

成 27 年で 15.72％となっており、平成 17 年から推移をみると市全体と同様に減少し続

けているが、市全体の推移を上回っている。一方、65 歳以上の割合は平成 27 年で 16.79％

となっており、平成 17 年から増加傾向にあるが、市全体よりも高齢者比率は低く推移

をしている。また平成 26 年から 27 年にかけ、0～14 歳割合と 65 歳以上の割合が逆転す

るなど、六ツ美地域においても少子高齢化となってきている。 

（資料①～⑤：岡崎市統計ポータルサイト

より出所） 

 

 

 

 

 

 

① ②

③ ④

⑤ 
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六ツ美の各学区分布図 

北西部学区 

中部学区

南部学区

商工会

城南学区(一部) 

 愛知県の人口増減においても、西三河地域の人口増減及び人口割合は高い位置にあ

る。六ツ美地域は、数少ない増加地域である。 

(資料⑥⑦：愛知県人口ビジョン・まち・ひ

と・しごと創生総合戦略) 

 

 

【交通機関】 

・公共交通機関では、岡崎市に名古屋鉄道（名

鉄東岡崎駅他 9 駅）、東海道本線（ＪＲ岡崎

駅他 1 駅）、東海道本線ＪＲ岡崎駅から、愛

知環状鉄道（岡崎駅から高蔵寺駅）がある。

六ツ美地域の最寄り駅は、ＪＲ岡崎駅であ

り、駅西から約 500 メートルの離れたところ

から六ツ美地域となる。 

六ツ美地域の南部（現：岡崎市中島町）に

は、明治 44 年開業の名古屋鉄道旧西尾線（現

在の東海道本線 JR 岡崎駅から名古屋鉄道西

尾駅）の旧、三河中島駅を中心に旧、碧海郡

六ツ美町の中心市街地と機能してきたが、昭

和 19 年に路線の休止、昭和 34 年に路線廃止

となった。昭和 37 年に岡崎市へ編入以後、

幹線道路等の移動手段の変化や事業主の高

齢化、広田川の拡幅工事に伴う収用により商

店街は閑散となるなど、南部学区の中心の地域から、かつて農地であった北西部学区の

市街化区域化に伴い、六ツ美地域の全体の商業地域は変わりつつある。 

 

【幹線道路】 

・名古屋市から約 35 キロメートルの距離に位置し、市内を東西に国道 1 号線、南北に

国道 248 号線が通っている。六ツ美地域の主幹道路は、県道 293 号桜井岡崎線・県道 327

号市場福岡線から県道 43 号岡崎碧南線、県道 73 号岡崎刈谷線となっており、国道 23

号線まで 10 分、国道 1 号線まで 15 分、国道 248 号線まで 10 分、東名高速道路岡崎イ

ンターチェンジまで 30 分程度で移動することができ、幹線道路の整備に伴い移動がし

やすい地域である。 

⑦⑥
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六ツ美地域は、六ツ美北西部と中部を縦断する県道 293

号桜井岡崎線が開通した 25 年ほど前より、六ツ美北西部

学区は、商業店舗の出店や東海道本線（ＪＲ岡崎駅）近隣

の住宅化が進んできた。現在でも同北西部学区は、ＪＲ岡

崎駅周辺の再開発により人口及び世帯増が続いている。 

また岡崎市は、西三河南部東医療圏で不足している２次

救急医療体制を確保するため、新病院建設（平成 32 年開

業予定）されることが、平成 26 年度末に発表された。同

病院は、六ツ美地域に隣接していることから、同地域の道

路開発並びに住宅開発が進むと見込まれている。 

六ツ美南部学区は、平成 26 年度末に県道 43 号岡崎碧南

線の全面開通により、岡崎インターチェンジから中部国際

空港方面（碧南まで）への移動が 1本道となるなど、同地

域からの移動利便性が高まっている。 

（資料⑧出所；岡崎市新業院の整備支援に関する情報ホームページより）

 

 

２．【岡崎市と六ツ美地域の産業概要と状況】 

 

・岡崎市は、徳川家康公の生誕地として、江戸時代から城下町、東海道の宿場町として

栄え、歴史的に西三河地方の中心都市として機能してきた。市域の北部から東部にかけ

ては三河山地が西部から南部にかけては岡崎平野が広がり、市内を矢作川が南北に乙川

が東西に流れており、この豊富な水を利用して大規模工場や水田地帯が広がっている。

この水田地帯である六ツ美地域は、近世を通じて 23 回の矢作川の大洪水の記録（参考：

日本地名大辞典）がされるなど、矢作川の下流域ということもあり、水田を中心とした

農業区域として発展した。水田地域の特徴として、大正 4年（1915 年）大正天皇即位の

大嘗祭（稲を収穫を祝い自演の方策を祈願する祭儀）を行うため、新米をつくる斎田箇

所（京都を中心とした東日本を悠紀地方、西日本を主基地方から各１カ所選定される）

として選定され、岡崎市中島町（旧碧海郡六ツ美村）の 3,960 平方メートルが悠紀斎田

の地として選定された。現在でも、六ツ美地域（岡崎市坂左右町）にあいち三河農業協

同組合の本店があるなど、六ツ美地域の中部学区から南部学区の一円は、岡崎市の水田

地域となっている。 

 

（岡崎市六ツ美商工会管内の人口と 

商工業者数の状況） 

 

 北西部学区人口は六ツ美学区の 59％が

住居しており、幹線道路の整備やＪＲ岡崎

駅 (岡崎市の街づくり構想における都心

ゾーン)が近いことから、人口は増えてい

る。幹線道路沿いへの商業店舗進出が多く

あり、大手飲食チェーン店の出店など商業

⑧

⑨
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地としての魅力を増している。 

中部学区人口は約 12％と人口は少ないが、20 数年前に 2 つの工業適用地（合歓木

405.635 ㎡ 52 社・在家 365.885 ㎡ 81 社）が認められ、工業集積地に 133 社が密集して

いる。工業適用地内の企業は、自動車関連産業や機械や金属加工産業を始め、建築関連

卸売業、産業廃棄物関連など多くの

企業がある。 

南部学区は、かつては六ツ美地区

を代表する商業地域であったが、他

地域の発展や幹線道路の発達に伴

い来客数が減少、10 年ほど前に河

川の収用事業と重なり、後継者不在

等による廃業が加速した。また隣接

する市町に大手自動車部品工場が

あり、従業員の住宅地として人口は

増え続けている。 

（資料⑨～⑪；岡崎市統計ポータルサイトより出所）
 

（六ツ美地域の商業現況と課題） 

 六ツ美地域は、幹線道路沿いを中心とした小売・飲食業の出店が平成 13 年と平成 24

年の比較で 108 社 43％増、サービス業等の出店が 70 社 23％増と大きな伸びを示してい

るように、今後も商業店の出店は続くことが見込まれる。しかしながら出店の多くは大

手スーパーマーケットや大手飲食店等が多く、長年地域を支えてきた店舗は、売上減少

により店舗の老朽化対策への費用や販促活動への費用分担が出来ない状況にあり、今後

生き残っていくためには大きな問題となっている。 

 六ツ美地域は、近年大きく発展した地域であるため、岡崎市内に 35 の商店街振興組

合や発展会が存在しているが、六ツ美地域には 1の発展会となっている。この発展会も

経営者の高齢化や経営近代化の遅れにより廃業店舗が増え、発展会員数が一桁まで減少

しており、地域の小規模小売・飲食業者が自力で経営発達していくことが非常に厳しい

環境となっているため、新たな事業者の育成と既存店との連携による展開が大きな問題

となっている。 

六ツ美地域内住民は、幹線道路の開発に伴い岡崎市内を始め近隣の、大型複合店へ流

れる傾向が大きく、小規模小売業・飲食業者は集客に苦慮していることが、今後魅力あ

る個店の育成と事業を継続できる持続的発展力を持つ事業者の育成が大きな問題とな

っている。 

 

（岡崎市六ツ美商工会 小規模企業会員状況及び業種別内訳） 

設立当初～現在の商工業状況 
 商工業者数 小規模事業者数 会 員 数 管内世帯数 管内人口 

昭和 35 年 271 264 241 (不明) (不明) 

昭和 44 年 298 291 242 2,980 13,018 

昭和 55 年 514 476 403 6,269 22,758 

平成 2年 854 683 544 8,569 29,215 

⑩ ⑪
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平成 13 年 1,119 851 631 12,073 37,111 

平成 18 年 1,149 850 619 13,722 39,423 

平成 21 年 1,222 909 619 15,566 42,114 

平成 24 年 1,179 868 659 16,192 43,250 

※昭和 37 年に六ツ美学区等（旧碧海郡六ツ美町）は岡崎市へ編入 

（資料⑫～⑭：商業統計調査、経済センサ

ス－活動調査、岡崎市統計ポータルサイト

より出所） 

 

（工業の現況と課題） 

 六ツ美地域の製造業は、2 つの工業適用地を中心に自動車関連企業や一般機械器具製

造などの、開発部門に携わる企業が多くあるが、下請け企業が多く、納期の短縮や単価

の切り下げ要請の影響が大きく、独自の技術を持つなどの競争力・優位性を持つ企業以

外は厳しい状況にある。そのため独自技術を生み出せる開発力の強化や営業力の強化へ

の支援、また企業同士で技術や仕事の連携を図れるような関係性の構築を支援する必要

があることが問題となっている。 

 六ツ美地域の建設業は、平成 13 年と平成 24 年の比較で 148 社 43％減となり、大手ハ

ウスメーカーの事業展開により、多くの企業が廃業等となった。地元で長年事業してき

た信頼により、地元住民への紹介や口コミ等により顧客獲得をしてきたが、他地域から

転入してくる住民に対しての販売促進に力を注げない状況にあり、今後生き残っていく

ためには大きな問題となっている。 

 

３．【当商工会の事業者支援の現況と課題】 

 これまで当商工会は、金融・税務・労務相談等の経営改善普及事業を中心として地域

の小規模事業者の経営基盤の安定に注力してきたが、当該事業者を巡る経営環境は厳し

さを増し、従前の経営改善普及事業をメインとするスタイルでは、環境変化を乗り越え

ることのできる事業者の育成に対応できなくなってきており、経営力強化を目的とした

それぞれの課題を解決するための支援に取り組み始めたところである。 

⑫ ⑬

⑭
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現在、本会の支援体制が抱える課題として、下記の３点があげられる。 

課題①小規模事業者と地域の経済環境に関する実態把握が十分にできていない。 

課題②経営革新をはじめとする課題解決型指導が必要な事業所の掘り起こしが十分に

できていない。 

課題③小規模事業者の経営課題の把握とそれを解決するための計画的継続的な支援が

十分にできていない。 

 

このような現況及び課題を踏まえた当商工会の「小規模事業者の中長期的な振興のあ

り方」は次のとおり。 

 

４．【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

「地域経済や雇用を支える市内事業者のため、小規模事業者の経営力向上と創業の促

進を図る。」この 10 年で管内企業の業種比率は大きく変化してきた。人口増加など魅力

ある地域であるが、年齢別の人口比率でも少子高齢化を視野に入れた事業を展開する必

要がある。 

当商工会は本経営改善発達支援計画にもとづき、個々の小規模事業者の経営課題に共

に向き合い、伴走型支援により個々の事業者の経営力向上や販路拡大、技術革新を図り、

もって地域振興の屋台骨である小規模事業者の持続的発展を目指す。上記を踏まえ、当

商工会は経営指導員等の資質向上を図りつつ、愛知県、あいち産業振興機構、中小企業

基盤整備機構、地元金融機関等と連携しながら、下記方針の支援や取組を行い、目標を

達成する。 

 

５．【目標】 

１）自らの技術・サービスの維持・向上を図る等事業の充実を図ろうとする持続的発

展力のある小規模事業者の育成 

２）“魅力ある個店”や“独自技術・サービス等を開発し提供する力を持つ小規模事業

者”の育成 

３）創業、事業承継等による地域産業の育成 

 

６．【実施方針】 

１）経営指導員等の計画的な巡回指導、金融・税務等の窓口相談等機会を通じて、各

個店及び小規模事業者の経営課題の掘り起こしを行い、経営課題に対応した事業計

画を策定支援し、定期的なフォローアップをすることによって、魅力ある個店と持

続的発展力を持つ事業者の育成を行う。 

２）経済・需要動向を把握・分析した情報を、魅力ある商品・サービスの提供や新技

術の開発、経営分析や事業計画の策定に役立てることにより経営課題の解決を図る。

３）事業者間でのマッチング・技術の連携を促進することによる取引機会の創出や、

ＩＴを活用した販路開拓支援を行う。 

４）地域産業の新陳代謝を促し、活力強化を図るため、行政や近隣商工会と連携して

創業塾を開催し、伴走型で創業支援を行うとともに、円滑な事業承継を希望する事

業者を対象に定期的にフォローアップする等伴走支援を行う。 
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（１）経営発達支援事業の実施期間 

 

実施期間 ： 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１、地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題、実施概要） 

経済動向の情報は、必要に応じて巡回や窓口相談の中で、愛知県商工会連合会の景況

調査の内容や、巡回や窓口相談で得た業界情報を口頭で提供してきたが、その他機関も

提供する景況・業界情報があることから、それらを活用して事業者の経営に役立てるこ

とができる情報を目に見える形で提供することが課題である。 

今後は、中部経済産業局、愛知県や上部団体等が実施する経済情勢に関する調査結果

を集積、整理、分析した情報を年 2回提供する。 

また地域内小規模事業者に対し、年 1回経済動向調査を行い、取りまとめた内容を提

供する。 

 

（事業内容） 

（１）行政・金融機関等実施の景況調査結果を利用した経済動向情報提供（拡充実施）

各機関（以下、出所一覧）が行っている経済情勢調査のデータを収集し、愛知県内

の経済動向を分析する。 

まとめた分析結果は、事業所への巡回時や窓口相談の折に紙面あるはタブレットで

情報提供し、外部経営環境の変化について理解を進め、経営判断に利用し、経営分析

及び経営事業計画策定等に活用してもらう。また、各機関公表の調査結果は、その都

度ホームページを利用して広域に情報提供を行う。 

（出所一覧） 

①東海３県の企業短期経済観測調査（日本銀行名古屋支店） 

②最近の管内総合経済動向（中部経済産業局） 

③あいちの経済四季報（愛知県） 

④あいちの景気動向（愛知県） 

⑤中小企業景況調査報告書（愛知県商工会連合会） 

⑥愛知管内景況調査結果（日本政策金融公庫） 

⑦求人倍率（岡崎職業安定所） 

⑦民間金融機関等の景況調査結果（岡崎信用金庫・碧海信用金庫等） 

（提供項目） 

①県内商工会地区における産業全体景況状況 

②業種別景況状況 

③業界に関する主要指標（鉱工業生産指数、金属工作機械総受注高、新設住宅着工

戸数、月間公共工事請負、大型小売店販売額、有効求人倍率等） 
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（２）地域内小規模企業会員への経済動向調査結果の提供（新規実施） 

管内商工業者数 1179 事業所の内、調査当初から５か年計画で、商工業者数 2.5％の

30 事業所から 5％の 59 事業所の小規模会員事業所を目指し、経営分析及び経営事業計

画策定の必要性を感じる事業所に対して、年１回経済動向等を問うアンケートを行い、

回答データの集計、分析を行い、分析結果は、事業所への巡回時や窓口相談の折に紙

面又はタブレットで情報提供し、外部経営環境の変化について理解を深め、経営判断

に利用し、経営分析及び経営事業計画策定等に活用する。 

 

（業種別の調査対象事業所数） 
 商工業者計 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食・宿泊 サービス等

経済センサス 1,179 191 203 61 227 132 365

目標調査事業所 59 10 10 3 11 7 18

２８年度 30 5 5 2 6 4 8

２９年度 40 7 7 2 8 6 10

３０年度 50 9 9 3 9 7 13

３１年度 59 10 10 3 11 7 18

３２年度 59 10 10 3 11 7 18

・経済センサスは平成 24 年度版  

・調査事業所は、経済センサスの５％ 

 

（調査項目） 

①売上状況 ②仕入状況 ③需要動向 ④利益状況 ⑤資金繰り状況  

⑥設備投資状況 ⑦経営上の課題・問題点 ⑧商工会への要望 

 

（目標） 
項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経済動向情報作成回数 0 2 2 2 2 2 

管内動向調査 
実施回数 0 1 1 1 1 1 

事業所数 0 30 40 50 59 59 

 

 

２、経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題、実施概要） 

巡回窓口相談は、年間 1,000 件程度実施し、その相談者のうち年間 5件程度、愛知県

商工会連合会所属の嘱託専門指導員を始め、ミラサポなどの専門家派遣を実施し経営状

況を把握して、その結果を分析したものを相談者に提供している。また専門家派遣の日

程調整が行えない緊急な案件に対し、あいち産業振興機構や中小企業機関整備機構等に

所属する専門家に対して、経営指導員の事前相談等により相談者への対応を実施するな

ど、各専門家への情報提供を依頼するための経営指導員のスキルをどのように向上させ

るかが課題である。さらに記帳指導の対象者に対して、経理、税務の分野での指導にと

どまり、経営分析や課題抽出等ができていないことが課題である。 

今後は、小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員（２名）を中心とした支援を
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実施するため、小規模事業者の経営分析や課題抽出を行い、その分析した結果を事業者

に提供することにより、事業計画の策定支援を実施する。また専門的な課題に対して、

愛知県商工会連合会、あいち産業新機構、中小企業基盤整備機構等の専門家やコーディ

ネーター等と連携して事業計画の策定支援を実施する。 

 

（事業内容） 

（１）経営分析による小規模事業者の経営状況の把握（対応方法の改善） 

巡回窓口相談事業者や、金融税務等の個別相談会又は講習会等の参加者のうち、事

業アンケートなどを通して、経営分析が必要と思われる小規模事業者の掘り起しを行

い、中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用して、経営状況の確認

のための「収益性」「効率性」「生産性」「安全性」「成長性」を分析し、同業種との財

務指標との比較を行うことにより相談事業者の経営状況把握を行う。また全国商工会

連合会が提供している分析システムを利用して、「収益改善計画試算」や「所要資金額

算出」等のシミュレーション指導を実施し、事業計画の策定実施支援へ繋げる。 

（２）経営分析結果を踏まえた経営課題抽出（新規実施） 

経営分析やシミュレーション結果、また愛知県商工会連合会やあいち産業振興機構、

中小企業基盤整備機構等の専門家やコーディネーターと連携し、対象事業者の内部・

外部環境について経営状況を把握することにより、事業者の経営課題の抽出を行う。

その分析結果を事業者に提供することにより、事業者の経営ビジョンや経営方針を実

現するため、事業計画の策定実施支援へ繋げる。 

 

（目標） 
項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

個別相談会の開催 7 7 7 7 7 7

経営分析等事業所数 3 5 8 15 20 30

経営課題抽出事業所数 0 4 7 12 13 15

 

 

３、事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（実施概要と現状） 

事業者が経営課題を解決するため、上記１の「地域の経済動向調査」を踏まえ、上記

２の「経営状況の分析」実施事業者及び事業計画策定講習会の参加者に対し、事業計画

策定支援を行う。 

策定に当たっては、次の支援機関と連携し、小規模事業者の課題に応じた伴走型の指

導助言を行い、小規模事業者の持続的発展を支援する。 

また、地域商工業の持続的な活力強化を図るため、次の支援機関と連携して創業塾を

始めとする創業支援や、円滑な事業承継を希望する事業者や支援や助言が必要と判断し

た事業所を対象に巡回窓口相談指導を行い事業計画の策定支援を実施する。 

  （支援機関及び専門家派遣機関） 

  ・岡崎信用金庫 

  ・碧海信用金庫 

  ・西尾信用金庫 
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  ・蒲郡信用金庫 

  ・（株）日本政策金融公庫 

  ・愛知県商工会連合会 

  ・あいち産業振興機構 

  ・中小企業基盤整備機構 

  ・ミラサポ 

  ・岡崎ビジネスサポートセンター（OKa-Biz） 

  ・岡崎商工会議所 

  ・東海税理士会岡崎支部 

 

（事業内容）【拡充事業】 

（１）事業計画策定等に関する講習会及び個別相談会の実施や、過去に当商工会の経

営指導等を受けた相談者から、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こし

を行う。 

（２）巡回相談及び窓口相談、税務金融等個別相談時に、小規模事業者から経営相談

等を受けた相談者から、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。

（３）上段（１）（２）により小規模事業者の掘り起こしをした事業者に対し、上記２

の「経営状況の分析」を実施し、事業者に対して個別に行い、小規模事業者持続

化補助金等補助金や経営革新などの支援ツールの活用を含めた事業計画の策定支

援を行う。 

（４）上段⑶の事業計画策定については、経営分析や需要動向調査等を行い事業計画

策定支援に活用する。 

（５）支援機関が実施する創業塾を活用し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画

支援を行うことにより、創業事業計画策定支援を行う。また創業予定者の要望に

対し、事業計画策定支援の他に六ツ美地域の「不動産情報の斡旋」や「雇用確保」

のための実施支援を行う。 

（６）円滑な事業承継を希望する事業者や支援・助言が必要と判断した事業所を対象

に、第二創業を含む事業承継に関する知識の向上を図り、事業承継計画策定支援

を行う。 

 

（目標） 
項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定事業者数 3 5 8 15 20 30 

創業計画策定支援者数 1 2 2 3 3 3 

事業承継計画作成支援

者数 0 1 1 2 2 2 

 

 

４、事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題、実施概要） 

今年度における当商工会では、小規模事業者持続化補助金等の申請手続きを通じて、

事業計画策定支援を 3件実施し、事業者の求めに応じて、その後の事業計画実施支援を
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行っている。また創業や事業承継支援についても事業者の求めに応じ、事業計画の作成

や事業支援を実施しているが、こちらから提案した支援や事後指導とはなっていないの

が実情である。 

これらは、上記 3の「事業計画策定支援」事業者に対し、定期的に巡回訪問するなど

して計画遂行の事後指導を行う。 

支援にあたっては遂行状況のヒアリングより、愛知県商工会連合会、あいち産業振興

機構、中小企業基盤整備機構の専門家等と連携して行うなど、事業者の課題に応じた伴

走型の指導・助言を行い、事業者の持続的発展を支援する。 

創業支援や事業承継支援後の事業については、事業者の求めに応じた指導を実施して

いるが、今後は巡回相談指導を中心に、遂行状況のヒアリングより、愛知県商工会連合

会、あいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構の専門家等と連携して行うなど、事業

者の課題に応じた伴走型の指導・助言を行い、事業者の持続的発展を支援する。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定後の事後指導（拡充実施） 

事業計画策定後に 3 月に 1 度の巡回訪問を実施し、ヒアリングと資料確認によ

り進捗状況の確認を行い、事業計画策定計画実施中に起こった想定外の課題に対

して、課題解決に必要な指導や助言を行う。高度かつ専門的な指導や助言が必要

と判断した場合は、愛知県商工会連合会やあいち産業振興機構、中小企業基盤整

備機構等の専門家を活用し、課題に応じた支援を行う。 

（２）小規模事業者経営発達支援融資制度等の利用勧奨（新規実施） 

資金的支援が必要な事業者に対して、連携する金融機関や（株）日本政策金融

公庫の小規模事業者経営改善資金（以下、マル経融資）や小規模事業者経営発達

支援融資制度や他金融金による各種制度融資の利用勧奨を行い、小規模事業者持

続化補助金や経営革新等の施策ツールの活用を提案し、課題解決に応じた支援を

行う。 

（３）創業計画策定後の事後指導（拡充実施） 

創業計画策定後 1年間は、1月程度を目安に巡回訪問指導を行い、2年目以降は

3月に 1度の巡回指導の中で対応する。事後指導は、ヒアリングと現場及び資料確

認等により進捗状況の確認を行い、経営全般、マーケティング、金融、労務、税

務等の課題解決に必要な指導や助言を行う。高度かつ専門的な指導や助言が必要

と判断した場合は、愛知県商工会連合会やあいち産業振興機構、中小企業基盤整

備機構等の専門家を活用し、課題に応じた支援を行う。 

（４）事業承継計画策定後の事後指導（拡充実施） 

事業承継策定後に、3月に 1度の巡回訪問指導を行い、ヒアリングと現場及び関

連資料確認等により進捗状況の確認を行い、相談事業所内の内部組織や税務、労

務、金融等の課題解決に必要な指導や助言を行う。高度かつ専門的な指導や助言

が必要と判断した場合は、愛知県商工会連合会やあいち産業振興機構、中小企業

基盤整備機構等の専門家を活用し、課題に応じた支援を行う。 

 

（目標） 
項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
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事業計画策定後の事後指導事

業所数 2 5 8 15 20 30

小規模事業者経緯発達支援融

資制度の活用助言事業所数 0 3 4 4 4 4

創業計画策定後の事後指導事

業所数 1 2 2 3 3 3

事業承継計画策定後の事後指

導事業所数 0 1 1 2 2 2

 

 

５、需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題、実施概要） 

需要動向の情報は、これまで巡回及び窓口相談時の口頭提供のみであるので、今後は

事業者が販売する商品や提供するする役務の需要ごとに調査分析を行い、その結果を事

業者に提供することにより、事業者がおかれている外部環境の状況を把握し、持続的発

展のための事業計画策定等に活用してもらう。 

 

（事業内容） 

（１）国・県・金融機関・業界団体等が行う需要に関する調査結果の提供（新規実施）

国や県、金融機関が行う消費動向調査（消費者の意識や物価指数動向等）の結果

や各業界団体が行う需要動向調査（商品別月間売上高や年間売上高等）や製造業種

等の生産新技術等に関するレポートの結果を取り纏め、対象事業者の業種やターゲ

ット層などにあった収集分析を行う。 

まとめた分析結果は、事業者への巡回訪問指導や窓口相談の折に紙面又はタブレ

ットで情報提供を行い、消費動向等の変化について事業者に理解を深め、販路開拓

や新商品、サービス、技術開発等のために利用してもらい、事業者の販路拡大や経

営事業計画の策定のために活用してもらう。 

（２）日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳのデータランキング情報の提供（新規実施） 

日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳのＰＯＳランキング情報から入手できる「週次ラン

キングデータ」を活用し、事業者の取り扱う商品のジャンルに合わせて、上位ラン

キングの商品のシェア、平均価格などの総合分析を行う。 

まとめた分析結果は、事業所への巡回訪問指導や窓口相談時に、紙面化及びタブ

レットでの情報提供を行い、消費者動向における商品情報を基に販路拡大や売上向

上の事業計画策定のために活用してもらう。 

（３）需要動向調査結果の提供（新規実施） 

管内商工業者数 1179 事業所の内、調査当初から５か年計画に中で、商工業者数

2.5％の 30 事業所から 5％の 59 事業所の小規模会員事業所より、年 1回、経済動向

等を問うアンケート（地域の経済動向調査）を実施するが、その中の小売業、飲食

業・サービス業の 36 事業所（調査当初は 18 事業所）に対し、調査項目の中に需要

動向項目（以下記載「収集項目」）を設け、他項目（上記１の「地域内の動向調査項

目」）と合わせ回答集計を行う。 

まとめた分析結果は、事業所への巡回訪問指導や窓口相談時に、紙面及びタブレ
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ットで情報提供し、消費動向の変化について理解を進め、販路開拓や新商品サービ

ス等に利用し、経営事業計画策定等に活用してもらう。 

 （収集項目） 

  ・来客数又は来客組数 

  ・性別 

  ・年齢層（１０代・２０から３０代・４０から５０代・６０代以上） 

  ・売上上位商品やメニュー（上位３件） 

  ・来客平均単価 

 （提供内容） 

情報提供をする事業所と同業種の情報収集を行い、商工会ホームページへ掲載すると

共に、同業他社との状況情報を事業所への巡回訪問指導や窓口相談時に、紙面及びタブ

レットで情報提供を行い、販路開拓や売上向上に活用してもらう。 

 

（目標） 
項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

国県金融機関等の需要調査結

果を提供した事業所数 0 7 11 20 25 35

日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ

のデータランキング情報を提

供した事業所数 0 4 6 12 15 20

需要動向調査結果を提供し事

業所数 0 2 4 7 10 15

 

 

６、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（現状と課題、実施概要） 

 当商工会では年間を通して、各部会による事業者同士の情報交換や自社事業内容を発

表し合う場をつくるなどを試験的に取り組んできた。自社の事業内容の見直し機会や営

業力の強化になると共に、お互いの事業を知り合うことにより、取引企業の紹介による

新規顧客獲得に繋がるなど、一定の成果を得てきた。また各種補助金を利用した支援を

行い販路開拓に取り組んできた。しかしながら展示会や地域イベントなどへの出展によ

る販売促進にいたるなど、計画的な事業展開がなされておらず、今までどおりの六ツ美

地域を中心とした取引だけでは大きな成果を得るまで至っていないのが現状である。 

今後は、地域内の事業者の認知度向上を図るため取扱商品の掘り起こしを行い、自社

オリジナル商品による新たな販路開拓を行うため、販売促進計画を基に市内で実施する

展示会やメッセナゴヤ等の展示会への出展支援や、全国商工会連合会のネットショップ

「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」や愛知県商工会連合会のアンテナショップ「まるッと！

あいち」への出品による自社オリジナル商品の販売促進のため、ネットショップやホー

ムページ構築をすることにより事業計画に基づく販路拡大支援を行う。 

 

（事業内容） 

（１）各機関主催の展示会への出展支援（全事業所向け：新規実施） 
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愛知県商工会連合会によるメッセナゴヤを始め、金融機関等その他の機関が主

催する展示会出展支援のため、事業者の販路拡大計画に合った地域や規模の展示

会へ段階をおって参加勧奨を行う。出展後は、商談内容などをヒアリングし、販

路拡大に向けた相談支援を行う。高度かつ専門的な指導や助言が必要と判断した

場合は、愛知県商工会連合会やあいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構等の

専門家を活用し、課題に応じた支援を行う。 

（２）ネットショップやアンテナショップ等への参加支援（商業事業所向け；拡充実

施） 

全国商工会連合会のネットショップ「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」や愛知県商

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」や全国商工会

連合会主催の「ニッポン全国むらおこし物産展」等への出品参加勧奨を行い、販

路開拓と事業者の認知度の向上を図る。出展後は、商談内容などをヒアリングし、

販路拡大に向けた事業計画策定支援を行う。高度かつ専門的な指導や助言が必要

と判断した場合は、愛知県商工会連合会やあいち産業振興機構、中小企業基盤整

備機構等の専門家を活用し、課題に応じた支援を行う。 

（３）全国商工会連合会運営の事業者支援システムによるホームページの開設支援（全

事業所向け；新規実施） 

上記「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」に加え、その他オンラインショップでの販

売希望する事業者や簡易なホームページの作成を希望する事業者には、全国商工

会連合会が運営するコンパスクラブの事業者支援システム「ＳＨＩＦＴ」におけ

るホームページの開設とネット販売システムの構築を行い、自社オリジナル出品

商品など販売計画の作成支援を実施する。 

 

（目標） 
項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

展示会等参加により販路拡大

した事業所数 0 2 2 3 4 5

ネットショップ等参加事業所

数 0 1 2 3 4 5

全国商工会連合会運営の事業

者支援システムによるホーム

ページの開設数 0 1 2 3 4 5

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

１．地域活性化事業 

 全国的な人口減少と少子高齢化の中にあって、人口増や企業出店が続いている六ツ美

地域であっても少子高齢化の兆しがあることから、新たな対策に取り組む必要がある。

そのためには市内だけの集客だけでなく市外からの集客をはかり、地域を盛り上げ、賑

わいを作り出すことを目的とした以下の取組みを行う。 

 当商工会では、六ツ美地域の地元市議会議員、あいち三河農業協同組合、六ツ美学区
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総代会連絡協議会との連携を通して、当商工会事業展開について意見交換を年 1回開催

し、今後の地域活性化の方向性について検討をする。 

また検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、地域商工業者のＰＲと消費取引拡大

を目的とした商工まつりを年 1回開催し、地域経済活性化をはかる。 

 

（現状） 

 毎年 4月下旬に開催する「六ツ美商工まつり」は、30 年以上前より開催され、六ツ美

学区総代会連絡協議会を始めとする団体や六ツ美各学区の小中学校の生徒の参加を得

て、地域一体となった事業となっている。同催事の出展では、商業店舗だけでなく、工

業展示箇所を設けるなど、六ツ美地域の事業所をＰＲする機会を創出してきた。また 3

年前より、六ツ美地域の北西部学区に位置する大型複合商業施設と連携し、同施設が主

催する同時期のイベントを「商工まつり前夜祭」と位置付け、同会場での商工業者の出

展機会の拡大をはかる取り組みを実施してきた。 

 六ツ美地域の観光資源である「六ツ美悠紀斎田」を活用した「六ツ美悠紀斎田お田植

えまつり」が、六ツ美学区総代会連絡協議会を主体とした六ツ美悠紀斎田実行委員会に、

当商工会役員も参画し、催事を実施している。平成 27 年度は六ツ美悠紀斎田 100 周年

記念事業として、六ツ美地域の住民一体となった催事が開催され、当商工会とあいち三

河農業協同組合は、同催事の販促部門を担当し、オリジナル酒を販売するなど地域特産

品等を販売してきた。 

 

（事業内容）（継続実施） 

 （１）商工業者のＰＲ及び消費拡大を目的とした「六ツ美商工まつり」を 4月下旬に

岡崎市六ツ美市民センター敷地内で実施する。また大型複合商業施設が主催する商

業イベント会議に参画し、「六ツ美商工まつり」の前日開催と商工業者のＰＲ及び

消費拡大等機会を提案するなど、六ツ美地域の地域活性化を通して販路拡大をはか

る。 

 （２）六ツ美学区総代会を中心に構成された「六ツ美悠紀斎田実行委員会」の会議に

おいて、地域ブランド商品等をＰＲするための方向性について検討し、6 月第一日

曜日に開催される「六ツ美悠紀斎田お田植えまつり」に参画する。 

 

（目標） 
項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

商工まつり出展者支援数 33 30 30 32 35 35

商工まつり来場者数 31,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000

六ツ美悠紀斎田お田植えまつ

り出品商品数 3 3 4 4 5 5

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

 

１．他の支援機関との連携を通した支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

愛知県商工会連合会やミラサポ等の専門家派遣においては、経営指導員が原則同行
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し、専門家の支援ノウハウの吸収に努めてきた。その他、本会を含めた西三河支部内７

商工会の構成員が職種毎に年２・３回連絡会議を開催し、他商工会の支援現状や支援ノ

ウハウ等について情報交換をおこなってきたが、職種内での情報交換に留まっていた。

また地域内金融機関とは不定期開催ではあるが、平成 22 年度より「六ツ美金融連絡

会」を開催し、商工業者の支援対策等についての情報交換と金融支援体制の確保を目的

として実施してきた。今後は、地域内金融機関と地域の需要動向や金融支援能力の向上

のための情報交換を実施する。 

 

（事業内容） 

（ア）専門家派遣指導への同行による支援ノウハウの吸収（継続実施） 

事業者に対する愛知県商工会連合会やミラサポの専門家派遣において経営指導員が

同行・同席し、支援ノウハウを吸収することにより支援能力の向上を図る。 

（イ）西三河支部内７商工会職種別連絡会議への出席による情報交換（事業拡充） 

定期的（年３回）に支部内の職種（経営指導員、補助員等職員）ごとに連絡会議を開

催し、他商工会の支援ノウハウや支援に役立つ情報等について情報交換をおこなう。 

ａ．構成商工会 

①知立市商工会、②高浜市商工会、③一色町商工会、④西尾みなみ商工会、 

⑤幸田町商工会、⑥岡崎市ぬかた商工会、⑦岡崎市六ツ美商工会 

ｂ．参 加 者 

①愛知県西三河県民事務所産業労働課担当職員 

②愛知県商工会連合会担当職員 

③西三河支部内７商工会職員 

④その他支援機関関係者 

※会議のテーマに応じ、あいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構、日本政

策金融公庫等他支援機関の責任者、担当者等が出席 

ｃ．情報交換内容 

①経営支援事例・支援ノウハウ 

②地域の経済情勢 

③各職責に求められる事業者に対する指導方法 

④税法等法改正に対する対応方法 

⑤税法・諸制度の改正に対する事業者への影響状況 

⑥事業者支援のための補助金制度の活用方法、申請方法等 

ｄ．そ の 他 

会議の参加者は、他商工会と情報交換で得た内容を、朝礼や職員ミーティングで

経営支援方法等について参考になったことを発表し、対応方法について検討し、当

商工会の経営支援体制の拡充をはかる。また研修資料等の回覧を行うなど情報の共

有化をはかる。 

（ウ）地区内金融機関等との連携による情報交換（事業拡充） 

「六ツ美金融連絡会」を年 1回開催し、商工業者の支援対策や金融支援体制の確保、

地域の需要動向、支援ノウハウ等について情報交換を行い、小規模事業者の経営改善に

向けた金融支援の強化をはかる。また同連絡会による金融機関との連携により、小規模

事業者の融資相談や金融機関主催のビジネスマッチング等の支援ツール拡大をはかる。
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

愛知県商工会連合会が主催する経営指導員研修（一般コース・応用コース）や経営支

援事例発表会、管理職養成研修会、中堅職員研修会、情報化推進要員研修会、経営支援

実務研修会、基本能力研修会や愛知県商工会職員協議会が主催する研修会に、経営指導

員等が経営支援に必要とする内容や専門的知識を得るため参加をしている。また西三河

支部商工会経営指導員による「指導員研修」、西三河支部商工会補助員等による「補助

員等研修」に参加することにより職員の資質向上をはかる取り組みを実施している。し

かしながら研修内容等の活用方法等については、個々の自己判断に任せる状況になって

いる。今後は、愛知県商工会連合会等が主催する各研修会に参加して得た研修内容を、

「経営支援等勉強会」を実施することにより、経営支援に必要な知識として職員の資質

向上をはかる。 

（事業内容）（事業拡充） 

（１）全国商工会連合会が主催する研修の参加に加え、関係機関が主催する「経営関係

セミナー」や中小企業大学校の主催する研修に、経営指導員等が経営支援に必要とする

内容や専門的知識を得るために、年間１回以上参加することで、売上げや利益を確保す

ることを重視した支援能力の向上を図る。 

（２）愛知県商工会連合会が主催する経営指導員研修（一般コース・応用コース）や経

営支援事例発表会、管理職養成研修会、中堅職員研修会、情報化推進要員研修会、経営

支援実務研修会、基本能力研修会や愛知県商工会職員協議会が主催する研修会に、経営

指導員等が経営支援に必要とする内容や専門的知識を得るために参加し、西三河支部商

工会経営指導員による「指導員研修」、西三河支部商工会補助員等による「補助員等研

修」に参加することにより職員の資質向上をはかる。 

（３）当商工会内で「経営支援等勉強会」を年３回開催し、補助員、記帳指導職員、記

帳指導員も参加し、各自参加した研修内容の報告や地域等の経済動向調査結果などにつ

いて、経営指導員を中心に職員間のノウハウを共有することで資質向上をはかる。また

巡回指導時において経営指導員と補助員等とチームを組んで小規模事業者を支援する

ことにより、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴによる伴走型の支援能

力の向上をはかる。 

 

 

３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること（新規事業） 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証を行う。 

①事業の進捗状況は、四半期ごとに正副会長会議に本事業責任者が報告し、助言を受

ける。 

②事業の実施状況、成果の評価、スクラップアンドビルドを含めた見直し案の提示を

行うための有識者会議を設け、岡崎市経済振興部商工労政課職員、中小企業診断士、

税理士等の外部有識者に参画いただき、翌年度の発達支援計画に反映させる。 

③正副会長会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

④事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会長会議へ報告し、承認を受け
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る。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果、岡崎市六ツ美商工会ホームページ

（http://www.mutsumi623.com）で計画期間中公表する。地域小規模事業者による閲

覧機会を増やすため、商工会報に概要を掲載し、岡崎市広報等配布時期に合わせ六

ツ美地域に配布する。 

 

 

 

支援計画のためのＰＤＣＡサイクル 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年１月現在）

（１）組織体制 

 ・役員 

  会長１名 副会長２名 理事２１名 監事２名 

 
 ・事務局 

  事務局長 1名 経営指導員 2名 補助員 1名 記帳指導職員 1名 記帳指導員 2名

 

 ・実施事業体制 

  事務局長１名は、支援事業統括、推進・進捗管理を実施 

  経営指導員２名は、事業全般推進 

  補助員１名は、事業全般推進（経理管理含む） 

  記帳指導職員１名は、記帳に関する取りまとめ 

  記帳指導職員２名は、記帳指導 

 

 実施職員は、短期労働者２名を含め総勢７名の少人数商工会であるため、本計画の実

施は全職員で取り組む。 
 

（２）連絡先 

  岡崎市六ツ美商工会  事務局 担当 真田（責任者）、犬塚 

  愛知県岡崎市下青野町字天神 61 番地 

  電話番号 0564-43-2502 ファクシミリ番号 0564-43-1921 

  http://www.mutsumi623.com 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 
 年度 

(平成２８年

４月以降) 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 57,035 57,311 57,905 58,303 58,705 

 

１経済等動向

調査・広報事業

費 

２指導事業費

等 

３講習会等開

催費 

４地域振興事

業（商工まつり

等） 

５人件費（7名） 

 

６資質向上対

策 

 

 

 

 

572 

 

 

5,440 

 

850 

 

11,002 

 

 

39,021 

 

150 

600 

 

 

5,300 

 

850 

 

11,000 

 

 

39,411 

 

150 

 

600 

 

 

5,500 

 

850 

 

11,000 

 

 

39,805 

 

150 

600 

 

 

5,500 

 

850 

 

11,000 

 

 

40,203 

 

150 

 

600 

 

 

5,500 

 

850 

 

11,000 

 

 

40,605 

 

150 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

１．愛知県小規模事業経営支援事業費補助金（補助対象職員設置費・指導事業費） 

２．国・全国連等の補助金（事業費） 

３．市補助金（小規模事業指導費補助金・商工団体等共同事業費補助金） 

４．会費収入（補助金不足分を補填） 

５．参加負担金（講習会・展示会等） 

６．事務委託手数料（各種団体・共済手数料等） 

（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、地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

２、経営状況の分析に関すること【指針①】 

３、事業計画策定支援に関すること【指針②】 

４、事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５、需要動向調査に関すること【指針③】 

６、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

連携者及びその役割 

 

・岡崎市 市長 内田康宏 

  岡崎市十王町 2丁目 9 電話 0564-23-6000 

・愛知県 知事 大村秀章 

  名古屋市中区三の丸 3-1-2 電話 052-954-6330 

・日本銀行名古屋支店 支店長 梅森徹 電話 052-222-2000 

  名古屋市中区錦 2-1-1 

・（公財）あいち産業振興機構 理事長 森鋭一 

  名古屋市中村区名駅 4-4-38 電話 052-715-3061 

・愛知県よろず支援拠点 多和田悦詞 

  名古屋市中村区名駅 4-4-38 電話 052-715-3061 

・岡崎ビジネスサポートセンター（OKa-Biz） センター長 秋元祥治 

  岡崎市康生通西 4-71 岡崎図書館交流プラザ・りぶら２階 電話 0564-26-2231 

・（独）中小企業基盤整備機構 中部本部 本部長 花沢文雄 

  名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4階 電話 052-201-3068 

 

（金融機関一覧） 

・（株）日本政策金融公庫岡崎支店 国民生活事業統括 支店長 大泉正 

  岡崎市唐沢町 1-4-2 朝日生命岡崎ビル 電話 0564-24-1711 

・愛知県信用保証協会 理事長 小川悦雄 

  名古屋市中村区椿町 7-9 電話 052-454-0541 

・岡崎信用金庫六ツ美支店 支店長 磯谷賢一 

  岡崎市土井町池田甲 1-1 電話 0564-58-1311 

・岡崎市信用金庫中島支店 支店長 岡村哲也 

  岡崎市中島町明生池 1-1 電話 0564-43-0011 

・碧海信用金庫中島支店 支店長 神真澄 

  岡崎市中島町薬師 15-1 電話 0564-43-2573 

・碧海信用金庫上和田支店 支店長 森陽次郎 
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  岡崎市上和田町サジ 23-1 電話 0564-54-2381 

・西尾信用金庫中島支店 支店長 加藤敏也 

  岡崎市中島町中道 1-1 電話 0564-43-1515 

・西尾信用金庫六ツ美支店 支店長 石田成一 

  岡崎市法性寺町柳之内 36-1 電話 0564-58-1011 

・蒲郡信用金庫岡崎南支店 支店長 福井太郎 

  岡崎市羽根西新町 2-16 電話 0564-53-8771 

・（株）名古屋銀行岡崎南支店 支店長 長江敏正 

  岡崎市戸崎町上リ場西 5-3 電話 0564- 

・（株）三菱東京ＵＦＪ銀行岡崎駅前支店 支店長 前田豊 

  岡崎市羽根町東ノ郷 38-1 電話 0564-51-0641 

・あいち三河農業協同組合 組合長 天野吉伸 

  岡崎市坂左右町葦ノ部 18-1 電話 0564-51-9631 

 

（税務支援） 

・東海税理士会岡崎支部 支部長 松井寛人 

  岡崎市菅生町元菅 41 電話 0564-25-6622 

・東海税理士会岡崎支部 所属税理士 加藤宏規税理士事務所 加藤宏規 

  岡崎市中島町中道 8-1 電話 0564-43-6531 

 

（商工会・商工会議所） 

・全国商工会連合会 会長 石澤義文 

  東京都千代田区有楽町 1-7-1 電話 03-6268-0088 

・愛知県商工会連合会 会長 森田哲夫 

  名古屋市中村区名駅 4-4-38 電話 052-562-0030 

・岡崎市ぬかた商工会 会長 山内隆一 

  岡崎市樫山町山ノ神 10-5 電話 0564-82-3077 

・幸田町商工会 会長 大嶽治郎 

  額田郡幸田町大草長根尻 100 電話 0564-62-0120 

・知立市商工会 会長 新美文二 

  知立市鳥居１丁目 15-1 電話 0566-81-0904 

・高浜市商工会 会長 石原順二 

  高浜市湯山町 6丁目 7-3 電話 0566-53-1827 

・一色町商工会 会長 都築勇一 

  西尾市一色町前野新田 34 電話 0564-72-8276 

・西尾みなみ商工会 会長 安藤寛一 

  西尾市吉良町吉田大切間 17-11 電話 0563-32-1141 

・岡崎商工会議所 会頭 古澤武雄 

  岡崎市竜美南 1-2 電話 0564-53-6161 

 

 



-２４- 
 

連携体制図等 

 

１．地域の経済動向調査【指針③】 

                            （連携者） 

      小規模事業者          日銀名古屋支店、中部経済産業局、愛知県、 

                      岡崎市、愛知県商工会連合会、岡崎職業安定所、 

                      日本政策金融公庫及び民間金融機関 等 

       （支援者） 

     岡崎市六ツ美商工会       【役割】経済動向情報の提供 

 

２．経営状況の分析【指針①】 

                            （連携者） 

      小規模事業者          あいち産業振興機構、ミラサポ、 

                      愛知県よろず支援拠点、中小機構、 

                      全国商工会連合会、愛知県商工会連合会、 

       （支援者）          岡崎市、岡崎ビジネスサポートセンター 等 

     岡崎市六ツ美商工会     

                     【役割】 

                      経営指導員等が経営分析に使用する 

                           「経営自己診断システム」等の運用 

                      経営分析後に発生した専門課題への対応 

 

３．事業計画の策定支援【指針②】 

                            （連携者） 

      小規模事業者          愛知県、あいち産業振興機構、ミラサポ、 

                      愛知県よろず支援拠点、中小機構、 

                      愛知県商工会連合会、岡崎市、 

       （支援者）          岡崎ビジネスサポートセンター、岡崎税理士会、 

     岡崎市六ツ美商工会        日本政策金融公庫及び金融機関 

                      西三河支部内商工会、岡崎商工会議所 等 

  

                     【役割】 

                      事業計画、創業計画、事業承継計画の策定協力 

                      情報提供、税務相談、金融相談、人材支援等 

 

４．事業計画策定後の実施支援【指針②】 

                            （連携者） 

      小規模事業者          愛知県、あいち産業振興機構、ミラサポ 

                      愛知県よろず支援拠点、中小機構、 

                      愛知県商工会連合会、岡崎税理士会 

       （支援者）          日本政策金融公庫及び金融機関 等 

     岡崎市六ツ美商工会         

                     【役割】 

                      計画策定後のフォローアップ協力 

                      経営改善発達資金等事業者に対する資金調達支援 

 

 

連携

連携

連携

連携

相談 
支援 

相談 
支援 

相談 
支援 

相談 
支援 
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５．需要動向調査【指針③】 

                            （連携者） 

      小規模事業者          愛知県、岡崎市 

                      全国商工会連合会、愛知県商工会連合会、 

                      日本政策金融公庫及び金融機関 等 

       （支援者）           

     岡崎市六ツ美商工会       【役割】需要動向等の情報提供  

                      

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 

                            （連携者） 

      小規模事業者          愛知県、岡崎市、あいち産業振興機構、 

                      全国商工会連合会、愛知県商工会連合会、 

                      日本政策金融公庫及び金融機関 

       （支援者）          岡崎商工会議所 等 

     岡崎市六ツ美商工会         

                     【役割】 

                      展示会の主催、ネットショップ運用、 

                      ホームページ開設支援 

 

 

 

 

連携

連携

相談 
支援 

相談 
支援 


