
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
知立市商工会（法人番号８１８０３０５００５１０８ ） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

当商工会は、経営指導員等商工会職員の資質向上を図りつつ、愛知県・愛知県商

工会連合会等各種機関と連携しながら、小規模事業者に対して伴走型支援を実施

し、「売上向上」「利益確保」が実現できる経営体質の構築、小規模事業者増加策・

減少防止策、地域資源を活用した地域振興策を実施する。そして、経営発達支援計

画５年目の平成３２年度末には小規模事業所数 1,600 事業所を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

   知立市内の小規模事業者への調査及び各支援機関からの調査報告書収集・分

析・資料作成を実施。調査内容を数値・図式化することで、将来の経済動向を

具体的に把握し、今後の経営の見通しに役立つことができる。 

２．経営状況の分析に関すること 

   知立市内の小規模事業者、創業予定者に調査を実施。財務分析・ＡＢＣ分析・

ＳＷＯＴ分析等経営状況を数値・指数・グラフなどで提供することで、現状把

握・課題・実行すべき事柄に取り組むことができる。 

３．事業計画策定支援に関すること 

   上記１及び２の分析結果を基に、事業計画書策定する小規模事業者の掘り起

しと策定支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画進捗状況の確認、施策利用の支援、専門家による支援を行い、課題

解決・事業計画変更を実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

   小規模事業者が取り扱う商品・サービスの需要動向調査及び各種機関発表の

調査報告書を収集・分析・図式化し、販路開拓・新商品・サービス開発に有益

な経営判断材料を提供する。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   小規模事業者に対して展示会への出展・ショップへの出品・イベント参加の

依頼、ホームページ作成・マスコミ周知の支援を行い、小規模事業者の認知向

上、販路開拓支援を実施する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
  知立市商工会、知立市、知立市観光協会と共に、地域経済の活性化について取

り組む。またイベント開催支援、マスコットキャラクターを利用した新商品・

サービスの開発支援を行う。 

連絡先 

〒472-0055 愛知県知立市鳥居一丁目 15 番地１ 

TEL：0566-81-0904 FAX：0566-81-0902 

URL：http：//chirifu.jp E-Mail：chirifu@katch.ne.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 

知立市は愛知県のほぼ中央に位置し、国道1号・23号・155

号等の主要国道や名鉄本線、名鉄三河線が交差する分岐点で

あり、名鉄知立駅の１日の乗降者数が３万人を超える交通の

要衝である。しかし、一方で踏切による慢性的な交通渋滞や

鉄道による地域分断等の問題も抱え、これらの問題解消と知

立市発展の礎として、知立連続立体交差事業（平成35年完成

予定）である知立駅鉄道高架やそれに伴う知立駅北地区市街

地再開発事業（平成38年完成予定）は知立市全体の長年の悲

願である。 

その反面、平成26年から始まった知立連続立体交差事業の工事着工や、平成28年には知立駅北にある

知立駅北地区第一種市街地再開発事業に伴う再開発ビル建築着工が予定されており、既存事業者の移

転・廃業、さらには商店街発展会・協同組合への多大な影響は避けられない。 

また、古来より知立市は、東海道五十三次の39番目の宿場町池鯉鮒宿として栄え、明治時代は三河碧

海郡の郡役所が置かれていたことなど、碧海郡の流通の要に位置し、地場産業としては三河仏壇・三河

綿スフ織物・木製家具・和菓子等がある。近年では世界有数の自動車産業の街である豊田市・刈谷市・

安城市に隣接する商業の町として栄えてきたが、郊外型商業施設の増加や少子化、高齢化等の社会構造

の変化など、商店街を取り巻く環境は大きく様変わりし、それに伴って商店街の衰退傾向が顕著となり、

近年の商店街の空き店舗化や後継者不足等の問題になっている。 

〈概要まとめ〉 

・知立市は愛知県の西部中央平野部に位置し、面積は１６．３１平方キロメートル。 

・市のほぼ中央を名古屋鉄道、国道１号線、２３号線、１５５号線が横断し、名鉄知立駅の1日の乗

降者数が3万人を超える交通の要衝である（名鉄駅総数２７５駅の内７番目の乗降客数）。 

・豊田市・刈谷市・安城市と隣接している他、名古屋から約２０㎞圏内であり、通勤者のベットタウ

ンとして発展。昭和３０年代後半から急激に人口が増加し、現在、人口約７万１千人、世帯数約３

万７百世帯を数える。 

・古来より東海道五十三次の39番目の宿場町池鯉鮒宿という商業の町（地場産業としては三河仏壇・

三河綿スフ織物・木製家具・和菓子等）として栄えてきたが、現在は自動車産業で盛んな豊田市・

刈谷市・安城市に囲まれていることから、自動車部品製造関連の事業所が立地している。 

・平成26年から始まった知立連続立体交差事業（名鉄知立駅鉄道高架事業）や、それに伴う駅前再開

発が今後の知立市発展の礎となる大事業である。但し、一時的な移転・廃業を実施する駅前３７店

舗と市内１５発展会のうち７発展会が影響を受ける。 

  
     現在の知立駅         立体交差工事完成後の知立駅（イメージ） 

知立市の所在
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現在の知立駅前           再開発ビル（イメージ） 

【 知立市の経済状況 】 

 １．知立市の事業所推移 

    知立市内の事業所数は、平成24年経済センサス活動調査の数値より2,209事業所となっている。

事業所数の推移は、平成8年事業所・企業統計調査数値2,640事業所をピークに減少傾向にある。

平成8年と平成24年の数値を比較すると、卸売・小売業とサービス業の事業所数は288件、製造業

は109件減少している。 

 （１）業種別事業所数について 

業種割合は、建設業7.9％（174事業所）、製造業11.2％（247事業所）、卸売・小売業26.8％

（593事業所）、サービス業41.6％（920事業所）、その他12.4％（272事業所）となっており、 

サービス業、卸売・小売業だけで68.4％となり、知立市全業種の2/3以上を占めている。 
知立市の産業別事業所数 （事業所・企業統計調査及び経済センサスより）

事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合
農林漁業 2 0.1% 2 0.1% 2 0.1% 3 0.1% 2 0.1% 2 0.1% 3 0.1%
建設業 208 7.9% 196 8.1% 201 8.0% 194 8.2% 173 7.4% 196 8.1% 174 7.9%

製造業 356 13.5% 317 13.1% 315 12.6% 304 12.9% 292 12.5% 273 11.4% 247 11.2%

卸売・小売業 1,122 42.5% 1,044 43.3% 1,060 42.3% 655 27.8% 626 26.8% 643 26.7% 593 26.8%
金融・保険業 33 1.3% 31 1.3% 31 1.2% 24 1.0% 26 1.1% 32 1.3% 32 1.4%
不動産業 181 6.9% 176 7.3% 174 6.9% 182 7.7% 181 7.8% 199 8.3% 187 8.5%

運輸・情報通信業 46 1.7% 45 1.9% 51 2.0% 42 1.8% 41 1.8% 56 2.3% 52 2.4%
電気・ガス・水道業 3 0.1% 0.0% 2 0.1% 0.0% 2 0.1% 2 0.1% 1 0.0%
サービス業 679 25.7% 600 24.9% 663 26.4% 955 40.5% 982 42.1% 995 41.4% 920 41.6%
公務 10 0.4% 0.0% 9 0.4% 0.0% 8 0.3% 7 0.3% 0.0%

合計 2,640 100.0% 2,411 100.0% 2,508 100.0% 2,359 100.0% 2,333 100.0% 2,405 100.0% 2,209 100.0%

H13
事業所・企業統計調査

H16
事業所・企業統計調査

H24
経済ｾﾝｻｽ活動調査

H21
経済ｾﾝｻｽ基礎調査

H18
事業所・企業統計調査

Ｈ8
事業所・企業統計調査

Ｈ11
事業所・企業統計調査

 
（２）規模別事業所数について 
    従業員規模別事業所数は、従業員が１～４人が 56.13％（1,240 事業所）、５～９人が 20.28％

（448 事業所）、10～19 人が 11.91％（263 事業所）、20～29 人が 4.03％（89 事業所）、30～49 人

が 3.44％（76 事業所）、50～99 人が 2.08％（46 事業所）、100 人以上が 1.40％（31 事業所）

となっており、小規模事業所は 68.1％（1,506 事業所）となり、知立市全事業所の約７割近く

占めている。 
知立市の規模別事業所数 （事業所・企業統計調査及び経済センサスより）

事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合
1～4人 1,597 60.49% 1,501 62.26% 1,461 58.25% 1,398 59.26% 1,341 57.48% 1,339 55.68% 1,240 56.13%
5～9人 492 18.64% 458 19.00% 491 19.58% 467 19.80% 458 19.63% 521 21.66% 448 20.28%

10～19人 263 9.96% 241 10.00% 271 10.81% 243 10.30% 239 10.24% 263 11.91%

20～29人 94 3.56% 78 3.24% 92 3.67% 93 3.94% 81 3.47% 89 4.03%
30～49人 84 3.49% 76 3.44%
50～99人 53 2.20% 46 2.08%
100～299人 31 1.29%
300人以上 1 0.04%

派遣、下請従業者のみ 1 0.04% 4 0.17% 1 0.04% 7 0.29% 16 0.72%
国、地方公共団体 60 2.27% 61 2.43% 60 2.57%

合計 2,640 100.00% 2,411 100.00% 2,508 100.00% 2,359 100.00% 2,333 100.00% 2,405 100.00% 2,209 100.00%

6.56%5.08% 5.52%134

369

133 131 154 1535.22% 6.53%
1.40%

15.34%

31

Ｈ8
事業所・企業統計調査

Ｈ11
事業所・企業統計調査

H13
事業所・企業統計調査

H16
事業所・企業統計調査

H18
事業所・企業統計調査

H21
経済ｾﾝｻｽ基礎調査

H24
経済ｾﾝｻｽ活動調査

 
知立市の小規模事業者数データ （単位：件）

H18 H24
農林漁業 2 3
建設業 162 163
製造業 226 182

卸売・小売業 405 375
金融・保険業 22 25
不動産業 178 181

運輸・情報通信業 22 30
電気・ガス・水道業 0 1
サービス業 586 546

合計 1,603 1,506

（事業所・企業統計調査及び経済センサスより愛知県独自調べ）  
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２．知立市の商品販売額・工業出荷額について 

    知立市の商品販売額・工業出荷額合計は、平成24年経済センサス活動調査の数値より

27,413,837万円となる。平成１９年商業・工業統計調査数値35,976,718万円のピークと比較して、

8,562,881万円、約２４％減少している。 

知立市の商品販売額・工業出荷額 （単位：万円）

平成１１年
商業・工業統計調査

平成１４年
商業・工業統計調査

平成１６年
商業・工業統計調査

平成１９年
商業・工業統計調査

平成２４年
経済センサス

商品販売額 16,229,851 16,438,277 17,073,222 20,604,319 15,991,600

工業出荷額 13,230,957 12,099,564 12,144,264 15,372,399 11,422,237

合計 29,460,808 28,537,841 29,217,486 35,976,718 27,413,837

(商業・工業統計調査及び経済センサスより）  

 上記の地域経済動向を受け、当市では平成２４年３月に「知立市中小企業振興基本条例」が制定され、

「中小企業の振興は、中小企業者の自らの創意工夫と自主的な努力を基本とし、市、中小・小規模企業

者、関係者及び市民が連携し、及び協力して推進するものとする。」の基本理念のもと、中小・小規模

企業者の成長発展を促す礎が確立した。また、基本条例に基づき中小・小規模企業の振興を推進するた

めに「知立市中小企業振興会議」が設置され、市と商工会をはじめとする各種支援機関が連携して中小・

小規模企業者に対して必要な支援策が講じられることとなる。そして、これを受け、市全体として小規

模事業者を支え、知立市産業全体を盛り上げていこうという機運が高まっている。 
【 知立市商工会の小規模事業者支援の現状 】 

 上記の地域経済動向を踏まえ、当会の小規模事業者支援の現状は下記の内容を中心に行っている。 

 ・経営改善普及事業に基づく経営・金融・税務・記帳・労務等の相談指導及び講習会等の実施 

平
成
26
年
度
実
績 

巡回・窓口指導 実件数：756件 延件数1,555件 

記帳継続指導 事業所数：84件 

確定申告書受付数 393件 

金融斡旋件数・金額 27件 248,060千円 

労働保険委託事業所数 87件 

各種共済延保有口数 1,435口 

講習会開催回数 32回 

・国の中小企業基本法に基づく中小企業施策（小規模事業者持続化補助金など）の運用による支援 

 平成２６年度小規模事業者持続化補助金実績 

申請数・補助金額 22件 9,853,248円 

採択数・補助金額 15件 6,086,459円 

 ・知立市中小企業振興基本条例に基づく中小企業施策（小規模事業者経営改善資金の利子補給事業及

  び新規創業者家賃補助事業など）の運用による支援 

  平成２６年度実績 

小規模事業者経営改善資金利子補給実績 51件 830,143円 

新規創業者家賃補助実績 6件 120万円 
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・メッセナゴヤ等の展示会・一店逸品運動・近隣市町村へのイベント出張販売・プレミアム付き商品

券発行など販路開拓支援 

実 
 

績 

メッセナゴヤ 

平成24年度 視察参加人数32名 

平成25年度 視察参加人数34名 

平成26年度 視察参加人数22名、出展支援数１社 

平成27年度 視察参加人数29名、出展支援数２社 

一店逸品イベント出張販売 

（H26年度） 
回数：６回 参加延店数：51店 

歳末大売出し事業（H26年度） 参加店舗数：78店 

第37回知立市商工祭（H26年度） 来場者数：15,000人 出店者数55店 

プレミアム付商品券発行事業 

平成21年度 発行総額１億円 参加取扱店319店 

平成22年度 発行総額１億円 参加取扱店309店 

平成23年度 発行総額１億円 参加取扱店291店 

平成27年度 発行総額２億２千万円 参加取扱店334店

【 課 題 】 

 上記の現状・経済状況・商工会の小規模事業者への現状を踏まえ、下記４点の課題がある。 

（１）経営改善普及事業による経営支援の限界 

    これまで当商工会は、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、当該事業者を巡る厳しい経営環境、高度・専門的な経営相談の増加、経験豊富

な職員の少なさ等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いる。 

（２）知立市外への消費者流出 
    知立市は交通の要衝であることから、市外から消費者が流入してくる一方、郊外にある大型店

舗での買い物、レジャー施設への行楽等で市外へ流出する消費者も多数である。 
   知立市外への消費者流出は、知立市内店舗の魅力がなく、物品・サービスを購入していないとい

うことを意味し、この状態が継続する様であれば、知立市内の事業所数減少に歯止めがかからな

くなる。 
（３）知立駅鉄道高架及び駅前再開発に伴う影響 

平成26年から着工が始まった知立連続立体交差事業や、平成28年には知立駅北にある区画整理

事業に伴う再開発ビル建築着工が予定されており、区画整理事業が終了する平成３８年までの 

１０年間で既存事業者の移転・廃業、さらには商店街発展会・協同組合への多大な影響（移転対

象５９店舗の内、小規模事業者３７店舗の一時的な移転・廃業はもちろんのこと、工事期間中も

引続き中心市街地で営業を継続する事業者など、周辺商工業者や商店街発展会に変革を迫られる

こと）は避けられない。 

（４）地域資源活用が不十分 
    知立市には、伊勢物語にも記述があるかきつばたで有名な無量寿寺、弘法大師（空海）ゆかり

の遍照院、江戸時代には東海道三社の一つに数えられた知立神社、５台の山車台上で

上演される人形浄瑠璃芝居を知立神社へ奉納する知立まつり等地域資源があるが、その魅

力・価値を十分に把握できていないことから、観光土産・観光モデルコースが少なく、地域

資源を十分に活用できていない。 
    魅力・価値が把握できていないということは、外部への周知が困難となり、知立市外から

の観光客が見込めなくなり、知立市の経済効果への貢献度は低い。 
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【 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 】 

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として、

「駅前再開発に伴う商店街再編成や、地域経済を支える市内事業者の減少に歯止めをかけ、小規模事

業者の経営力向上と創業の促進を図る。」ことを目的とし、本経営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、経営指導員や補助員等職員の職域を問わず一丸となって伴

走型支援により個々の小規模事業者の経営力向上や販路拡大、技術革新を図り、もって地域経済の屋

台骨である小規模事業者の持続的発展を目指す。 

 

【 目 標 】 

当商工会は、経営指導員等商工会職員の資質向上を図りつつ、愛知県・愛知県商工会連合会等各種

機関と連携しながら、小規模事業者に対して伴走型支援を実施し、「売上向上」「利益確保」が実現で

きる経営体質の構築、小規模事業者増加策・減少防止策、地域資源を活用した地域振興策を実施する。

そして、経営発達支援計画５年目の平成３２年度末には小規模事業所数 1,600 事業所を目標とする。

〈支援事業の目標〉 

 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

年度末事業所数 1,506 1,520 1,540 1,560 1,580 1,600

年間開業数 97 100 100 100 100 100

年間廃業数 97 86 80 80 80 80

年間純増数 0 14 20 20 20 20

また上記目標を達成する為、知立市商工会は次の基本方針を掲げる。 

〔方針１〕小規模事業者の持続的発展のための伴走型支援の実施 

〔方針２〕市内小規模事業者増加のための創業、減少に歯止めをかける第二創業支援と事業承継支援

〔方針３〕地域資源を活用した地域経済活性化策の立案・支援 

〔方針４〕関連機関や専門家との連携構築及び支援強化に伴う職員資質向上強化 
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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】 

 （１）現状の課題 

①知立市及び近隣市経済動向把握が不十分 

  知立市の経済動向について調査する場合は、愛知県県民生活部統計課の「あいちの景気動向」

や全国商工会連合会の「中小企業景況調査」等を利用するしかなく、その調査内容を利用する

にあたっても愛知県全域となる為、知立市及び近隣市の経済動向を的確に掴むことができない。

   ②経験による経済動向の把握 

     小規模事業者が経済動向を掴むのは、商品やサービスの売行き等小規模事業者自身の経験に

頼るところが大きく、数値で確認することがない。 

（２）目 的 

   ①知立市及び近隣市経済動向の資料提供 

     小規模事業者に対する調査、各種機関発表の報告書を収集・分析を行い、知立市及び近隣市

経済動向を資料として提供する。 

   ②経験に頼らない経済動向の把握 

     小規模事業者が経験に頼ることなく、数値・指数で知立市及び近隣市経済動向を把握し、今

後の経営方針策定の一助とする。 

（３）事業内容（改善方法）  

①小規模事業者に対しての調査 

 ア．調査時期 

    毎年６月、９月、１１月、３月の四半期ごとに、商工会職員全員が巡回・窓口により調

査を行う。時期は、全国商工会連合会が実施する中小企業景況調査に合わせることで、調

査業務の効率化を図る。 

 イ．調査対象企業数及び選定方法 

    建設業２事業所、製造業３事業所、小売業１０事業所、サービス業１０事業所、合計２

５事業所とする。選定方法は、現在、知立市商工会は全国商工会連合会が実施する中小企

業景況調査対象商工会となっている為、その調査対象事業所である建設業２事業所、製造

業３事業所、小売業４事業所、サービス業６事業所、合計１５事業所から選定する。残り

の小売業６事業所、サービス業４事業所については、知立駅前の事業所及び知立駅北にあ

る７商店街発展会・協同組合関係者より選定し、調査を行う。 

ウ．調査項目 

調査項目は、全国商工会連合会実施の中小企業景況調査内容を流用し、調査月を含む前

後１か月の売上額、業況感・来客数・採算等の小規模事業者の状況、調査対象小規模事業

者の経営状況、設備投資の有無、現在の経営課題とする。 
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景況調査票様式 

 
  ②各種機関発表の調査報告書収集 

    国・支援機関・金融機関が発表している調査報告書を収集し、近隣市の経済動向分析の参考

資料とする。収集する調査報告書は以下のとおり 

機関名 報告書名 備考 

総務省統計局 個人企業経済調査（動向編）  

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 
中小企業景況調査 報告書名は同一であるが、調

査対象企業、調査数が違う 全国商工会連合会 中小企業景況調査 

愛知県県民生活部統計課 あいちの景気動向  

碧海信用金庫 へきしん取引先景況調査 
知立市近隣市 

豊田信用金庫 豊田景気実感調査 

   経済動向報告を全国、愛知県、知立市近隣市より取り寄せる。 

  ③調査内容の分析・結果資料作成・データベース化 

   ア．小規模事業者の調査 

      小規模事業者からの調査内容については、各質問の回答数を集計し、他の調査報告書同

様指数・絵表示化する。 

   イ．調査結果資料作成 

      上記アの結果及び各種機関発表の調査報告書は一つにまとめ、知立市商工会の調査結果

資料とする。資料の提示は以下のとおり。 
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結果項目 表示方法 作成例 

産業全体の 

景況 

調査時期ごとの売上・採算・ 

資金繰り指数及び天気図 

時期 地域

全国 △ 15.1 △ 20.2 △ 10.4

愛知県 △ 15.1 △ 12.1 6.2

知立市近隣 △ 16.0 △ 29.1 △ 20.0

知立市 △ 21.7 △ 27.0 △ 20.8

全国 △ 10.2 △ 11.9 △ 11.9

愛知県 △ 2.8 △ 8.6 8.8

知立市近隣 △ 37.5 △ 33.3 △ 25.0

知立市 0.0 △ 20.9 △ 30.6

全国 △ 11.9 △ 15.3 △ 7.6

愛知県 0.0 △ 14.3 △ 3.2

知立市近隣 △ 25.0 △ 29.2 △ 25.0

知立市 △ 30.6 △ 18.7 △ 20.4

年　月～　年　月

年　月～　年　月

年　月～　年　月
（見通し）

売上額指数 採算指数 資金繰り指数

業種ごとの 

景況 

業種ごとの売上・採算・ 

資金繰り指数及び天気図 

設備投資の 

状況 

設備投資実施割合・投資内容 

来期実施有無 

実施企業
割合

主な投資内容
計画企業
割合

主な投資内容

全国 6.10% 車両運搬具、その他 10.60% 店舗、販売設備

愛知県 8.80% 生産設備、ＯＡ機器 6.10% 生産設備

知立市近隣 3.00%
生産設備、車両運搬具
付帯施設、ＯＡ機器

6.10%
生産設備、付帯施設
ＯＡ機器

知立市 0.00% 4.00% 車両運搬具

全国 6.00%
建物、サービス、車両運搬具
付帯施設、ＯＡ機器、その他

13.20%
建物、サービス、付帯施設
ＯＡ機器、その他

愛知県 8.30% 車両運搬具 4.50% 建物

知立市近隣 8.30% 車両運搬具、付帯施設 0.00%

知立市 2.90%
建物、付帯施設
ＯＡ機器

4.40%
サービス、車両運搬具
付帯施設、その他

小売業

サービス業

業種
今期実施 来期計画

地域

 

経営上の 

問題点 
業種ごとの問題の割合 

業種 順位 問題点の内容 割合
１位 需要の停滞 23.90%
２位 大型店・中型店の進出による競争の激化 19.60%
３位 消費者ニーズの変化 17.40%
１位 大型店・中型店の進出による競争の激化 23.90%
２位 消費者ニーズの変化 19.60%

購買力の他地域への流出 17.40%
需要の停滞 17.40%

１位 利用者ニーズの変化 21.30%
２位 需要の停滞 19.70%
３位 店舗施設の狭隘・老朽化 16.40%
１位 消費者ニーズの変化 20.00%

大型店・中型店の進出による競争の激化 15.60%
購買力の他地域への流出 15.60%
需要の停滞 15.60%

１位 需要の停滞 29.00%
２位 利用者ニーズの変化 17.70%
３位 店舗施設の狭隘・老朽化 16.10%
１位 需要の停滞 28.60%
２位 材料等仕入単価の上昇 16.10%
３位 店舗施設の狭隘・老朽化 14.30%
１位 消費者ニーズの変化 25.00%

需要の停滞 22.70%
大型店・中型店の進出による競争の激化 22.70%

１位 需要の停滞 33.90%
２位 利用者ニーズの変化 16.10%
３位 店舗施設の狭隘・老朽化 12.50%

愛知県

知立市近隣

知立市

サービス業

愛知県
３位

２位

２位

小売業

全国

知立市近隣

知立市

全国

 

     作成した調査結果資料は、今後の参考資料としてデータベース化する。 

  ④調査結果の提供 

③の調査分析結果については、調査対象小規模事業者に紙面で配布及びタブレット端末で提

示、電子ファイルで配布をする他、商工会窓口・ホームページにて掲載する。また市役所窓口

等公共施設にも調査資料を設置し、多人数が閲覧できる状態とする。 

経済動向調査事業イメージ図 

 

（４）効果 

   ①小規模事業者に対する効果 

     第三者が数値・図式化した分析結果を見ることで、将来の経済動向を具体的に把握すること

が可能となり、今後の経営の見通しに役立つことができる。 

 

分析結果資料作成

提供 提供 分析結果資料公開 
商工会窓口・ＨＰ・公共施設 

③調査票回収 

①調査票による 
 回答依頼 

①調査報告書 
提供依頼 

②調査報告書 
 提供 

③調査報告書

整理
④調査票集計

知立市商工会 小規模事業者

②調査票記入 
支援機関 
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   ②商工会に対する効果 

     経営方針を検討している小規模事業者に対して、巡回時に、今後の経済動向を提示できる他

事業計画書策定の際に活用することができる。 

 （５）目標 

 現状 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

経済動向調査回数 

   〃  件数 

４ 

６０ 

４

１００

４

１００

４

１００

４ 

１００ 

４

１００

経済動向分析回数 

   〃  件数 

４ 

６０ 

４

１００

４

１００

４

１００

４ 

１００ 

４

１００

分析結果提供回数 

   〃  件数 

４ 

６０ 

４

１００

４

１００

４

１００

４ 

１００ 

４

１００

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状の課題 

  ①総合的な経営状況分析の不足 

    従来、小規模事業者に対する経営分析支援は、経営課題がある小規模事業者の財務体質に問

題があるか確認する場合に行うことが現状である。しかしこの手法は、財務分析に限られてお

り、小規模事業者が保有する経営ノウハウ・人材・設備・資金等総合的な経営分析は行われず、

現状を確認することがない。 

  ②創業計画書策定前の準備不足 

    創業希望者に対する支援は、創業資金の有無、資金調達方法、創業場所の確認を行い、創業

計画書の作成支援を行うだけであり、創業を漠然と考えている者にとっては、創業に辿り着く

までのハードルが高く感じ、創業の希望が失ってしまうことがある。 

（２）目的 

  ①総合的な経営状況分析による小規模事業者の現状把握・経営方向性の決定 

    小規模事業者に対する調査・分析を行うことで、小規模事業者の経営資源把握等の現状認識

と経営方針の決定の一助とする。 

  ②創業計画書策定までの支援 

    創業希望者に対し、創業に思っていることの聞き取り調査、書面への落とし込み、創業に不

足しているものを明確化することで、創業計画書策定までに漕ぎ着ける。 

（３）事業内容（改善方法） 

  ①小規模事業者に対しての調査 

   ア．調査方法 

（ア）調査時期 

   小規模事業者の決算確定後、年１回、商工会職員全員が巡回・窓口相談時に調査を行う。

 （イ）調査対象企業数及び選定方法 

     小売業、サービス業よりそれぞれ１０事業所、合計２０事業所とする。調査対象企業

の選定方法について、１年目は全国商工会連合会が実施する中小企業景況調査対象事業所

である小売業４事業所、サービス業６事業所を選定する。残りの小売業６事業所、サービ

ス業４事業所については、知立駅前の事業所及び知立駅北にある７商店街発展会・協同組

合関係者より選定し、調査を行う。２年目以降については、巡回・窓口相談時や経営革新

計画、小規模事業者持続化補助金等施策利用者から、小売業、サービス業それぞれ１０事

業所、合計２０事業所を選定する。 
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 （ウ）調査項目 

    中小企業基盤整備機構が発行している「小規模事業者の事業計画づくり・サポートブ

ック」を参考に調査を実施する。なお調査項目は以下のとおり。 

調査区分 調査項目 

調査対象事業所概要 「事業主名」「創業年月日」「沿革」「事業主の略歴・技能等」等 

取扱商品・サービス 「売上高」「売上割合」「仕入先」「販売先」「粗利益率」等 

競合他社 「特徴」「取り扱う商品・サービス」「主な顧客」等 

業界情報・動向 業界の「特色」「傾向」「今後の展望」等 

決算書数値 直近３期分の「損益計算書」「貸借対照表」等 

イ．経営分析の実施 

調査終了後、中小企業基盤整備機構が作成したサポートキットを利用し下記分析を行う。

（ア）調査対象事業所概要の取りまとめ 

    「事業主名」「創業年月日」「沿革」「事業主の略歴・技能等」等調査対象事業所の概要

を「事業者概要シート」に入力・整理し、ＳＷＯＴ分析表作成の参考資料とする。 

（イ）取扱い商品・サービス、競合他社、業界情報・動向の取りまとめ 

   調査対象事業所が取り扱う商品・サービスの「売上高」「売上割合」「仕入先」「販売先」

「粗利益率」等、競合他社の「特徴」「取り扱う商品・サービス」「主な顧客」等、業界

の「特色」「傾向」「今後の展望」等を「事業環境棚卸しシート」に入力・整理すると共

に、ＡＢＣ分析表・ＳＷＯＴ分析表作成の参考資料とする。 

（ウ）決算書及び財務分析 

直近３期分の決算書数値を「決算書入力シート」へ入力し、収入・支出数値の推移、

３期分の財務諸表、収益性・効率性・生産性・安全性の財務分析指数・グラフを作成す

る。また日本政策金融公庫の「小企業の経営指標」の数値も入力し、業界平均との差異

を表示する。 

    （エ）ＡＢＣ分析表の作成 

「イ．事業環境棚卸しシート」及び商品・サービスの売上割合を表計算ソフトのエク

セルに入力し、ＡＢＣ分析のグラフを作成する。 

    （オ）ＳＷＯＴ分析表の作成 

「ア．事業者概要シート」及び「イ．事業環境棚卸しシート」を参考に、調査対象事

業者の「強み」「弱み」、今後の経営を行っていく際の「機会」「脅威」を洗い出し、 

ＳＷＯＴ分析表を作成する。 

    ウ．分析結果の提供・活用 

    （ア）提供する資料 

        調査対象事業所に提供する資料は以下のとおり 
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資料名 内容 

事業者概要シート 分かり易くする為に項目表示する 

事業環境棚卸しシート 同 上 

損益計算書 直近３期分の数値・売上比を表示 

貸借対照表 直近３期分の数値・構成比を表示 

財務分析シート 直近３期分の指数・増減数値・業界平均差異を表示

財務分析グラフ 上記３期分の推移を折れ線グラフ・棒グラフで表示

ＡＢＣ分析表 
直近３期分の商品・サービスの売上高・売上高累計

構成比を折れ線グラフ・棒グラフで表示 

ＳＷＯＴ分析表 「強み」「弱み」「機会」「脅威」を４分割で表示 

経営状況分析数値・指数・グラフ化のイメージ 

最新記入日

◆事業者の概要

企業名・屋号 従業者数 名

事業主・代表者名 （うち家族） 名

資本金

創業年月 年 月

業歴 年

（現在地） 年

用途等

役職・役割 年齢  親族○

株

株

株

株

◆業績推移（単位：千円）

売上高 粗利益

◆最近の相談事項、話題等

主
な

取
引

金
融

機
関

主
な

幹
部

業種

経歴など

主
な

株
主

年齢（○代目）

主な商品・製品

サービス等

資産等

主な
事業所等

事業主・

経営者の
略歴・技能等

趣味・
人柄等

経営理念
（指針等）

名義

健康
状態

3期前

2期前

前期

税引後利益

後継者

の有無

家族構成

事　業　者　概　要　シ　ー　ト　

備考年度

氏　　　名

所在地

事
業

者
概
要

沿革

百万円

  

最新記入日

◆商品・製品・サービスの棚卸し
粗利益率（推定）

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

◆顧客の棚卸し
粗利益率（推定）

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

◆競合・業界の棚卸し

高品質 ・ 低価格 ・ 手軽さ ・ 他（　　　　　　　　　　　 　　　　）

業界全般、トピック等
（売上傾向、新商品や技術動向、新規参入・撤

退の傾向等）

高品質 ・ 低価格 ・ 手軽さ ・ 他（　　　　　　　　　　　　 　　　）

高品質 ・ 低価格 ・ 手軽さ ・ 他（　　　　　　　　　　　　 　　　）

主
な
競
合
先

競合企業、店舗等の名称 商品・製品・サービスの特徴 主な顧客（群）

高品質 ・ 低価格 ・ 手軽さ

・ 他（　　　　　　　　　 　　　　　　）

・ 他（　　　　　　　　　 　　　　　　）

高品質 ・ 低価格 ・ 手軽さ

0

特

長
等

①：属性（年齢・性別、嗜好等）

②：地域・エリア等

③：ニーズ（品質・価格・手軽さ等）

④：その他の特長

主
な
顧

客
構
成

顧客（群）の名称 内訳（千円or％） 主な販売ルート等

合計

0

特
長

等

①：品種・品質・ラインナップ等

②：価格帯・値ごろ感等

③：立地・流通チャネル等

④：販促、接客、営業手法等

事 業 環 境 の 棚 卸 し シ ー ト　

事業者名

主
な
売
上
構

成

商品・製品・サービスの名称 内訳（千円or％） 主な商品・材料の仕入先

合計
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（イ）提供方法 

        上記資料は、調査対象事業所に紙面で配布及びタブレット端末で提示、電子ファイル

で配布する。 

    （ウ）活用方法 

    分析結果には業界平均差異が表示されているので、調査対象事業所の現状を認識させ

ることができる他、今後の小規模事業者が事業計画策定・変更する際の基礎資料となる。

   ②創業希望者に対しての調査 

    ア．支援周知方法・時期・調査件数 

       調査は商工会へ問い合わせをすることから始まる為、知立市・金融機関と連携して行う

創業支援事業開始に合わせ、新聞広告（９月・１１月）、ホームページ（随時）会報等で周

知する他、市広報誌においても周知する。調査件数は、商工会・市役所窓口・金融機関で

の窓口実績から年間３５件とする。 

    イ．調査項目 

       創業希望者への対応については、中小企業基盤整備機構が発行している「創業・サポー

トブック」を参考とし、創業計画書策定段階前の支援を行う。相談者によっては創業準備

が十分できていない場合があるので、下記準備段階によって支援を変える。 

 （ア）相談者の創業イメージが漠然としている場合        

相談者が「いつかは創業したい」「どのように創業すればいいか」等創業について漠然

としている場合は、相談者に現状把握をしてもらうための質問をする。質問項目は、「創

業動機」「創業する事業の経験・知識の有無」「家族の賛同」「創業場所」「セールスポイ

ント」等とし、質問回答は下図「創業準備チェックリスト」に記入する。 

創業する業種の経験がない・家族の賛同が得られていない・質問にはっきりした回答が

ない等創業への準備が不足している場合は、不足しているものの明確化とそれを改善す

る方法を相談者と共に検討を行う。 

    （イ）やりたいことが明確となった場合 

        「家族の賛同ももらっており、業種経験を活かした商売を始めたい」等相談者の頭の

中で事業構想ができている場合は、相談者に下図「事業分析シート」へ事業コンセプト、

強み・市場性、独自性・実現性を取りまとめてもらうよう依頼する。 

事業分析シートへの取りまとめが不十分の場合は、事業構想、考え方の視点を相談者

と共に検討する。 

    （ウ）週末創業個別相談会への参加周知 

上記（ア）（イ）について、専門家からアドバイスが欲しい・より専門的な知識を知り

たい場合は、商工会・知立市・地域金融機関が連携して実施する週末創業個別相談会へ

誘導し、中小企業診断士等の専門家からアドバイスをもらう。 
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創業準備チェックリスト（案）          事業分析シート 

  

    ウ．分析結果の提供・活用 

（ア）提供する資料 

        創業希望者に提供する資料は、項目を完全に記載をした「創業準備チェックリスト」

「事業分析シート」とする。 

    （イ）提供方法 

        上記資料は、調査対象事業所に紙面で配布及びタブレット端末で提示、電子ファイル

で配布する。 

    （ウ）活用方法 

        創業計画書策定の基礎資料とする為、「創業準備チェックリスト」「事業分析シート」

はデータベース化する他、今後の知立市の創業支援のツールとする。 

  ③事業者への周知 

商工会が経営状況の分析を行っていることを知立市内の小規模事業者に周知する為、全職員

による巡回相談を実施する。経営指導員一人あたり年間 200 件、補助員以下一人あたり年間 100

件、合計 1,000 件の周知を目標とする。 

（４）効果 

  ①小規模事業者に対する効果 

    経営分析を数値・グラフ化することで、小規模事業者自身の現状把握、経営の「長所」「短所」

が明確となり、実行すべき事柄に取り組むことが出来る。 

  ②創業希望者に対する効果 

    創業に対する思いを整理することで、創業準備段階の認識、足りないものが明確となり、創

業準備の事柄に取り組むことができる。 

  ③商工会に対する効果 

    経営状況分析データ、創業準備データを蓄積することで、小規模事業者・創業予定者に対す

る支援ノウハウとなり、経営分析に容易に対応できる他、業種ごとの傾向を知ることができる。
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経営状況分析事業イメージ 

 

（５）目標 

 現状 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

経営状況調査回数 

〃  件数 
なし 

１

２０

１

２０

１

２０

１ 

２０ 

１

２０

経営状況分析回数 

〃  件数 
なし 

１

２０

１

２０

１

２０

１ 

２０ 

１

２０

分析結果提供回数 

〃  件数 
なし 

１

２０

１

２０

１

２０

１ 

２０ 

１

２０

創業準備支援件数 なし ３５ ３５ ３５ ３５ ３５

経営状況分析事業 

周知件数 
なし １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）現状の課題 

  ①経験と勘に頼る経営方針 

小規模事業者が事業計画書を策定するのは、経営革新計画書、小規模事業者持続化補助金等

補助金申請書、日本政策金融公庫マル経融資等金融機関への融資申込書で策定することが常で

あり、３年間から５年間の中長期的な事業計画を策定することは少ない。また策定したとして

も、日々の事業に追われ、計画とおり進めることも少なく、日々の経営に対しては経験と勘で

頼っているところが実状である。 

  ②成り行き任せの経営 

    事業計画を策定しないことは、不意な事柄が生じるとそれを解決する手間暇が掛かり、事業

が遅延することとなる。創業においても同様で、やるべき事柄の抽出不足により経営が不安定

となり、最悪短期間にして廃業という恐れもある。 

（２）目的 

     事業計画は小規模事業者自身の立場の確認・方針決定の重要要素である他、小規模事業者自

身が事業の中でやるべき項目・手順、浮かび上がった課題の確認や理解者・協力者を得る要素

でもあり、小規模事業者が成長するには大切なものである為、下記項目を目的とする。 

   ①事業計画書策定支援 

計画どおりの事業推進を行う為、小規模事業者から現状と今後の目標を聞き出し、具体的な

実施項目・数値を盛り込んだ事業計画策定支援を行う。 

 
小規模事業者 

 
創業予定者

①漠然と創業を 
考えている場合 

②やりたいことが 
明確となった場合 

知立市商工会 

回答の評価 
助言準備 

事業分析 
シートの確認 

創業準備支援 経営状況 
分析支援 

調査内容 
集積・分析 

創業に対しての質問 

質問に対しての回答 

不足しているもの 
改善方法の助言 

事業分析シート 
記載依頼 

事業分析シート回答 

創業の助言 

経営分析事業 
実施周知 

調査依頼 

調査回答

分析内容提供 
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   ②創業計画書策定支援 

創業後やるべき事柄を漏らさず、経営に専念できるようにする為、具体的な実施項目・数値

を盛り込んだ創業計画策定支援を行う。 

（３）事業内容（改善方法） 

  ①小規模事業者に対して 

   ア．周知と掘り起こし 

   （ア）調査対象事業者への依頼 

       上記「１．地域の経済動向調査」及び「２．経営状況の分析」の調査対象事業所に対

し、事業計画策定支援を行うことを商工会職員全員巡回で周知する。ただ周知するだけ

では事業計画策定する事業所が現れない為、下記のような（経営者への提言例）を活用

し、事業計画を策定する利点・重要性を十分説明し、事業計画策定事業所の掘り起こし

を行う。 

経営者への提言例 

事業計画書の必要性 

●事業計画書の意義 

事業計画書作成の意義は、まず何より、自分自身のためにある。それは経営のシナリオであり、チェックリス

トである。「大体でいい」といった姿勢では、ビジネス経営の困難さには打ち勝てない。つまり、ビジネスプラ

ン(事業計画書)は、経営者自らの経営指針であり、企業の羅針盤、道標である。 

▼事業計画書の三つのメリット 

１．信用格付け向上による資金調達の実現 

『金融庁の金融検査マニュアル』において、事業計画書（経営計画書）の作成能力は、会社の信用格付け

のひとつの要素とするべきであるとされている。つまり、会社の業績が思わしくなくても、実現可能性が高

い事業計画書があると、信用格付けがワンランク上がる可能性が高まる。信用格付けのランクが上がると、

円滑な融資、すなわち、設備投資や財務力の強化につながる資金調達の実現に直結する。 

２．社員への会社の方向性明示と目標管理の導入 

「うちの社長は、この会社を将来どうしたいのか。」等々、会社と個人の将来を真剣に考える、仕事がで

きる社員ほど、社長の考えを知りたがり、事業計画書はその期待に応えるものである。 

また、事業計画で明示した会社の目標を達成するためには、個々の社員がどんな目標を達成しなければな

らないのかについて、社員のひとりひとりに自ら考えさせ、また、社員自らに、個人目標を設定させること

が必要である。そして、その進捗や実行を社員個人に主体的に管理させることにより、営業力の強化や商品・

サービスの改善につながり、売上の増大となって跳ね返ってくる。実際、目標管理は多くのエクセレントカ

ンパニーで採用され、大きな成果を挙げている。中小零細企業でも猛威を発揮する経営管理手法である。つ

まり、事業計画書の作成により、社員への会社の方向性明示と目標管理の導入が可能となる。 

３．経営の PDCA 実践による会社のレベルアップ 

「計画－実行－確認－改善」この PDCA サイクルを回すことにより、1年、あるいは半期、四半期ごとに、

経営計画の進捗を検証し、次の展開に活かすことで、会社のレベルが確実に向上する。 

   （イ）各種施策利用事業者への提案 

      経営革新計画、小規模事業者持続化補助金申請者等に対しては、申請書記載支援を行

うと共に、事業計画を策定する利点・重要性を十分説明し、事業計画策定へ誘導する。

   （ウ）セミナー開催による事業計画策定への誘導 

事業計画策定をテーマとしたセミナーを開催することで、多くの小規模事業者に事業

計画を策定する理由・利点等を説明し、事業計画策定に興味のある小規模事業所を拾い

上げ、事業計画策定へ誘導する。 
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   イ．策定前の聞き取り 

   「１．地域の経済動向調査」及び「２．経営状況の分析」の結果を基に、計画期間終了

後の実現したい「目標」、その目標を達成する為の「取り組み項目」「取組開始時期」「取組

期間」、解決すべき「課題」を聞き取り調査する。 

   ウ．事業計画策定の実施 

   「イ．策定前の聞き取り」内容と相違のない「目標売上高」「原価率」「経費」等の損益

計画、その損益計画で試算した利益で設備投資や借入金調達・返済の不可を確認する資金

計画を事業者と共に検討・作成する。策定支援件数については、初年度は事業計画書策定

に係る知識・能力の習得、小規模事業者が事業計画書策定の必要性・有効性の理解が行き

届いていないことから経営指導員一人あたり年２件とし、２年目以降は件数増加を図り、

５年目には経営指導員一人あたり月１件、年間１２件を目標とする。 

事業計画書 

１．実現したい目標

２．１．を達成するための課題

３．取組み項目（アクション）と実行計画

№ 内容 アクション 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

営業 新規代理店の開拓 社長

（マイルストーン） 10 20 10 10

販売促進 自社ＨＰを活用したＷＥＢ通販の拡大 社長

（マイルストーン） 100 200 300 400 200 200

仕入
商品別粗利益に基づく仕入先の見直し
及び新規仕入先の発掘

部長

（マイルストーン） 5 10 15 10 10

管理
商品別・顧客別の売上・利益管理の実
施（データ把握・管理）

専務

（マイルストーン） 把握 管理

（マイルストーン）

5

2

ＨＰ掲載商品数

3

新規仕入先候補・発掘数

4

月次数値の把握

取組み項目
実行者

計画1期目 計画
2期目

計画
3期目

1

新規代理店アプローチ件数

○○商店（事業者名）　事業計画書 作成日： 2014年10月1日

・平成○年度（３期後）までに、地域外の販路および新規顧客開拓を図ることによる売り上げの拡大、加えて原価・コスト低減に取
り組むことで、ＣＦの○百万円の増加を目指す。その効果として借入返済負担の軽減（債務償還年数１０年未満）を図る。
・計画３期目での売上高○千万円、当期利益○百万円を目標とする。

・地域外の顧客に対する自社商品販売の拡大（新規顧客開拓）
・商品ミックスの見直しによる粗利益率の改善
・仕入先見直し等による売上原価及び経費の削減

実行時期・期間・マイルストーン

 

４．損益計画
単位：円

37,000,000 100.0% 38,000,000 100.0% 40,000,000 100.0% 42,920,000 100.0%

26,800,000 72.4% 26,980,000 71.0% 27,600,000 69.0% 28,942,000 67.4%

10,200,000 27.6% 11,020,000 29.0% 12,400,000 31.0% 13,978,000 32.6%

11,149,711 30.1% 11,623,000 30.6% 12,123,000 30.3% 12,149,711 28.3%

人件費
（給料賃金・福利厚生費他）

7,173,000 19.4% 7,173,000 18.9% 7,173,000 17.9% 7,173,000 16.7%

減価償却費 1,526,711 4.1% 1,500,000 3.9% 1,500,000 3.8% 1,500,000 3.5%

外注工賃 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

※専従者給与 1,200,000 3.2% 1,200,000 3.2% 1,200,000 3.0% 1,200,000 2.8%

その他計 1,250,000 3.4% 1,750,000 4.6% 2,250,000 5.6% 2,276,711 5.3%

▲ 949,711 -2.6% ▲ 603,000 -1.6% 277,000 0.7% 1,828,289 4.3%

営業外収入 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

営業外費用 128,000 0.3% 130,000 0.3% 130,000 0.3% 130,000 0.3%

▲ 1,077,711 -2.9% ▲ 733,000 -1.9% 147,000 0.4% 1,698,289 4.0%

特別利益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

特別損失 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

50,000 0.1% 50,000 0.1% 50,000 0.1% 400,000 0.9%

▲ 1,127,711 -3.0% ▲ 783,000 -2.1% 97,000 0.2% 1,298,289 3.0%

５．資金計画
単位：円

▲ 1,127,711 -3.0% ▲ 783,000 -2.1% 97,000 0.2% 1,298,289 3.0%

1,526,711 4.1% 1,500,000 3.9% 1,500,000 3.8% 1,500,000 3.5%

1,200,000 3.2% 1,200,000 3.2% 1,200,000 3.0% 1,200,000 2.8%

※給与（年金）所得 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

※その他所得 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

支出 ※家計費 2,800,000 7.6% 2,400,000 6.3% 2,400,000 6.0% 2,800,000 6.5%

▲ 1,201,000 -3.2% ▲ 483,000 -1.3% 397,000 1.0% 1,198,289 2.8%

2,026,711 - 0 - 200,000 - 200,000 -

0 - 0 - 0 - 0 -

前期借入金増減額 500,000 - - - - - - -

既存借入の年間返済額 - - 500,000 - 450,000 - 400,000 -

新規借入額（＋） - - 1,000,000 - 0 - 0 -

新規借入の年間返済額 - - 250,000 - 250,000 - 250,000 -

その他収入等（＋） 0 - 0 - 0 - 0 -

その他支出等（▲） 0 - 0 - 0 - 0 -

▲ 2,727,711 - ▲ 233,000 - ▲ 503,000 - 348,289 -

4,500,000 - 4,267,000 - 3,764,000 - 4,112,289 -

7,000,000 - 7,250,000 - 6,550,000 - 5,900,000 -

▲ 5.8 - ▲ 15.0 - 16.5 - 4.9 -債務償還年数　（Ｂ÷Ａ）

運転資金増加（▲）額

借
入
金

そ
の
他

余剰キャッシュフロー

期末現預金残高見込み

借入金残高合計　（Ｂ）

税引後当期利益

減価償却費

※専従者給与

収入

キャッシュフロー（Ａ）
（利益+減価償却費+専従者給与+収入-支出）

設備投資額

Ｈ○/○期 Ｈ○＋１期 Ｈ○＋２期 Ｈ○＋３期

特別

損益

法人税または所得税等

【税引後当期利益】

【目標期】

前期実績 計画１期目 計画２期目 計画３期目

売上原価

【売上総利益（粗利益）】

経費（販売管理費）

【営業利益】

営業外

収支

【経常利益】

Ｈ○/○期 Ｈ○＋１期 Ｈ○＋２期 Ｈ○＋３期

売上高

【目標期】

前期実績 計画１期目 計画２期目 計画３期目

 

   エ．施策利用支援 

      事業計画書作成中に新たな取り組みを行う小規模事業者や事業の引き継ぎに取り組む小

規模事業者に対しては、各種施策に取り組むことを勧めると共に、施策利用支援を行う。

（ア）経営革新計画策定の支援 

       事業計画書の中で新たな取り組みを行う小規模事業者に対しては、経営革新計画に取

り組むことを勧めると共に、経営革新計画策定支援を行う。低利の融資・信用保証枠拡

充の説明だけでなく、県の承認を受けることで信用が増加することも説明する。 

   （イ）事業承継の支援 

       事業の引き継ぎに取り組む小規模事業者に対しては、親族や従業員等への円滑な事業

承継、Ｍ＆Ａによる会社譲渡等を専門家と連携し事業承継支援を行う。 

オ．支援機関との連携 

専門的な相談の場合は、愛知県商工会連合会の嘱託専門指導員やあいち産業振興機構、

愛知県よろず支援拠点コーディネーターによる専門家を招聘し、より実現度の高い事業計

画書作成支援を実施する。 
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  ②創業予定者に対して 

   ア．策定前の聞き取り 

      創業予定者に対する創業計画書作成支援については、上記「１．地域の経済動向調査」

及び「事業分析シート」を基に、「創業の動機」「創業者の略歴」「取扱商品・サービス」販

売先・仕入先・外注等「取引先の名称・取引割合・回収支払条件」「従業員の有無」「金融

機関等の借入状況」「創業に必要な資金・調達方法」「事業の見通し」の聞き取りを行う。

   イ．創業計画書策定の実施 

   「ア．策定前の聞き取り」と相違のない「売上高」「売上原価」「経費」額及びその算出

根拠を事業者と共に検討・作成する。策定支援件数は、商工会・市役所窓口・金融機関に

おける創業実績から年間２５件とする。 

創業計画書 
（様式４）

１　　創業の動機（創業されるのは、どのような目的、動機からですか。） ５　　従業員

６　　お借入の状況（法人の場合、代表者の方のお借入（事業資金を除きます。））

万円 万円

２　　経営者の略歴等 万円 万円

万円 万円

万円 万円

７　　必要な資金と調達方法

万円 万円

万円

事業を経営していたことはない。

事業を経営していたことがあり、現在もその事業を続けている。

事業を経営していたことがあるが、既にその事業をやめている。

日本政策金融公庫　国民生活事業 万円

３　　取扱商品・サービス からの借入

（売上構成  　　％） 万円

万円

（売上構成  　　％）

（売上構成  　　％）

４　　取引先・取引関係等 0 万円 0 万円

８　　事業の見通し（月平均）

経

費

（注）個人営業の場合、事業主分は含めません。

経
営
者
の
略
歴

年　　月 内容

必要な資金 金　額 調達の方法

創　業　計　画　書

常勤役員の人数
（法人の方のみ）

人
従業員数
（うち家族）

パ ー　ト　・
ア ル バ イ ト

　人

金　額

自己資金

過　 去　 の
事 業 経 験

（⇒やめた時期：　　年　　月）

取 得 資 格

お借入先名 お使いみち お借入残高 年間返済額

取引先名
（所在地等）

シェア
掛 取 引
の 割 合

回収・支払の条件

創業当初
軌道に乗った後

売上高、売上原価（仕入高）、経費を計算された根拠をご記入ください。

取扱商品
サービスの

内      容

運
転
資
金セールス

ポイント

③

商品仕入、経費支払資金など

（内訳）

販
売
先

仕
入
先

％

　　日〆　　　　　　　　　日回収

合 計 ③

％ 　　日〆　　　　　　　　　日回収

家　賃

％ ％ 　　日〆　　　　　　　　　日回収

　　　　　　ほか　　　　　社 ％ ％ 　　日〆　　　　　　　　　日回収
利　　益

人件費の支払 日支払（ボーナスの支給月：   　月、 　月） ①－②－③

％ ％ 　　日〆　　　　　　　　　日回収

そ の 他

外
注
先

％

％

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支払利息

％ 　　日〆　　　　　　　　　日回収
売上原価 ②
（仕入高 ）

％ ％ 　　日〆　　　　　　　　　日回収

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①

設
備
資
金

％ ％ 　　日〆　　　　　　　　　日回収

他の金融機関等からの借入
（内訳・返済方法）

％

②

（内訳）

万円

万円

万円

万円

　　　　　　　日〆

 　　　　　　　　　人

（　　　　　　人）

店舗、工場、機械、備品、車両など

　　　　　　ほか　　　　　社

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　ほか　　　　　社

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

親、兄弟、知人、友人等からの借入

（内訳・返済方法）

0

＜創業当初＞
 
　
　
　
　
 
　
 
＜軌道に乗った後＞

　
　
 
　

（　　年　　　月頃）

合　　計 合　　計

売上高　①

人件費 (注)

0

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

0

万円

万円

万円

万円

0

特になし 有

住宅 車 教育 カード その他

住宅 車 教育 カード その他

住宅 車 教育 カード その他

住宅 車 教育 カード その他

 

   ウ．支援機関との連携 

   （ア）専門家招聘による作成支援 

愛知県商工会連合会の嘱託専門指導員やあいち産業振興機構、愛知県よろず支援拠点

コーディネーターによる専門家を招聘し、創業後のやるべき事柄が抜け落ちていないか

確認し、より完成度の高い創業計画書作成支援を実施する。 

    （イ）週末創業個別相談会での作成支援 

        平日に専門家の支援を受けられない、休日に創業計画書確認の創業予定者に対しては、

前述の週末創業個別相談会に出席することを伝え、創業計画書作成支援を実施する。 
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事業計画策定支援事業イメージ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（４）効果 

  ①小規模事業者に対する効果 

    事業計画書を策定することで、小規模事業者自身の目標、実施すべき時期・事柄が明確とな

り、事業を円滑に進める道標となる。 

  ②創業希望者に対する効果 

    創業計画書を策定することで、創業後実施すべき事柄、資金確保、売上・経費予測が明確と

なり、創業を円滑に進める道標となる。 

  ③商工会に対する効果 

    事業計画書・創業計画書策定支援をすることで、策定ノウハウが蓄積され、今後多数の小規

模事業者事業計画書・創業計画書策定に容易に取り組むことができる。 

（５）目標 

 現状 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

小規模事業者 

事業計画作成支援数 
なし ６ ９ １２ ２４ ３６

創業予定者 

事業計画作成支援数 
なし ２５ ２５ ２５ ２５ ２５

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状の課題 

  ①事業計画書進捗状況の確認不足 

    事業計画策定したとしても、小規模事業者は日々の事業に追われ、計画の進捗状況を確認す

ることがない為、現在の経営状況がどのようになっているかを把握することは少ない。 

  ②経営課題の改善不足 

    事業計画の進捗状況を確認せず、現在の経営状況を把握していないということは、経営課題

を把握していないということになる。経営課題を把握していないということは、その課題の改

善も行われないこととなる。 

（２）目的 

    事業計画の進捗状況を確認することは、小規模事業者の思いと策定した計画書との差異、課

題が明確となり、次に実行すべき事柄となる為、下記項目を目標とする。 

  ①事業計画策定進捗状況の確認 

事業計画進捗状況を確認すると共に、計画どおり進捗していない場合の原因追究と改善策及

び事業計画書変更の支援を行う。 

知立市商工会 小規模事業者 創業予定者 

創業計画書 
作成協力依頼 

創業計画書 
作成支援 

事業計画書 
作成支援周知

事業計画書 
作成協力依頼

事業計画書 
作成支援

支 援 支 援中小企業診断士

等専門家

支援依頼
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  ②各種施策利用支援 

策定した事業計画書の実施項目や計画の進捗が行われていない原因を追究・改善する方策と

して施策利用をする場合は、手続きの支援を行う。 

（３）事業内容（改善方法） 

  ①小規模事業者に対して 

   ア．進捗状況の確認時期 

事業計画策定後四半期毎に事業計画を策定した全小規模事業者へ巡回訪問を行い、事業

の進捗状況を確認する。巡回訪問を行う理由は、店舗の様子、従業員の雰囲気、設備の使

用状況等小規模事業者の話だけでは分からない変化を知る為である。 

   イ．確認方法 

     小規模事業者からの聞き取りや試算表・売上帳等各種書類と事業計画書を比較・確認する。

ウ．確認項目 

     事業計画進捗状況の確認項目は以下のとおり 

確認項目 詳細な確認項目 

事業計画取組み内容 
取組み実施の有無 

取組み目標件数の確認 

損益内容 売上・経費の推移確認 

資金計画内容 借入・投資の確認 

   エ．確認後の支援 

   （ア）原因の追究 

       計画どおり事業が進んでいない場合は、直近四半期の経営状況の分析、取り組み内容・

目標件数から原因を明確化する。 

   （イ）事業計画書の変更 

    明確化した原因を改善する方策を小規模事業者と共に検討する。計画どおり進んでい

ない原因の改善方法、設定した目標を達成するのに「誰が・何を・どうするべきか」を

洗い出し、事業計画書の変更支援を実施する。変更支援件数は、事業計画書と事業進捗

状況との差異が半年で明確化するので、確認件数の半数とする。 

   （ウ）国・県等の施策利用支援 

小規模事業者が事業遂行の際、経営革新計画・小規模事業者持続化補助金等助成金、

小規模事業者経営改善資金利子補給等国・県・市の施策を利用する場合は、経営指導員

が小規模事業者と各種団体と仲介する他、施策概要説明、申込みの支援を行う。 

また従業員を雇用した場合は、社会保険・雇用保険加入手続き支援も行う。 

   オ．支援機関との連携 

   専門的な課題がある場合は、愛知県商工会連合会の嘱託専門指導員・あいち産業振興機

構・愛知県よろず支援拠点コーディネーターによる専門家を招聘し、専門家と共に課題解

決・事業計画変更支援を実施する。 

  ②創業者に対して 

   ア．進捗状況の確認時期 

      創業から３年以内の廃業率は高い水準にあり、事業を存続させる為、きめ細かい支援と

して、創業後１年目は３か月に１回、２年目は６か月に１回、３年目以降は１年に１回巡

回訪問を行い事業の進捗状況を確認する。 
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   イ．確認方法 

      チェックリストを用い、創業者からの聞き取りや売上帳等各種書類と創業計画書を比

較・確認する。 

ウ．確認項目 

   創業計画進捗状況の確認は以下のとおり 

確認項目 詳細な確認項目 

売上高・利益・資金繰り 
・売上高・利益の推移 

・仕入代金支払いの困難さ 

顧客獲得策・関係強化策 

・チラシ配布等の広告宣伝 

・アンケート実施 

・限定キャンペーン実施 

・ポイントカードの発行 

商品・サービス・店舗設備の改善

・整理整頓・掃除の徹底 

・商品・サービスのばらつき有無 

・顧客からの要望対応 

従業員・組織体制の改善 

・従業員の採用・教育 

・役割分担の明確化 

・処遇への反映 

   エ．確認後の支援 

   （ア）原因の追究 

       計画どおり事業が進んでいない場合は、創業者から直近１か月の事業内容を聞き取り、

何が原因か明確化する。 

   （イ）創業計画書の変更 

        明確化した原因を改善する方策を創業者と共に検討する。計画どおり進んでいない原

因の改善方法、目標を達成するのに「誰が・何を・どうするべきか」を洗い出し、創業

計画書の変更支援を実施する。変更支援件数は、創業者の事業存続を考慮し、２ヶ月に

一度の変更とするので、確認件数の半数とする。 

    （ウ）施策利用支援 

創業者が創業に要する資金、市助成金である家賃補助等施策を利用する場合は、経営

指導員が小規模事業者と金融機関・市担当者と仲介する他、施策概要説明、申込みの支

援を行う。 

   オ．支援機関との連携 

      根本的な創業計画書修正等がある場合は、愛知県商工会連合会の嘱託専門指導員・あい

ち産業振興機構・愛知県よろず支援拠点コーディネーターによる専門家を招聘し、専門家

と共に課題解決・創業計画変更支援を実施する。 

（４）効果 

  ①小規模事業者に対しての効果 

    事業計画の進捗状況を確認することで、現状把握と課題が明確となり、事業修正を容易に行

うことができる。 

  ②創業者に対しての効果 

    創業計画の進捗状況を確認することで、創業後実施すべき事柄を漏らすことがなく、事業存

続に繋げることができる。 
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  ③商工会に対しての効果 

    事業計画策定後の支援をすることで、小規模事業者・創業者の実状を把握することができ、

今後の伴走型支援に繋げることができる。 

事業計画策定後の支援イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）目標 

 現状 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

事業計画進捗状況確認回数 

〃     件数 
なし 

４

２４

４

３６

４

４８

４ 

９６ 

４

１４４

事業計画書変更支援件数 なし １２ １８ ２４ ４８ ７２

創業計画進捗状況確認回数 

〃     件数 なし 
１２

３００

１２

３００

１２

３００

１２ 

３００ 

１２

３００

創業計画書変更支援件数 なし １５０ １５０ １５０ １５０ １５０

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状の課題 

    小規模事業者の持続的な発展のためには、需要と供給の関係をよく理解することが重要であ

るが、消費者意識の変化や購入状況を把握することは、経営計画を立てる上でも、またその後

の経営改善を行う上でも必要な情報である。しかしながら、これまで当会では需要動向調査を

行っておらず、また、小規模事業者も自社の商品及びサービスの売行き具合を消費者ニーズと

して推測する程度に止まり、本格的な需要予測（市場調査等）には至らず、販路開拓・新商品

（新技術）開発における有効な経営判断ができていない。 

（２）目的 

    小規模事業者が販路開拓・新商品（新技術）開発をする場合は、供給側からの発想（プロダ

クトアウト）になりがちで、市場や消費者の立場での発想（マーケットイン）となりにくい。

したがって、小規模事業者が「顧客志向」に立って「消費者が何を欲しているのか」という発

想を持ってもらうことが必要であり、それらを「見える化」し、販路開拓・新商品・サービス

開発に有益な経営判断材料を提供するために、需要動向調査を行うことを目的とする。 

（３）事業内容 

①消費者ニーズ調査（必要＆趣味嗜好調査） 

消費者のニーズ（必要なもの）とウォンツ（欲しいもの）を的確に把握し、「消費者はなぜそ

のように行動するのか、その行動の背景にある理由を発見する」ことを目的に、一般消費者を

対象に調査を実施する。 

各機関の専門家 支援依頼 
・専門的な課題解決 

支 援 

知
立
市
商
工
会 

小
規
模
事
業
者 

創
業
者 

・事業計画書確認 
・課題抽出・解決 
・各種施策利用支援 

支 援
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    ア．調査時期 

   店頭においてはその都度、出張販売においてはイベント開催時期（年間約６回予定）と

する。但し集計を行う為、集計期間を毎年４～６月、７～９月、１０～１２月、１～３月

の四半期ごととする。 

    イ．調査対象 

３．事業計画策定支援に関することで事業計画策定支援の掘り起こしを行った小規模事

業者、各種施策利用事業所、事業計画策定支援セミナー参加事業所及び創業予定者から３

事業所（飲食業・サービス業・小売業各１事業所）を重点支援する為、その事業所に来店

した消費者を対象に需要動向調査を行う。 

    ウ．調査方法及び調査項目 

       消費者のニーズとウォンツを把握する為に、上記選択事業所の店頭及び出張販売で商

品・サービスを購入した消費者にアンケート調査を実施。（アンケート回収数は、１事業所

四半期 10 件、年間 40 件とする）アンケートの調査項目は下記のとおり 

      アンケート調査項目（パン屋の例） 

調査項目 回答方法 

購入者の性別 男性・女性どちらか選択（○をつける） 

購入者の年齢 年齢層を選択（○をつける） 

購入者の住所 市内・市外のどちらか選択（○をつける） 

商品のニーズ調査 

№

1 購入品名： あんぱん

※〇を付けて下さい

高い　　　普通　　　  安い

※〇を付けて下さい

満足　どちらでもない　不満

※〇を付けて下さい

満足　どちらでもない　不満

※〇を付けて下さい

満足　どちらでもない　不満

6 今後欲しいパン

※欲しいパンの名前や特徴を教えて下さい

7 その他気付いた点：

※お店や店員の様子など気付いた点があれば教えて下さい

　量　：

見た目：

2

3

4

5

調査項目

値　段：

　味　：

・上記調査票は、支援する事業所が取扱う商品・サービス毎に作成。

・№３～６は支援する事業所の業種、取扱う商品・サービスによって

 変更（例として購入品名がボールペンであれば、№３は書きやすさ

 №４は字の見やすさ、№５はボールペンのデザイン、№６は今後欲

しいボールペン） 

②調査結果の分析、提供について 

上記で調査した内容は、支援する小規模事業者が需要動向を無理なく把握できるようにする

為、商工会にて調査内容を集計・分析・加工すると共に、小規模事業者に提供する。 

ア．消費者ニーズ調査について 

消費者から収集したアンケートは、集計・図式・グラフ化し、消費者ニーズの傾向を分

析し、データベース化する。なお集計様式は下記のとおり 
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      ※集計様式の一例 
○○パン屋の商品ニーズ調査結果 ○○パン屋の商品ニーズ調査結果
商品名 商品名

購入者の性別
男性：
女性：

36人
84人

購入者の性別
男性：
女性：

購入者の年齢

～20歳：
21～40歳：
41歳～60歳：
61歳～80歳：
81歳～

12人
42人
30人
24人
12人

購入者の年齢

～20歳：
21～40歳：
41歳～60歳：
61歳～80歳：
81歳～

購入者の住所
市内：
市外：

96人
24人

購入者の住所
市内：
市外：

値段
高い：
普通：
安い：

15人
57人
48人

値段
高い：
普通：
安い：

味
満足：
どちらでもない：
不満：

30件
65件
25件

味
満足：
どちらでもない：
不満：

量
満足：
どちらでもない：
不満：

40人
71人
9人

量
満足：
どちらでもない：
不満：

見た目
満足：
どちらでもない：
不満：

10人
106人
4人

見た目
満足：
どちらでもない：
不満：

今後欲しいパン
（記入のあった分）

今後欲しいパン
（記入のあった分）

その他気付いた点
（記入のあった分）

その他気付いた点
（記入のあった分）

バゲット

調査結果

あんぱん

・一口サイズのあんぱんが欲しい
・糖尿病患者用のパンが欲しい

・イートインコーナーを作って下さい
・コーヒー等のドリンクを置いて下さい

調査結果

 
     ・支援事業所が取扱う商品・サービス毎に調査結果を収集する 

     ・調査項目は商品・サービスによって変更する 

    イ．各種機関発表の調査報告書について 

       国・調査機関から発表している調査報告書の消費動向・需要動向結果を商品・サービス

毎に取りまとめ、需要動向の参考資料とする。なお収集する調査報告書は以下のとおり 

機関名 報告書等名 備考 

総務省統計局 

家計調査年報・月報 家計の収入・支出、貯蓄・負債などを調査 

小売物価統計調査 商品の小売価格やサービスの料金を調査 

家計消費状況調査 高額商品・サービスの消費や IT 関連消費の調査 

内閣府 消費動向調査 消費者の暮らし向きに関する考え方を調査 

業界動向サーチ 業界天気図等 業種・業界別の動向調査 

日経メディア 

マーケティング 

日経テレコン 

POSEYES 

265 万商品の時系列販売動向、売上貢献力等 

消費者動向を調査 

       アの消費者ニーズ調査結果とイの調査報告書取りまとめを比較することで、商品・サー

ビス売れ行き具合と消費者ニーズとの差異が明確となり、自社が販売する商品・サービス

の改良・改善や新たな販売先等今後の方針を立てやすくなる。 

    ウ．調査結果の提供 

アの調査分析結果については、重点支援する小規模事業者に紙面で配布及びタブレット端

末で提示する（提供回数は１事業所四半期に１回、年間４回とする）。イの各種機関調査報告

書取りまとめについては、重点支援する小規模事業者へ提供する他、商工会窓口・ホームペ

ージに掲載する他、市役所窓口等公共施設にも調査資料を設置し、多人数が閲覧できる状態

とする。（取りまとめ回数は四半期に１回、年間４回とする） 
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（４）効果 

  ①小規模事業者に対しての効果 

    定期的に調査結果を入手することで、需要動向の把握と分析を無理なく行なうことができ、

自社の営業活動方針の一助となる他、販路開拓・新商品開発の為の事業計画書作成及び作成後

の支援に向け、正確な経営判断材料の提供が可能となる。 

  ②商工会に対しての効果 

    分析結果を蓄積することで、業種ごと、商品・サービスごとの需要動向予測を小規模事業者

に提示することができる他、事業計画策定の支援ツールに活用することができる。 

（５）目標 

 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

消費者ニーズ 

調査対象企業数 

アンケート調査回収件数 

なし ３

１２０

３

１２０

 

３ 

１２０ 

 

３ 

１２０ 

３

１２０

調査結果提供回数 

   〃   延事業所数 
なし

４

１２

４

１２

４ 

１２ 

４ 

１２ 

４

１２

各種機関報告書 

取りまとめ回数 
なし ４ ４ ４ ４ ４

 

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）現状の課題 

    小規模事業者の中には、他には負けない独自の技術、商品、サービスを取り扱っているとこ

ろがあるが、経営資源やノウハウが少ないため、単独での販路開拓が困難な小規模事業者は、

その技術・商品・サービスを周知し、集客に繋げる戦略（販路開拓方法）がなく、有効な販路

開拓方法が見い出せないのが現状である。 

（２）目的 

    経営資源やノウハウが少ないため、単独での販路開拓が困難な小規模事業者を支援し、認知

度向上と有効な販路開拓に資することを目的とする。 

（３）事業内容（改善方法） 

    上記の課題を改善し、目的を達成するため、以下の具体的支援を実施する。 

  ①独自技術、特産品を持つ事業所の調査 

小規模事業者からの聞き取りより、技術力のある若しくは下請け脱却を検討している工業系

小規模事業者及び特産品を取り扱う小規模事業者については、電子カルテに情報を入力、デー

タベース化する。 

  ②出展・出品支援 

   ア．展示会・商談会への出展支援 

      技術力のある若しくは下請け脱却を検討している工業系小規模事業者に対し、下記展示

会・商談会主催者と連携し、出展依頼・情報提供を行う。 

展示会・商談会名 詳 細 

メッセナゴヤ 日本最大級の異業種交流展示会 毎年１１月開催 

あいち産業振興機構主催の 

商談会・取引先の紹介 
随時開催 

金融機関主催の商談会 市内金融機関と連携し、開催日を確認する 

Ｊ-Ｎｅｔ２１展示会・商談会 全国の展示会・商談会開催情報 
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上記展示会への出店希望があった場合は、主催側に詳細を確認すると共に、出展手続き、

出展の際のプレゼン方法・展示方法・アンケート方法等支援を行う。 

イ．ショップへの出品支援 

      特産品が売上に繋がらない課題がある場合は、周知方法に問題がないか確認する他、全

国商工会連合会・及び愛知県商工会連合会と連携し、下記ネットショップ・アンテナショ

ップへの特産品出品依頼を行う。 

ショップ名 詳 細 

ニッポンセレクト．ｃｏｍ 全国商工会連合会運営のネットショップ 

むらからまちから館 全国商工会連合会運営のアンテナショップ 

まるッと！あいち 愛知県商工会連合会が事業主体のアンテナショップ 

       上記ショップは、現在商工会で利用しており、手続きが簡単であることと出品費用が無

料若しくは低価格であることが選定理由である。 

このネットショップ・アンテナショップに特産品の出品を希望した場合は、商工会が出

品手続きの仲介を行い、特産品出品支援を行う他、商品の見せ方支援も行う。 

  ③ホームページ作成支援 

   ア．ＳＨＩＦＴの周知・利用 

      リアルタイムに自社の商品・サービスをホームページでＰＲする方策として、全国商工

会連合会と連携し、簡易ホームページシステム「ＳＨＩＦＴ」の周知、作成支援を行う。

   イ．スマートフォン対応ホームページ作成支援 

      小規模事業者持続化補助金において、ホームページ作成を補助事業で実施する採択者に

スマートフォンにも対応したホームページを、愛知県商工会連合会及び専門家と連携し、

作成支援を行う。 

  ④知立市との連携によるイベント参加支援 

特産品・加工品を開発した小規模事業者に対し、知立市と連携して知立市主催のよいとこ祭

りや知立市近隣で開催するイベントへの参加依頼を行う。 

⑤マスコミ等の周知支援 

小規模事業者及び商品・サービスの認知度向上を図る為、知立市及びマスコミと連携し、商

工会会報、市広報誌、新聞・テレビ等での周知を行う。 

   ⑥ネット販売に関する研究会の実施 

     スマートフォンの普及により、今後インターネットでの販売は更に増加することが予測され

る為、小規模事業者がネット販売に対応できる研究会を実施する。 

（４）効果 

①小規模事業者に対する効果 

    展示会・商談会への出展、ショップへの出品、ホームページ作成等の販路開拓を行うことで、

売上高・顧客増加に繋がる。またマスコミ等の宣伝広告で、認知度向上に繋がる。 

  ②商工会に対する効果 

    商品・サービスの販路開拓・周知をすることにより、外部からの問い合わせに小規模事業者

に代わって対応できる他、更なる販路開拓支援手続きも行うことができる。 
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（５）目標 

 現状 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

展示会・商談会出展 

依頼・支援件数 
２ ５ ８ １０ １３ １５

ショップ出店依頼 

支援件数 
５ ５ ５ ５ ５ ５

ＳＨＩＦＴ登録 

事業所件数 
５ １０ １５ ２０ ２５ ３０

イベントへの 

出店数 
５ ６ ７ ８ ９ １０

マスコミ等による 

周知 
７ １０ １３ １５ １８ ２０

ネット販売に関す

る研究会の実施 
なし ６ ６ ６ ６ ６
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．現状の課題 

知立市は古くから交通の要衝として栄え、江戸時代東海道三社の１つに数えられた知立神社や

かきつばたで有名な無量寿寺、空海が自ら彫刻した自像が本尊として祀られている遍照院等多く

の名所旧跡があり、休日や行事開催時には多くの来訪者でにぎわっている。特に隔年５月３日に

開催される知立まつりの山車文楽とからくりは、日本全国の「山・鉾・屋台行事」と共にユネス

コ無形文化遺産に提案されており、ユネスコ無形文化遺産に登録されれば更に多くの来訪者が期

待できる。 
しかしながら、これらの貴重な文化遺産である地域資源を活用し、知立市・観光協会・商工会

の三者で連携した地域振興事業による地域経済活性化が充分成されているとは言い難いのが現状

である。 
２．目的 

貴重な文化遺産である地域資源を活用し、知立市・観光協会・商工会の三者で連携した地域振

興事業の実施により、地域経済活性化に資することを目的とする。 

３．事業内容（改善方法） 

   上記の課題を改善し、目的を達成するため、以下の具体的支援を実施する。 

（１）地域資源を活用した地域経済活性化の検討 
知立市商工会内部組織の地域振興委員会において、商工会から見た地域資源を活用した経済

活性化について検討を行う。地域資源をどのように周知させるか、知立市のブランド力を高め

るにはどのような方策があるか、より多くの来訪者が来るようにするにはどうしたらいいか、

商工会職員と委員会メンバーで検討を行う。また商工会が主体となって開催してきた商工祭の

見直しを図り、時代に即した地域振興事業の検討を行う。 
 （２）知立市との連携 

地域振興委員会で検討した内容及び他市町村の事例を参考に、商工会、知立市、知立市観光

協会の３者で、知立市にある地域資源の周知・活用・ブランド力向上に向けて地域経済活性化

の取り組みを行う。 
（３）ちりゅうこどもフェスティバルへの協力 

    平成２６年度より開催し、子供たちを対象とした「ちりゅうこどもフェスティバル」を市外

から人を呼び寄せる新たな観光資源として、実行委員会と連携し、市内外にイベントと参加店

募集の周知を行う。 

   また商工会としては、商工会員に職業体験ブース出展依頼を行い、「ちりゅうこどもフェスティ

バル」の目玉とする。 

（４）マスコットキャラクターを利用した新商品・サービスの開発支援 

    現在、知立市はマスコットキャラクターである「ちりゅっぴ」を利用して、知立市の魅力や

特色をＰＲしている。そこで知立市と連携し、「ちりゅっぴ」利用した新商品・サービス開発支

援を行う。 

（５）商店街が実施するイベント開催支援 

    駅北再開発後の商店街の方向性について、商店街発展会関係者と共に検討し、駅前の活性化・

にぎわいの創造を図るイベント開催の支援を行う。 

４．小規模事業者に対する効果 

委員会及び知立市・観光協会との検討、新商品・サービスの開発支援、イベント開催支援を行

うことで、市外から人が流入し、駅前及びイベント会場周辺の商業活性化に繋がる。 
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５．目標 

 現状 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

地域振興委員会開催回数 ６ １０ １０ １０ １０ １０

知立市、知立市観光協会

との検討会議開催回数 
なし ５ ５ ５ ５ ５

ちりゅうこどもフェステ

ィバル出展依頼数 
なし ５ ６ ７ １０ １５

新商品・サービスの開発

支援 
なし ６ ７ ８ ９ １０

商店街イベント開催支援 なし ３ ５ ５ ６ ７
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状の課題 

    他支援機関との連携については、専門的な経営課題に対して商工会が他支援機関に支援依頼

を行うだけで、支援ノウハウについて情報交換を行うことがなく、直ぐに課題を解決すること

ができない。 

（２）目的 

    他の支援機関と情報交換をすることで、支援のノウハウを蓄積し、即座に専門的な課題を解

決することを目的とする。 

（３）実施内容（改善方法） 

①小規模事業者・創業者支援についての情報交換 
 ア．情報交換時期 
    事業計画進捗状況に合わせ、四半期ごとに１回開催し、最新の支援状況について情報交

換会を開催する。 
 イ．情報交換を行う支援機関 
    情報交換を行う支援機関は以下のとおり 

支援機関名 備考 
知立市 経済課担当職員 
愛知県商工会連合会 嘱託専門指導員 
あいち産業振興機構 中小企業診断士等専門家 
愛知県よろず支援拠点 中小企業診断士等専門家 

 ウ．情報交換内容 
    小規模事業者・創業者の現状及び支援結果、課題、効果のあった支援方法について情報

交換する。 
 エ．効果 
    他支援機関と小規模事業者・創業者に対する支援方法の情報交換を行うことで、商工会

の支援方法の確認と修正を行うことができ、より良い伴走型支援を行うことができる。 
②商店街発展会についての情報交換 
 ア．情報交換時期 

事業計画進捗状況に合わせ、四半期ごとに１回開催し、最新の支援状況について情報交

換会を開催する。 
 イ．情報交換を行う支援機関 
    情報交換を行う支援機関は以下のとおり 

支援機関名 備考 
独立行政法人 
中小企業基盤整備機構 中心市街地サポートマネージャー  

ＮＰＯ法人 
まちづくりかりや 主任研究員 

ウ．情報交換内容 
     知立市駅前商店街の現状、商工会を含めた各種団体が実施した商店街活性化の支援結果、

課題、今後の支援方法等について情報交換する。 
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 エ．効果 
    他支援機関と商店街活性化に対する支援方法の情報交換を行うことで、商店街に対する

商工会のあり方と支援方法の確認及び修正を行うことができ、商店街に対しより良い支援

を行うことができる。 
③金融支援についての情報交換 
 ア．情報交換時期 
    事業計画進捗状況に合わせ四半期ごとに１回開催し、最新の支援状況について情報交換

会を開催する。 
 イ．情報交換を行う金融機関 
   情報交換を行う金融機関は以下のとおり 

支援機関名 備考 
碧海信用金庫 
知立市支店 担当職員 

日本政策金融公庫 

岡崎支店 担当職員 

ウ．情報交換内容 
    商工会及び各金融機関が実施した金融支援実績・審査基準・課題について情報交換する。

 エ．効果 
    他支援機関と金融支援の情報交換を行うことで、金融機関の審査方法を学べる他、小規

模事業者からの金融支援要請があった場合に、様々な助言を行うことができる。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状の課題 

  ①専門的な経営支援能力の要求 

    これまでの経営支援は税務・金融・労働等基礎的な経営支援知識・能力が要求されていたが、

今後は事業計画策定や販路開拓など専門的な経営支援知識・能力が求められる。 

  ②経営支援知識・能力レベルのばらつき 

    担当業務・職種・経験により経営支援知識・能力は個人によって差異があり、相談内容によ

っては、小規模事業者からの相談に対応できない場合がある。 

  ③経営支援知識の共有不足 

    経営指導員が研修に出席しても、どのような研修を受講したか発表する場所がなく、重要な

施策の概要を職員間で共有する仕組みが構築されていない。 

（２）目的 

    専門的な経営支援知識を職員間で共有し、小規模事業者へ統一的支援を実施することを目的

とする。 

（３）実施内容（改善方法） 

  ①研修会の積極的参加 

    今後の小規模事業者支援には事業計画・販路開拓の専門的な知識・能力が要求されるのは勿

論のこと、従来の税務・金融・労務等の基礎的な経営支援知識・能力は必須となる為、全職員、

研修会へ積極的に参加する。 
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   ア．経営指導員 

   （ア）基礎的な経営支援知識・能力の習得を図る為、下記研修会に参加する。 

研修名 実施主体 詳細 

経営指導員等応用研修会 

愛知県商工会連合会

年度１回経営指導員受講義務あり 

基礎的知識習得の為の研修会 

中堅職員研修会 
30～40 代前半職員対象 

中堅職員の基礎能力習得の為の研修会 

経営支援事例発表大会 
各商工会経営指導員が実施した経営支援

の事例を発表 

経営指導員等 WEB 研修 全国商工会連合会 ホームページ上で基礎的知識を習得する 

    （イ）専門的な経営支援知識・能力の習得を図る為、下記研修会に参加する。 

研修名 実施主体 詳細 

中小企業大学校 

中小企業支援担当者等研修 

中小企業 

基盤整備機構 

中小企業支援機関担当者向け研修 

各種専門コースあり 

    イ．補助員等 

研修名 実施主体 詳細 

中堅職員研修会 

愛知県商工会連合会

30～40 代前半職員対象 

中堅職員の基礎能力習得の為の研修会 

経営支援事例発表大会 
各商工会経営指導員が実施した経営支援

の事例を発表 

経営指導員等 WEB 研修 全国商工会連合会 ホームページ上で基礎的知識を習得する 

   研修会受講後、研修内容の要点を記載した復命書を作成し、商工会内で情報共有を図る。 

  ②実務による知識・能力習得（ＯＪＴ） 

   研修受講で足りない支援知識・能力については、下記手法で習得していく 

ア．経営指導員とのＯＪＴ 

経営指導員を筆頭にチームを編成、巡回訪問・窓口相談時において指導・助言、情報収

集方法を学び小規模事業者に対する支援知識・能力を向上させる。 

イ．経営指導員不在時の対応 

経営指導員不在時に小規模事業者からの案件を自ら解決できない場合は、案件を聞いた

職員がその問題点を明確化し、後日経営指導員に伝える。経営指導員は解決方法を伝える

他、その案件を解決するのに不足している知識、その知識を習得する方法も伝える。 

  ③勉強会の開催 

    週１回１時間程度、上記２点を補完することを目的とした職員全員での勉強会を実施する。

新施策の概要・制度改正等最新情報の説明する場や業務中疑問に思ったことを解決する場とし、

職員の資質向上を図ると共に、小規模事業者支援知識・能力の均一化を図る。 

（４）効果 

     全職員の経営支援知識・能力向上を図ることで、商工会全体の経営支援の底上げに繋がり、

伴走型支援が可能となる。 
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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 

（１）現状の課題 

知立市商工会における事業評価は、巡回・窓口相談において、会員より商工会事業のアンケ

ート調査を実施している。そのアンケート調査結果は商工会の実績報告書と併せて愛知県へ報

告し、愛知県はホームページ上で各商工会の事業評価を公表している。しかしこの方策は、事

業評価の公表のみであり、商工会内部でその結果を基に事業の見直しを検討するところまでに

は至っていない。 

（２）目的 

    現状の商工会の事業アンケートは継続しつつ、その調査結果を基に経営発達支援事業の評

価・見直し・公表を実施し、経営発達支援事業をより良いものとする。 

（３）実施内容（改善方法） 

①実行計画書作成及び事業の実施 

作成した経営発達支援計画に基づき、年度当初に１年間の具体的な実施項目・事業時期を設

定した実行計画書を作成し、経営発達支援事業を実施する。 

②事業評価アンケートの実施 

年度末に小規模事業者・駅前事業者・商店街発展会関係者に対し、商工会が実施した経営発

達支援事業の評価アンケートを実施する。評価項目は以下のとおり。 

評価項目 質問事項 

経済動向調査分析結果 「理解度」「活用度」「今後の調査として盛り込むべき項目」

経営状況分析結果 「理解度」「活用度」「今後の調査として盛り込むべき項目」

事業計画策定支援 「満足度」「理解度」「今後の事業計画策定実施の有無」 

事業計画策定後の実施支援 「満足度」「来客数・売上高の増減」「その他支援策」 

需要動向調査分析結果 「理解度」「活用度」「今後の調査として盛り込むべき項目」

販路開拓支援 「満足度」「来客数・売上高の増減」「その他販路開拓支援策」

アンケート調査については集計・分析・数値・グラフ化する他、商工会の実績も併せ、評価

の参考資料とする。 

③外部有識者会議（知立市中小企業振興会議）での評価・見直し 

上記集計結果は、年１回、中小企業者・学識経験者・公募市民から構成され、中小企業振興

施策の調査研究を行う知立市中小企業振興会議に提出し、評価・見直しの方針を決定する。 

なお知立市中小企業振興会議構成委員は以下のとおり。 

知立市中小企業振興会議構成委員名簿               （平成２７年４月１日現在）

役職名 氏名 所属団体名等 構成区分 

会 長 新美 文二 知立市商工会 会長 中小企業者 

副会長 磯村 洋子 知立市商工会 中小企業者 

委 員 岡  義夫 知立市商工会 副会長 中小企業者 

〃 角田 龍厚 知立青年会議所 中小企業者 

〃 近藤 鈴俊 知立市商工会 事務局長 中小企業に関する団体の役職員 

〃 草野 昭一 愛知県立大学 教授 学識経験者 

〃 清水 孝一  公募市民 

〃 山下 秀雄 愛知県西三河県民事務所産業労働課長 関係行政機関の職員 
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〃 石井 宏幸  その他市長が必要と認める者 

〃 山本 敏雄 知立金融協会 会長 その他市長が必要と認める者 

事務局 山口 義勝 知立市民部長  

〃 早川  晋 知立市経済課長  

〃 清水 美鈴 知立市経済課課長補佐兼商工観光係長  

〃 牧原 和義 知立市経済課 商工観光係 主査  

〃 落合 翔太 知立市経済課 商工観光係 主事  

〃 神谷 泰光 知立市経済課 商工観光係 主事  

〃 安藤 千夏 知立市経済課 商工観光係 主事補  

④商工会理事会での報告・承認 

     知立市中小企業振興会議での事業の成果・評価・見直しの結果は、商工会理事会において報

告・承認を得る。 

⑤結果の公表 

事業の成果、評価、見直しの結果については、中部経済産業局へ報告する他、商工会ホーム

ページ（http://chirifu.jp/）で計画期間中公表する。 

（４）効果 

外部有識者会議で評価・見直し、外部に公表することで有効性が分かると共に、評価・見直

しに基づき計画を変更することで、経営発達支援事業が知立市の小規模事業者に有益なものと

なる。 
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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２７年６月現在）

（１）組織体制 

  ①組織図 

 

②事務局体制 

   事 務 局 長 １名  経営指導員 ３名   補 助 員 ２名 

   記帳指導職員 ２名  一 般 職 員 ３名 

（２）連絡先 

知立市商工会  愛知県知立市鳥居一丁目１５番地１ 

           TEL：0566-81-0904 FAX：0566-81-0902 

           ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：chirifu@katch.ne.jp 

           ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://chirifu.jp/ 

 

総 代 会 

小規模事業者経営 
改善資金審査会 

理事会 

監  事 会 長 

副 会 長 

理 事 

工業部会 商業部会 青年部 

女性部 売出し委員会 

事務局 

会 員 

地 域 
振 興 
委員会 

組 織 
検 討 
委員会 

経 営

育 成

委員会

会 員 
増 強 
委員会 
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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） 

 ２８年度 

(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 64,947 65,947 65,947 65,947 65,947

 

１.小規模事業 

経営支援事業費 

(1)人件費 

(2)旅費 

(3)講習会開催費 

(4)会議費 

(5)事務費 

２.商工業関係事業費 

３.商店街活性化促進 

  事業費 

４.商業振興費 

５.工業振興費 

６.金融対策費 

７.税務対策費 

 

 

49,000 

300 

500 

2,300 

5,500 

800 

 

2,600 

1,500 

1,100 

1,147 

200 

50,000

300

500

2,300

5,500

800

2,600

1,500

1,100

1,147

200

50,000

300

500

2,300

5,500

800

2,600

1,500

1,100

1,147

200

 

 

50,000 

300 

500 

2,300 

5,500 

800 

 

2,600 

1,500 

1,100 

1,147 

200 

50,000

300

500

2,300

5,500

800

2,600

1,500

1,100

1,147

200

（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 会費 

２ 小規模事業経営支援事業費補助金 

３ 市補助金 

４ 特別賦課金 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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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 

〇助成金 

・創業者に対しての家賃補助（家賃の１／２以内 上限３５，０００円／月額 １年間） 

〇金融支援 

・創業に必要な資金の支援 

・設備・運転投資、新事業展開等事業遂行に必要な資金の支援 

・小規模事業者経営改善資金利子補給事業 

〇専門家による指導 

・創業及び事業計画書記述に対する指導・助言 

・経営課題解決に対する指導・助言 

・販路開拓手法に対する指導・助言 

・事業承継に対する指導・助言 

・各種施策利用に対する指導・助言 

・知立駅前活性化に対する指導・助言 

連携者及びその役割 

 

連携先 住所及び代表者名 連携する内容 

知立市 
知立市広見 3丁目 1番地 

市長：林 郁夫 

・創業支援及び創業家賃補助支援 

・支援ノウハウに対する情報交換 

愛知県商工会連合会 
名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38 

会長：森田 哲夫 

・専門家派遣それに伴う指導・助言 

・各種施策利用手続きに対する指導・助言 

・支援ノウハウに対する情報交換 

あいち産業振興機構 
名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38 

理事長：森 鋭一 

・専門家派遣それに伴う指導・助言 

・各種施策利用手続きに対する指導・助言 

・支援ノウハウに対する情報交換 

愛知県よろず支援拠点 
名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38 

コーディネーター：多和田 悦嗣 

・専門家派遣それに伴う指導・助言 

・各種施策利用手続きに対する指導・助言 

・支援ノウハウに対する情報交換 

中小企業基盤整備機構中部 

名古屋市中区錦 2-2-13  

名古屋ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 4 階 

本部長：花沢 文雄 

・専門家派遣それに伴う指導・助言 

・各種施策利用手続きに対する指導・助言 

・支援ノウハウに対する情報交換 

ＮＰＯ法人まちづくりかりや 
刈谷市桜町 5-6 小松家ビル 203

理事長：杉浦 幸夫 

・商店街に対する専門家派遣それに伴う 

指導・助言 

・支援ノウハウに対する情報交換 

愛知県行政書士会 

碧海支部 

安城市花ノ木町 15-14 

支部長：甲原 寛士 

・創業支援 

・支援ノウハウに対する情報交換 

東海税理士会刈谷支部 

安城市御幸本町 15 番 1 号 

碧海信用金庫本部 3階 

支部長：大見 孝 

・創業支援 

・支援ノウハウに対する情報交換 

愛知県社会保険労務士会

三河西支部 

西尾市寄住町柴草 16-2 

支部長：坂田 陽信 

・創業支援 

・支援ノウハウに対する情報交換 

碧海信用金庫 知立支店
知立市新地町東新地 56 番地 

支店長／山本 敏雄 

・創業支援及び創業資金支援 

・支援ノウハウに対する情報交換 

日本政策金融公庫 

岡崎支店 

岡崎市唐沢町 1-4-2 

朝日生命岡崎ビル 

支店長／大泉 正 

・創業・事業資金支援 

・支援ノウハウに対する情報交換 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援 

相談 

連携 

支 援

 
 
 
 
小規模事業者 
知立駅前立退き事業者 
商店街発展会関係者 
創業者 
 
 
 
 

・知立市 
・愛知県商工会連合会 
・あいち産業振興機構 
・愛知県よろず支援拠点 
・中小企業基盤整備機構 
・ＮＰＯ法人まちづくりかりや

・愛知県行政書士会碧海支部

・東海税理士会刈谷支部 
・愛知県社会保険労務士会 
 三河西支部 
・碧海信用金庫知立支店 
・日本政策金融公庫岡崎支店

 
 
知立市商工会
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