
 

 

 

経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 一色町商工会（法人番号 ３１８０３０５００７２４９） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

①連携の強化による６次産業・農商工連携・創業の積極的な支援 
  １次産業が盛んな当地区では、６次産業や農商工連携といった礎は出来ており、こ

れらの推進のため積極的な支援を実施する。 

②地域資源の更なるブランド力の向上による外需の拡大 

 豊富な地域資源を活用し、観光面と地域産業を活性化させ、地区外からの需要拡大

を目指し支援を実施していく。 

③創業・事業承継の支援 

 小規模事業者の減少に歯止めを掛けるため、当地区における創業者の支援及び事業

承継支援を実施していく。 

事業内容 

Ⅰ 経営発達支援計画の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

・愛知県内、西三河地域の経済動向を地区内小規模事業者に周知し、小規模事

業者の今後の事業活動に有益となる情報提供に努め、小規模事業者の経営活

動に活かす。 

・行政合併により当地区に特化した経済動向指標がないため、年 1回一色地区

景況調査を実施し、小規模事業者の経営活動に活かす。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

・小規模事業者の経営分析を行い、数値にて自社の課題を的確に把握させる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・セミナー等の集団指導を用い事業計画策定の重要性を個々に認識させるた

め、事業計画策定セミナー、農商工連携、6 次産業セミナー、事業承継計画

策定セミナー、創業支援セミナーを開催。セミナー参加者にはその後、巡回

窓口指導等により個別に経営計画策定支援を実施することにより、小規模事

業者の持続的発展に繋げる。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針③】 

・事業計画策定者に対し、事業計画が計画どおり遂行できるよう全職員体制で

フォローアップを実施していく。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

・支援対象事業者に対し、自社の商品やサービス・品揃えや取扱い商品に対す

る需要動向調査を実施。地域の消費者ニーズを把握し事業計画策定や販路開

拓、新商品開発に活かす。 

・物産展に出展した事業者の出品商品について消費者にアンケートを実施、そ

の結果を事業者にフィードバックし、新商品開発に活かす。 

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】 

・小規模事業者のホームページの活用支援を行うことにより、販路開拓に繋げ

る。 

・物産展や展示会への出展を積極的に進め、新たな需要開拓や販路拡大に繋げ

る。 

連絡先 一色町商工会 TEL：0563-72-8276 FAX：0563-73-6633 
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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 

【当地区の概要】 
・地区内人口   23,526人（西尾市の総人口 171,546人） 

        （西尾市全体の 13.7％） 

・地区内世帯数  7,749 世帯（西尾市の総世帯数 62,670世帯） 

        （西尾市全体の 12.3％） 

・地区面積    22.19 ㎢（西尾市の面積 161.2 ㎢） 

        （西尾市全体の 13.7％） 

                           （平成 29年 4月 1日 現在） 

                           
 当地区（旧一色町）は、平成２３年４月１日に

行政合併により、西尾市に編入された。旧幡豆郡

三町（一色町（当地区）・吉良町・幡豆町）が西尾

市に編入され、西尾市には現在、西尾商工会議所、

西尾みなみ商工会、一色町商工会（以下、当会）

の３つの団体が併存し、当地区となる一色町は人

口、世帯数、面積において西尾市全域の１３％程

度を占める。地域ごとに産業にも特徴があり、当

地区は矢作川三角州先端部の干拓地上にあるた

め、地区全体が低平地で三河湾に面しているとい

う土地柄、1次産業が盛んな地域となっている。特

にうなぎの養殖（養鰻）とカーネーションの栽培

については、日本有数の生産量を誇っている。ま

た、三河湾沿岸という海沿いの立地からあさりの

採貝が盛んに行われ、当地区を含めた三河湾のあ

さりの漁獲量は平成１６年から１０年連続で全国

1位である。その他、西三河地方の中心漁港である一色漁港を有し、さまざまな魚貝類が水揚げ

され、漁業も県内でも有数の盛んな地区である。 

 一方、商工業に目を移すと工業については、自動車産業が集積している西三河地域を背景に自

動車関連産業の輸送用機器、金属製品、一般機械産業が多い。また、えびせんべい、漁網などの

地場産業も当地区には集積している。しかし、住工混在の立地環境下、小規模な経営を強いられ

ている事業者が多いのが実情である。 

 商業は、商店の集積度が高い銀座通り商店街が存在するが、大型小売店やコンビニエンススト

アの進出により、廃業が増加し、住宅となっている店舗も多い。当地区の商業は、過去の養鰻業

や漁業の繁栄に支えられ、他の地域より人口あたりの小規模事業者数が多いのが特徴であった

が、昔ほど養鰻業や漁業に勢いがない現在、商業者数は大幅に減少している。 

 観光については、にほんの１００選（平成２０年度：朝日新聞社主催）にも選ばれた佐久島が

あり、アートの島として全国からも注目を浴び、ここ数年毎年観光客が増加している。渡船場の

近くには一色さかな広場や三河一色さかな村があり、三河湾で水揚げされる新鮮な魚介類が直売

されていることから、多くの観光客、買い物客が来場する。また、８月２６日・２７日には長さ

６ｍ～１０ｍの大きな提灯が１２張掲揚される大提灯まつりが開催される。 

 交通インフラ面が弱く、道路においては国道２３号線や国道１号線に１本で通ずる道路がな

名 古 屋
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豊 橋

 

西 尾

 

当地区：西尾市一色町（離島は佐久島） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E4%BD%9C%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E4%BD%9C%E5%B7%9D


- 2 - 
 

く、車での訪問者に非常に分かりづらいとよく言われる。また、公共交通機関においても吉良吉

田（西尾市吉良町）～碧南（碧南市）を結んでいた名古屋鉄道三河線があり、当地区には、松木

島駅、三河一色駅、西一色駅と３つの駅が存在したが、平成１６年３月末日で廃線となり、現在

は廃線となった路線に代替バスである「ふれんどバス」が運行されているが、観光名所を回るこ

とはなく、主に学生の足としての路線となっている。西尾駅から運行される名鉄東部バスは午後

７時台で運行終了となり、鉄道のない地区となった現在は「陸の孤島」とも言われ地区の衰退が

心配されている。 

 

【当地区の主要産業とその課題】 

 

 上記の「西尾市（当地）の主な地域資源」をみると鉱工業品もいくつかあるが、衰退傾向の繊

維関連業が多く、産業と呼べる集積を成しているのは「えびせんべい」事業者のみである。一方、

農林水産畜産物に目を移すと「うなぎ」・「カーネーション」・「あさり」など日本有数の生産量を

誇るものが並ぶ。当地区における主要な産業の現状について以下のとおりである。 

 

○養鰻（一色うなぎ漁業協同組合より） 

 経営体数（人） うなぎ生産量（t） 

平成 16年 117 5,560 

平成 28年 98 3,700 

 当地区の一色産うなぎは地域ブランドとしても有名であるが養鰻業者数は減少し、それととも

に生産量も減少している。これは、しらす（うなぎの稚魚）の漁獲量の減少に伴う価格の上昇が

大きな要因の一つとなっている。20年程前までは、しらすの価格は高くても 70～80万円／㎏で

あったものが、近年は最高値で約 300 万円／㎏にもなり、養鰻池にしらすを入れることの出来な

い業者も出てきている。その年のしらすの購入を見送り、翌年に価格が落ちつけばしらすを購入

する業者もいるが、ニホンウナギが絶滅危惧種に指定されたことにより近年は高止まり状態で廃

業する事業所も多い。養鰻業は、初期投資でしらすを買入れ、成長し出荷することにより初期投

資の回収となるが、ここまで価格が高騰すると回収に至らない事業者もあり、廃業した養鰻池の

有効活用も当地区の課題の一つとなっている。 

 

○カーネーション（愛知県花き生産実態調査引用） 

 出荷量（単位：1,000 本） 

平成 16年 38,460 

平成 23年 30,340 

 当地区は矢作川が運んできた砂の多い土地で水はけがよく，また，比較的雨が少なく，冬も温

暖なのでカーネーション作りに適しており、全国でも有数の生産地となっている。昭和 50 年代

には施設・設備の増設や新しい栽培技術の導入などにより，急速に発展した。特に，カーネーシ

ョンは花茎が細く弱いために高品質の収穫が得にくいという問題点があったが、漁網を特別に作

り替えた「フラワーネット」が考案され，問題点が解決し生産量が増えた。しかし、近年は外国

産の輸入ものにシェアを奪われているとともに、農業全体の課題である後継者不足や TPP、気候

西尾市（当地区）の主な地域資源 

鉱工業品又は鉱工業品の

生産にかかる技術 

三河一色えびせんべい、三河の反毛、和紡績糸、三河の綿スフ織

物、三河のロープ・網、三河仏壇、鋳物 

農林水産畜産物 うなぎ、カーネーション、あさり、のり、ニギス 

観光資源 佐久島、三河一色大提灯まつり 
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変動、消費の低迷などにより出荷量の減少が続いている。 

 

○アサリ 

 愛知県のアサリ漁獲量は約 1万 7千トン（平成 23年）で、三河湾に接する当地区においても

主要産業の柱の一つである。下図を参照すると、海の埋立や環境悪化などにより、アサリは日本

中で段々獲れなくなってきている。その中で、愛知県だけは昔と変わらぬ漁獲量を維持し、今や

国産アサリの 6割近くが愛知産となっている。当地区においても数か所の干潟があり、高い水準

で推移してきたが、平成 27 年度にはアサリの不漁から潮干狩りが中止となる干潟が発生し、統

計的なデータはないが当地区の漁師に話を聞くと例年と比べ 50％～70％しか漁獲できていない

とのことであった。平成 28年度・平成 29年度については回復どころかさらに減少しているとの

意見が多く、平成 29年の潮干狩りシーズンには地区内全ての干潟において潮干狩り場が中止と

なり、非常に深刻な状況であり漁獲量の確保が課題である。 

（愛知県農林水産部水産課ホームページより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○えびせんべい 

  三河一色えびせんべい工業組合員数推移 

 昭和 51年 昭和 60年 平成 11年 平成 26年 

組合員数 71 58 52 36 

 当地区の地場産業であるえびせんべい製造販売業者は、市内の業者が集まり三河一色えびせん

べい工業組合（任意団体）を組織しているが、食品衛生事業の共同実施のために作られた組織の

ため、組合としての販売活動は行っていない。過去にはえびせんべいの原料となるアカシャエビ

が三河湾でよく取れ、食用としては小さすぎて使い道のないえびを、すり潰し澱粉と混ぜ合わせ

て焼き上げたことが当地区の「えびせんべい」の発祥と言われている。近年は事業者数が減少傾

向にありこれは、三河湾でえびが取れなくなったことに伴う原料不足のほかに、売上減少による

廃業及び後継者不足によるものである。当地区のえびせんべい業界は、家内的な事業所が多く地

場産業発展のための販売活動等に多くの労力を費やすことができないのが、現状であり当地区の
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えびせんべいを広く周知することが課題である。 

 

○観 光 

 観光の中心として離島の佐久島があり、ここ数年観光客は増加傾向にある。以前の渡船場は、

駐車場も完備されておらず、どの施設からも離れ孤立した感じがあったが、平成 22 年に渡船場

が一色さかな広場東に移転したことにより、佐久島に行った観光客が、一色さかな広場、三河一

色さかな村に寄っていくといった相乗効果が生まれている。西尾市長は平成 26 年に「西尾市の

観光元年」と公言したことから、観光名所としての佐久島や一色さかな広場の存在が重要となっ

ている。しかし、佐久島は飲食店件数の少なさから繁忙期に多くの観光客を受け入れる能力が低

く、飲食難民が発生するなどの課題がある。 

 

【当地区の小規模事業者の課題】 
 当地区は、矢作川や三河湾という自

然の恵みを生かし、1 次産業を中心に

発展してきた経緯がある。そして、先

の【当地区の主要産業と課題】で述べ

たように養鰻、カーネーション、あさ

り、えびせんべいは全国でも有数の出

荷を誇っているが、どの産業も要因は

様々であるが全体として事業者数や

出荷額等、減少傾向となっている。当

地区の小規模事業者は、これらの産業

の内需によって支えられてきた部分

が大きい。内需の支えにより人口に比

べ小規模事業者数が多いということ

が当地区の特徴の一つであるが、逆に主要産業が衰退すれば、当地区の小規模事業者は衰退して

いくということになる。小売業については、特にその傾向が強く、一色町商工会会員推移をみる

と小売業は大きく減少しており地場産業者の購買力によって支えられていたことが解る。また、

他地域と同様に当地区においても、人口減少は大きな問題であり平成 9 年には 25,000人弱であ

った人口が平成 26年 10月には 24,000人を割り東日本大震災以後、海沿いの当地区は新規居住

者が入ってきにくい状況が続いている。このような状況下、内需のみに頼ってきた当地区小規模

事業者は、新たな事業への取り組みや外部からの需要の取り込みが必要であり、重要な課題とな

っている。下記の一色町の企業数をみても、毎年商工業者数・小規模事業者数とも減少している

ことが見て取れるが、平成 24年には平成 18年と比べると商工業者数の減少数は 130企業、小規

模事業者数の減少数は 135 企業と減少している企業のほとんどが小規模事業者ということにな

る。また、商工会加入者の退会事由をみると高齢・後継者不足による廃業での退会者が 8割以上

を占め、小規模事業者数は年々減少傾向にあり、地域の活性化には新規創業者の増加も課題とな

っている。 

一色町の企業数 

 平成 13 年事業所 

企業統計調査数 

平成 18 年事業所 

企業統計調査数 

平成 24 年経済センサス 

活動調査数 

商工業者数 1,141 1,065 935 

小規模事業者数 984 905 770 
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【中長期的な振興のあり方】 

 第７次西尾市総合計画において、西尾市の土地利用構想は下図のとおりとなっている。当地区の特

色を反映し、１次産業である農業ゾーンが多くの割合を占めている。それに加え、西尾市では地元農

畜産水産物の産直市場、飲食施設、観光案内施設及び６次産業化関連施設等を整備する「農業副都心

構想」を策定しており、１次産業や地域資源が豊富な当地区の小規模事業者は、１次産業や地域資源

をうまく活用し、融和を図った事業展開が必要であり、商工会ではこういった取り組みを行う小規模

事業者を積極的に支援していくこととする。 
 また、当地区は多くの地域資源を有するが、全国的な知名度では、「一色産うなぎ」の次に続くも

のがない。地区内の人口は減少傾向にあり、商圏を地区内のみで考えていては縮小傾向のままである。

そこで、商工会として地域資源のブランド化による知名力の向上を図り、外部からの観光客等を積極

的に取り込み地域の活性化、小規模事業者の活力向上を進めていく。 
 一方、前述したとおり１次産業も様々な要因により、今後の飛躍的な発展は望めない状況のなか、

いつまでも１次産業のみを頼った街づくりでは、１次産業の衰退とともに街自体も衰退していくこと

が予想される。１次産業に頼った産業構造を変えていくためには、当地区での商工業者の創業支援や

事業の継続を促すための事業承継支援が極めて重要になってくると考えられるため、これらの支援も

積極的に実施していくことにより、地域経済の発展と小規模事業者数の減少に歯止めを掛ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一色町商工会地

 

農業副都心構想計画
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【目 標】 
 以上、地域や小規模事業者の課題を踏まえ当会の経営発達支援計画の目標を以下のとおり設定

し小規模事業者の持続的発展と継続した利益計上のもと地域経済の活性化が図れるよう本事業

を実施していく。 

①連携の強化による６次産業・農商工連携の積極的な支援 

 １次産業が盛んな当地区では、６次産業や農商工連携といった礎は出来ており、これらの推進

のため積極的な支援を実施、新たな産業の創出により、商工業者の減少に歯止めを掛ける。 

②地域資源の更なるブランド力の向上による外需の拡大 

 豊富な地域資源を活用し、観光面や地域産業を活性化させ、地区外からの需要拡大を目指し支

援を実施していく。 

③創業・事業承継の支援 

 目標①で１次産業との協力を目指していくと同時に、１次産業のみに頼った産業構造は 1 次産

業の業況に地域経済が大きく影響されることとなる。このような影響を軽減させるため、創業支

援を実施し、新たな産業の創出を目指す。また、地区内の既存企業に対し、円滑な事業承継が行

われるように支援を行い、事業承継時に相続等の問題が事業に影響を及ぼすことを最小限に止

め、後継者が十分に経営力を発揮できるような環境を整えることにより、地域の活性化を進める。 

 

【実施方針】 
目標① 

 １次産業が盛んな当地区だが、それぞれの産業間での連携が希薄であったため１次産業者の情

報が当会では収集できずにきた。幸いなことに当地区では、それぞれの１次産業者の中核的な組

織となる各組合が存在する。漁業には西三河漁業協同組合・衣崎漁協協同組合、農業には西三河

農業協同組合、養鰻業には一色うなぎ漁業協同組合がそれらの役割を担う組織として存在するた

め、これらの組織と協力体制を確立し、６次産業や農商工連携を推進していく。1次産業者と小

規模事業者の連携を支援することにより、新たな商品やサービスを生み出す機会が拡大される。

１次産業者と商工業者がお互いに力を合わせ、地域の衰退にも歯止めが掛かることが期待でき

る。 

 

目標② 

 今回実施する本事業においては、数多くの地域資源のなかから観光面と地場産業振興の二つの

点に重点を置き実施していく。観光面においては、当地区の観光資源である佐久島と一色さなか

広場・三河一色さかな村を中心に支援を行っていく。三河湾内で最も大きく黒真珠の島・アート

の島として有名な佐久島と三河湾の新鮮な海の幸を提供する一色さかな広場・三河一色さかな村

を観光スポットとしての知名度向上を図るため、観光客にアンケート等を行いその結果をフィー

ドバックすることにより、観光客数の増加を目指し、外部需要の新たな獲得を図る。 

 また、地場産業振興においては当地区の基幹産業であるえびせんべい業者を中心に事業を実施

していく。当地区のえびせんべいは、100年以上の歴史があり事業者も数多く集積している。し

かし、小規模で家内的な事業者が多いことから西三河区地域外では知名度が低く、全国的にはあ

まり知られていない。このえびせんべいの知名度を上げブランド力を向上させるため、当地区の

三河一色えびせんべい工業組合と協力し、「三河一色えびせんべい」の名で地域商標を取得し、

販路拡大を目指していく。 

 

目標③ 

 当地区では、商工業者の減少が止まらず、そのほとんどが小規模事業者である。廃業のほとん

どは事業主の高齢化によるものであり、後継者不足も深刻な問題である。そこで、２つのアプロ
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ーチから小規模事業者の減少率を鈍化させる。一つ目は、創業支援により新たな事業者の増加を

図ること。もう一つは、事業承継支援によって、後継者がいないことによる廃業者を少なくする

ことである。創業者支援においては、平成 25年に西尾市・西尾信用金庫・西尾商工会議所・西

尾みなみ商工会・一色町商工会の 5者にて産業振興連携協力に係る包括協定を締結（以下 5 者連

携）し、西尾市内の「商工業活性化」、「観光振興」、「創業・新産業創出」、「次世代人材育成」等

の事項について、5者が情報交換を行い、協働して事業を推進することで、地域の需要・雇用の

創出を伴う総合的な産業振興の実現を目指すために締結され、この連携を活用し創業支援を実施

していく。これらの取り組みにより地域経済の発展を図る。 

 

【一色町商工会経営発達支援計画イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※各業界団体とは当地区内における業種別等の団体であり、①いっしきスタンプ会、②一色衣料

品組合、③三河一色えびせんべい工業組合、④一色鉄工会、⑤西尾労働基準協会一色分会、⑥一

色菓子工業組合、⑦愛知県建設組合連合一色支部、⑧理容業生活衛生同業組合、⑨美容業生活衛

生同業組合、⑩西尾法人会一色支部、⑪一色青色申告会を示す。 

１次産業者 

農業・漁業・養鰻業 
協力 

小規模事業者（商工業者） 

 
 
 

各業界団体（※） 

２次産業者 

６次産業 

農商工連携 

 
  地区内の小規模事業者の持続的な発展による地域 

  の活性化と個店の売上・収益率の向上 

知名度向上 
 ・佐久島 

 ・一色さかな広場 

 ・一色さかな村 

 

地域ブランド化 

・三河一色えびせんべい 

（三河一色えびせんべい

工業組合と協力） 

地区外からの需

要の取込 

 
創業支援 

 
事業承継 

支援 

３次産業者 

目標① 地区内産業の強化 

目標② 外需の取込 

目標③ 
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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 30年 4月 1日～平成 35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） 

 現状、地域の経済動向調査については、平成 25 年度まで全国商工会連合会の実施する中小企

業景況調査に協力してきた。製造業 3 件、建設業 3 件、小売業 5 件、サービス業 4 件の合計 15

件について、継続的な調査を実施してきたが、全国統計の一部であり、当地区の経済動向調査に

はなっていない。調査結果については、巡回・窓口指導時に必要とする企業にのみ調査結果を提

供してきたが、巡回・窓口指導時のみでは、提供できる事業者数に限りがあり、地区内全域に周

知できていないことは課題である。また、支援を実施していくにあたって当地区の状況を的確に

把握していくことが必要であるが、西尾市に行政合併が行われた後は当地区に特化した動向は人

口動向しかなく、当地区内の経済動向調査も必要であると感じている。 

 

（改善方法） 

 愛知県・西三河地域・一色町地区内の調査結果を、地区内全域の小規模事業者に周知するため、

地方新聞紙（愛三時報・三河新報：西尾市内の情報を報道する日刊紙）に情報提供を行っていき、

地区内全域への周知を図る。また、当地区では各業界団体が整備されており、業界団体加盟者≠

商工会員ではないことから小規模事業者への周知が必要な場合には活用してきた経緯があり、今

回の経済動向調査の周知にも、これら各業界団体への情報提供を行い、周知を徹底していく。ま

た、巡回・窓口時には経営指導員に配布されているタブレットに調査結果を保存しておき、常に

活用できるように努めるとともに、毎月 1回発行している商工会広報にも掲載し、地区内全域へ

の周知を図る。 

各業界団体：①いっしきスタンプ会、②一色衣料品組合、③三河一色えびせんべい工業組合、④

一色鉄工会、⑤西尾労働基準協会一色分会、⑥一色菓子工業組合、⑦愛知県建設組合連合一色支

部、⑧理容業生活衛生同業組合、⑨美容業生活衛生同業組合、⑩西尾法人会一色支部、⑪一色青

色申告会 

 

（事業内容） 

（１）愛知県内、西三河地域経済動向提供事業（新規事業） 

 愛知県内、西三河地域の経済動向を地区内小規模事業者に周知するため、以下の調査資料を活

用し、小規模事業者の今後の事業活動に産業別の景況等の有益となる情報提供に努め、伴走型の

支援に活用していく。 

目 的 
愛知県内や西三河地域の、経済動向調査を提供することにより、地区内小規

模事業者の経営活動に活かす。 

提供する調査 

①あいちの景況調査（愛知県）、②中小企業景況調査報告書（愛知県商工会連

合会）、③愛知管内景況調査結果（日本政策金融公庫）、④中小企業景気動向

レポート（西尾信用金庫：本部 西尾市）※①～③は愛知県内の動向、④は

西三河地域の動向 
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情報収集する

項目 

上記、提供する調査のなかから産業別業況、売上状況、採算性、資金繰り、

設備投資実施率等 

分析方法 経営指導員を中心とし、商工会職員全員で取り組み、取りまとめる。 

提供回数 年 2回 

提供方法 
①地方新聞紙、②業界団体から小規模事業者への周知、③巡回・窓口、④商

工会広報 

 

（２）一色地区景況調査（新規事業） 

 当地区の場合、行政合併により当地区に特化した経済動向指標がないため、一色地区景況調査

を実施する。 

目 的 
当地区の景気動向を把握し、それを提供することにより、地区内小規模事業者

の経営活動に活かす。 

調査方法・期

間・回数等 

・調査方法…巡回による聞き取りアンケート 

・調査期間…年 1回（毎年 4月 1日～3月 31日） 

・調査回数…年 1回 

・公表回数…年 1回 

対象者 

各業界団体 11 団体のなかから業種団体となる①いっしきスタンプ会、②一色

衣料品組合、③一色鉄工会、④一色菓子工業組合、⑤愛知県建設組合連合一色

支部、⑥理容業生活衛生同業組合、⑦美容業生活衛生同業組合の 7団体から各

3社（小規模事業者） 

その他、えびせんべい産業は地場産業であることから三河一色えびせんべい工

業組合から 5社にも調査を実施。各業界の動向も把握する。 

※事業期間である 5年間は同一事業所に調査依頼する。 

調査項目 
①売上状況、②仕入状況、③資金繰り状況、④利益状況、⑤設備投資状況、⑥

経営上の課題・問題点 

分析方法 
3段階増減計測による指数が 50％を上回っていれば上昇傾向、下回っていれば

下降傾向と判断 

提供方法 
①地方新聞紙、②業界団体から小規模事業者への周知、③巡回・窓口、④商工

会広報 

 

（目標） 

年 度 
29年度 

（現状） 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

愛知県内、西三河地域経済動向提供事業 

提供回数 
未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

一色地区景況調査 

調査回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

一色地区景況調査 

調査対象事業所 
未実施 26件 26件 26件 26件 26件 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
（現状と課題） 

 商工会の記帳機械化制度を利用している事業所については、経理や税務申告についての相談指

導時に科目ごとの構成比を示す分析程度に留まっている。また、マル経資金・経営革新計画・経

（計画期間） 
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営力向上計画・設備貸与資金を活用する事業については、付加価値額等の計算が必要となるため、

その都度経営分析を実施しているが、申請時のみで継続的な分析が出来ていない。税理士に税務

申告を依頼している事業者においては、税理士は決算書・確定申告書を作成するのが仕事との意

識が強く、せっかく経営分析がなされていても有効に活用している小規模事業者は驚くほど少な

い。 

 

（改善方法） 

 巡回・窓口指導時には経営分析の有用性を説き、分析結果から読み取れる現在の状況を説明し

ていくことから始める。小規模事業者の持続的発展には、自社の状況を継続的に分析していく必

要があり、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を用いて継続的な経

営状況の分析を行う。「経営自己診断システム」は、収益性・効率性・生産性・安全性・成長性

の５項目から分析がなされ、この分析結果から課題の抽出・対応、経営計画の策定等、有意義に

活用していく。経営分析には、定性的な側面からの分析も必要となることから、ＳＷＯＴ分析も

同時に行う。 

 また、経営分析を行っても、その数値から読み取れるものが理解できなければ経営分析を行っ

ても意味がないことから、「経営自己診断システム」で提供される診断結果より、数値の示す意

味を分かりやすく説明したシート等もプリントアウトし、商工会職員が小規模事業者に提供、自

社の置かれている状況を数値にて分かりやすく理解してもらえるように努める。 

  

（事業内容） 

・経営分析事業（新規事業） 

 事業計画の策定や事業承継計画・創業計画の策定には、事業所の強みや弱み、顧客ターゲット、

経営資源や財務内容を的確に把握する必要がある。巡回・窓口指導で指導したなかで経営力向上

に関心のある者や各業界団体の会議や事業協力の際に志の高い事業所内から対象となる小規模

事業者をピックアップする。ピックアップした小規模事業者には経営分析事業を勧奨、推進する。

経営分析の結果、抽出された課題に対し、商工会職員で対応しきれない場合は、愛知県商工会連

合会やよろず支援拠点（あいち産業振興機構）の専門家派遣制度を利用し、課題解決に導く手助

けを行い、伴走型の支援を実施していく。この際には商工会職員も同行し資質の向上に努め、今

後の指導にも繋げていく。 

 

目 的 
小規模事業者の経営分析を行い、数値にて自社の課題を的確に把握させること

により、持続的な発展に繋げる。 

対象者 

巡回・窓口指導で指導したなかで経営力向上に関心のある者や各業界団体の会

議や事業協力の際に経営意識の高い事業所内からピックアップした小規模事

業者 

分析項目 

[経営自己診断システムによるもの] 

①収益性 

 売上高総利益率、売上高営業利益率、総資本営業利益率 等 

②効率性 

 総資本回転率、売上債権回転日数 等 

③生産性 

 一人当り売上高、一人当り有形固定資産額、一人当り経常利益 

④安全性 

 自己資本比率、流動比率、借入金月商倍率、借入金依存度 等 

⑤成長性 
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 前年比増収率、総資本回転率増減、自己資本比率増減 等 

 

[ＳＷＯＴ分析によるもの] 

自社の強み、弱み、機会、脅威から内部環境として自社の資産（商品力・製品

力、人材、生産能力等）、外部環境として自社の業界動向、競合、顧客、市場

を分析 

提供方法 

「経営自己診断システム」を用いて提供される診断結果やＳＷＯＴ分析の結果

を商工会職員が取りまとめ、小規模事業者へ提供する。下図は、実際にシステ

ムを使った診断例。 

 

経営自己診断システムによる診断例 

 
（目標） 

年 度 
29年度 

（現状） 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析事業

者数 
未実施 15件 20件 25件 30件 40件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（現状と課題） 

 事業計画の策定にあたっては、事業者側からすると融資のため、補助金採択のためだけに策定

しているといった側面が強く、作成した事業計画が有効に活用されているかは疑問が残る。当会

においては、現状、事業計画策定の支援は対個別支援のみであり、特に小規模事業者持続化補助

金募集時には、相談案件が重なり事業計画の重要性について充分な指導が行えない場合もある。

また、人口や地区内小規模事業者の減少は、地域経済の衰退にも繋がり、創業・第二創業者に対

する支援も重要性が高く、企業を存続させていくためには、事業承継支援も必要性が高いが十分

な支援が出来ていない。さらに１次産業が盛んな地域であるが、１次産業者との連携が今までは

ほとんどなく、農商工連携や６次産業が進展する礎は存在するが、実際にそういった案件が出て

こない。 

 

（計画期間） 
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（改善方法） 

 巡回窓口指導の際には、事業所の持続的発展のためには、先を見据えた事業計画が重要である

ことを周知していく。そこで事業計画策定に係る各種セミナーの開催による集団指導を用い、

個々の意識を高めるとともに事業計画策定の重要性や手法を学習し、そこから個別支援へと繋げ

伴走型支援を実施していく。個別支援の際に商工会職員のみで対応できない場合は、専門家・関

係支援機関等と連携し、販路開拓・新事業展開・後継者育成・資金調達・創業等、事業の発展に

寄与できるよう一貫した取り組みを推進する。 

 また、事業計画の策定支援を実施するにあたり、関連支援組織等と連携をとり、効果的に実施

していく。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定セミナー（新規事業） 

 経営状況の分析に関すること【指針①】で経営分析事業を実施した事業者を中心に実施し、事

業計画策定の重要性を認識してもらうために、中小企業診断士等の専門家を講師として招き事業

計画策定セミナーを実施する。事業計画策定セミナーによって、事業計画策定のための手順や手

法を学び、実際に小規模事業者が自ら事業計画を策定できる力を身に付けさせる。その後、規模

や業種により事業計画策定のための知識等がそれぞれ異なることを鑑み、事業計画策定セミナー

参加者は、その年度の重点訪問先とし、巡回・窓口指導の際に重点的に訪問し、個々に事業計画

策定支援を行っていく。巡回窓口指導だけでは、十分な指導が行えないと判断した場合は、関連

支援機関の専門家派遣制度を利用し、事業計画がより精度の高いものとなるよう支援をしてい

く。事業計画の策定により、小規模事業者は、より先を見据えた事業展開が可能となり、持続的

な事業発展を目指し、個店の売上増加や収益率の向上に役立つ。 

 

（２）農商工連携、6次産業セミナー（新規事業） 

 地域内の産業である 1次産業を活用し小規模事業者が発展できるよう、農商工連携や 6次産業

化を促進するために、一色うなぎ漁業協同組合・西三河農業協同組合・西三河業協同組合・衣崎

漁業協同組合と協力し、農商工連携・6次産業セミナーを開催する。開催案内は、前述の協力団

体にも配布し、地区内の産業が総合的に発展できるよう 1 次産業者にも積極的に参加してもら

い、養鰻業者・農業者・漁業者・商工業者のベクトルを地域経済の活性化に統一していくように

図る。愛知県よろず支援拠点等の専門家を招き、実際の事例等を紹介してもらうことにより、農

商工連携・6次産業化に対する知識を高めてもらい実際に事業化するよう支援していく。また、

本事業のような地区内全産業を対象としたセミナー開催は当地区内では初めてのため、業種間を

超えた交流を目指す。この事業をきっかけとし、やる気のある事業所については事業計画策定に

つなげていく。 

 

（３）事業承継計画策定セミナー（新規事業） 

 小規模事業者の減少が著しい当地区にとっては、企業を継続して存続させるための支援は必要

不可欠である。国でも事業承継支援施策は中小企業・小規模企業施策のポイントとなる施策の一

つとして取り組んでいる。本セミナーでは、商工会青年部や各業界団体の若手経営者に加え、一

色うなぎ漁業協同組合・西三河農業協同組合・西三河業協同組合・衣崎漁業協同組合の若手にも

協力を依頼しセミナーを開催する。今後、５年間で団塊経営者が引退期を迎えると言われており、

若手経営者の育成のためのセミナーを実施し、優良企業が後継者難や相続などの問題により廃業

を選択することがないように支援を行い、当地区においての小規模事業者の減少率を鈍化させ

る。セミナー参加者については、自社の事業承継計画を策定するよう積極的に支援していく。 
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（４）創業支援事業（拡充実施） 

 西尾市、西尾信用金庫、西尾商工会議所、西尾みなみ商工会及び当会の 5 社は、平成 25 年 7

月 17 日に産業振興連携協力に係る包括協定を締結した。この協定は、総務省が経済産業省、金

融庁等と連携して策定した「地域の元気創造プラン」を受けた協定であり、西尾市内の「商工業

活性化」、「観光振興」、「創業・新産業創出」、「次世代人材育成」等の事項について、5者が情報

交換を行い、協働して事業を推進することで、地域の需要・雇用の創出を伴う総合的な産業振興

の実現を目指すために締結されたものである。この 5者連携事業のなかでも、創業事業について

は重要視されており、連携して創業セミナー、創業キホン塾を開催していく。この創業キホン塾

では、創業を現実として見据えている者については、ビジネスプラン（創業計画）の策定までを

行うが、セミナー終了後は当会が個別に支援し、創業計画を磨き上げ実際の創業へとつなげる。 

 

創業セミナー実施予定テーマ等 

 創業にあたり必要な知識の習得を目標として、テーマ及び講師を連携している５者機関や外部

専門家と検討、協議のうえ決定し、「創業セミナー」を年 2回開催する。 

回 数 内  容（予定） 参加人員 

第 1回 
創業前に考えるビジネスアイデアの実現方法 

講師：中小企業診断士 
30名 

第 2回 
創業のためのビジネスプランの立て方 

講師：中小企業診断士 
30名 

 

創業キホン塾実施予定テーマ等 

 創業にあたり必要な知識を一通り学べる創業塾「創業キホン塾」を実施する。この事業は原則

週 1回の全 4回を約 1ヶ月かけて継続的に実施。これを年間 2 回実施する。経営、財務、人材育

成、販路開拓等の知識を身に付けることができ、創業計画策定にあたり大変有意義であり、創業

後も役立つものと考える。 

第 1回 夢を実現させよう！創業は自己実現の最終形 

趣味や特技を活かす創業、社会人経験を活かす創業、思いついたアイディアを活かす創業。

いろいろな創業のカタチを紹介することで、創業を身近に感じてもらう。また、創業が持つ

メリットとリスクについても理解してもらう。 

習得する創業知識 経営全般（事業コンセプトの策定・目標の設定等） 

講師 中小企業診断士 

第 2回 創業にはビジネスプランがつきものだ 

創業をカタチにする第一歩は、ビジネスプランである。本格的にビジネスプランを策定する

前に、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識を習得し、いろいろな人の理解や意見を聞

くためのビジネスプラン概要版を作ってもらう。 

習得する創業知識 
会計財務・資金調達、マーケティング・販路開拓、人材育成・運営管理、

事業 PR 

講師 中小企業診断士、税理士、マーケティング専門家 

第 3回 ビジネスプランを発表しよう 

策定したビジネスプランを参加者の前で発表してもらう。また、お互いのビジネスプランに

ついて意見を交換する。 

習得する創業知識 プレゼンスキル、コミュニケーション 

講師 中小企業診断士、マーケティング専門家 

第 4回 先輩にホントのところを聞いてみよう 

先輩起業家（前年度受講者等）の話しを伺う。また、終了後は近隣の開業した飲食店で交流
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会・懇親会を開き現状を視察する。 

習得する創業知識 
会計財務・資金調達、マーケティング・販路開拓、人材育成・運営管理、

事業 PR 

講師 中小企業診断士他 

参加人員は、創業キホン塾 1コース（4回 1コース）あたり 20名 

創業セミナー、創業キホン塾とも参加人員は全体の数値 

 

（目標） 

年 度 
28年度 
（現状） 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定セミナー参加件数 

年 1回開催 
未実施 20件 20件 20件 20件 20件 

農商工連携、6次産業セミナー参加件数 

年 1回開催 
未実施 20件 20件 20件 20件 20件 

事業計画策定件数 

（農商工連携・6次産業を含む） 
3件 6件 6件 8件 10件 12件 

事業承継計画策定セミナー参加件数 

年 1回開催 
未実施 20件 20件 20件 20件 20件 

事業承継計画策定件数 未実施 2件 2件 2件 3件 3件 

創業セミナー参加者数（市内全体） 

年 2回開催 
29名 40名 40名 40名 40名 40名 

創業キホン塾参加者数（市内全体） 

4日間 1コースを 1回とし年 2回開催 
6名 15名 15名 20名 20名 20名 

創業計画策定件数（当地区のみ） 1件 2件 2件 2件 3件 3件 

創業セミナー、創業キホン塾とも参加者数は西尾市全体の数値 

※現状が 28 年度となっているのは、29年度数値が確定していないため 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針③】 
（現状と課題） 

 事業計画策定に関しては、事業者ごとに温度差があり、施策利用のためといった事業所におい

ては、見直しがなされていないのが現状である。商工会としても小規模事業者が事業計画を策定

したのち、事業者側からの要望があればフォローアップを実施していたが、全ての事業計画策定

者に対してのフォローアップは実施しておらず、十分ではない。 

 

（改善方法） 

 事業計画策定事業事業者については、経営指導員だけでなく全職員体制で事業所ごとに担当割

を決め、実施していく。また、事業者をフォローアップする職員が固定されると 1人の目線でし

かアドバイスがなされないため、考え方に偏りが生じる可能性がある。そこで、年度ごとに担当

職員を変更するなどの工夫を行い、事業計画に対しできるだけいろんな目線からのフォローアッ

プが可能な体制づくりを構築していく。また、フォローアップの過程でより高度かつ専門的な知

識が必要となる場合については、愛知県商工会連合会やよろず支援拠点（あいち産業振興機構）

の専門家派遣制度を利用し、事業計画を実施していく段階で資金援助が必要な場合については日

本政策金融公庫や地区内金融機関と連携し、事業者にとって一番適正と思われる制度を紹介・斡

旋し小規模事業者の資金援助を行い、事業計画が計画どおり遂行できるよう支援を行っていく。 

（計画期間） 
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（事業内容） 

（１）事業計画策定フォローアップ事業（新規事業） 

 前述、事業計画策定支援に関すること【指針②】において事業計画を策定した全事業者に対し

定期的に巡回訪問等により、聞き取り調査を行いフォローアップを進める。また、計画が順調に

推移していない場合や計画の見直しが必要な場合には、原因を究明し必要な指導・助言を行って

いく。その際に高度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した場合、愛知県商工会連合会・よろ

ず支援拠点・ミラサポ等課題に応じた専門家を活用した支援を行う。計画ごとのフォローアップ

は以下のとおり実施していく。 

①事業計画フォローアップ 

 小規模事業者の持続的発展には、将来を見据えた事業計画の策定は必要不可欠である。事業計

画の進捗状況のチェックや見直しの必要性を 3ヶ月に 1 度、全職員体制で巡回窓口指導により小

規模事業者に直接対面し状況の聞き取り、フォローアップを行っていく。小規模事業者に対する

フォローアップ状況を当会の職員全体会議において報告し、情報を共有するとともに他の職員の

アドバイスや考え方もフォローアップに活かしていく。また、事業計画を遂行していくにあたり、

資金が必要な場合は融資制度の斡旋を行い、専門家によるアドバイスが必要と判断した場合は、

積極的に専門家派遣制度を活用し、小規模事業者の事業計画が計画どおり遂行されるよう支援し

ていく。 

②事業承継計画フォローアップ 

 事業承継は、事前にしっかりとした計画を作成し、5年程かけてじっくりと実施していく必要

がある。取引先・業務の流れ等はもちろんだが、経営資源の把握や金融機関との付き合いなどを

改めて見直し、後継者に事業承継を進めていかなければならない。計画を作成した事業者に対し、

巡回窓口指導による訪問を実施、3ヶ月ごとに 1回、事業承継が計画どおり進んでいるかの確認

を行う。これらを確認により、事業承継計画が計画通り遂行されているかを確認、計画通り遂行

されていない場合は、見直しのアドバイスを行っていく。フォローアップをしていく段階におい

て、専門的なアドバイスが必要と判断した場合は、（公財）あいち産業振興機構を事務局とする

事業承継ネットワーク構築事業などを活用し、積極的な支援を実施していく。 

③創業計画フォローアップ 

 創業者は、実際に事業を創めてみないと分からない部分も多く、経営状況だけでなく資金繰り

や雇用などあらゆる面において、課題を抱えることが懸念される。そこで、3ヶ月に 1 度、巡回

窓口指導により対面し現状を聞き取り、計画の見直しが必要であれば計画の見直しについても積

極的に支援を行っていく。 

 

（目標） 

年 度 
28年度 

(現状) 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

 

事業計画フォローアップ延件数 

（農商工連携・6次産業含む） 

3ヶ月に 1度実施 

3件 24件 24件 32件 40件 48件 

事業承継計画フォローアップ延件数 

3ヶ月に 1度実施 
0件 8件 8件 8件 12件 12件 

創業計画フォローアップ延件数 

3ヶ月に 1度実施 
1件 8件 8件 8件 12件 12件 

※現状が 28 年度となっているのは、29年度数値が確定していないため 

 

（計画期間） 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
（現状と課題） 

 需要動向調査について、当会ではマーケットインの考え方の重要性は認識しつつも、事業者に

対し現状特別な取り組みは行ってこなかった。また、小規模事業者側においても、何の工夫もな

く下請け的な業務のみに従事したり、今までどおりの商品・品揃えで事業を継続している事業者

が多く見受けられ、需要や市場動向をリサーチすることはほとんどないのが現状である。「需要

動向調査」を実施し、その結果を活用し、販路開拓・商品開発支援に繋げる。 

 

（改善方法） 

 小規模事業者が事業計画策定を進めていくにあたり、新商品や新サービス、新たな品揃え等と

いった新たな取り組みを行う際に消費者ニーズや顧客ニーズにマッチしているかどうかを把握

するため、需要動向調査を行う。小規模事業者の多くは、自社の商品やサービス等に対し需要動

向調査を実施した経験がないことから、新商品や新サービス、新規取扱い商品等の動向について

の調査に対し、当会が積極的な支援を行うことにより、消費者のニーズを把握し、自社の新商品

開発や商品の品揃えに活用し、消費者ニーズに沿った店づくりに役立て、事業の継続的な発展に

活かしていく。 

 

（事業内容） 

（１）需要動向調査（新規事業） 

 事業計画を策定した事業者に対し、既存の商品・サービスや新商品・新サービスについて消費

者の需要動向アンケート調査を実施する。対象となる事業者には、巡回・窓口指導等を通じて、

アンケート調査票の作成から集計・分析に対する支援を行うことにより、消費者ニーズに沿った

新商品の開発や品揃え・店舗づくりに役立てる。 

 需要動向調査は、個社支援の対象となる事業者の事業計画内容から 1）新商品・新サービス

のある事業者と 2）既存商品・サービスを活用していく事業者との２種類に分け調査を実施す

る。支援対象となる事業者には商工まつりに出展してもらい、まつり会場に来場する住民を対象

に調査を実施し、自社商品・サービス等の見直しに役立てることができる。 

 

目的 
支援対象事業者が自社の新商品や新サービス、新たな取扱い商品や品

揃えについて消費者ニーズを把握するため 

支援対象事業者 事業計画を策定した事業者のうち、5 件～8件 

実施回数 年 1回 

アンケート調査実施方

法 

支援対象事業者のうち、商工まつり出展者については、まつり会場に

て一般消費者 30 名程度に対し聞き取り調査を行う。商工まつりに出

展できない事業者や商工まつりでの聞き取り調査がマッチしない業

種については、商工会女性部を中心に商品・サービスについて聞き取

り調査を実施する。 

サンプル数 一般消費者より 30名 

情報収集項目 

1）新商品・新サービスのある事業者 

①性別、②年齢、③価格、④内容量、⑤パッケージ、⑥味、⑦見た目、 

⑧商品に対する要望、⑨好みや嗜好、⑩消費者からの評価・改善点・

要望 等 

2）既存商品・サービスを活用する事業者 

①性別、②年齢、③価格、⑤購入商品に対する意見、⑥競合商品･サ

ービスとの比較、⑦あったらよい機能、⑧使いやすさ、⑨購入(利用)
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理由、⑩消費者からの評価・改善点・要望 

※項目については例示であり、それぞれの業種にあうよう調査票作成

時から支援を実施し、その商品やサービスにあわせ多少項目を変更す

る。 

活用方法 

需要動向調査の結果、商工会職員が情報収集項目について項目ごとに

取りまとめ、その結果を分析、必要な場合は専門家派遣制度を活用し、

専門的な意見を取り入れ、まとめたものを紙や電子データで個社支援

の対象となる事業者にフィードバックすることにより、商品・サービ

ス等のさらなるブラッシュアップや今後の商品、サービス、品揃え、

価格設定、店づくり等に役立てる。これらの取り組みにより、新たな

顧客の獲得、販路開拓につながるとともに事業計画の策定にも役立

つ。 

 

（２）物産展出品商品アンケート調査（新規事業） 

 当地区の主要産業であるえびせんべい製造業者については、西尾市や西尾市観光協会の依頼に

よって、物産展等に出展することがある。えびせんべい製造業者において当地区では小規模事業

者が多く、事業者が物産展に対して必要な人員を派遣出来ない場合は、可能な範囲内で商工会職

員が物産展に同行する。えびせんべい以外の商品についても新商品等が作成された段階で物産展

への出品を進めていく。その際、商工会職員が消費者ニーズを把握するため、出品商品に対する

率直な意見と商品に対する要望等についてアンケート調査を行い、その結果を出品事業所に対し

フィードバックを行い、消費者のニーズにあった新商品開発に活用していく。 

対象事業者 
物産展等に出品するえびせんべい事業者及び新商品を開発作成した

事業者 

アンケート実施物産展 東京都庁物産展、ニッポン全国物産展等 

サンプル数 物産展来場客に対し 1商品あたり 30件 

情報収集項目 
①性別、②年齢、③価格、④内容量、⑤パッケージ、⑥味、⑦見た目、 

⑧商品に対する要望、⑨希望する味等 

活用方法 

商工会職員が同行した物産展会場において、職員と事業者とが協力し

て出品商品に対するアンケート調査を実施する。その後、商工会が情

報収集項目を商品ごとに取りまとめ、紙ベースにて巡回窓口指導の際

に出品事業者に対し情報提供を行う。また、物産展出展へ意欲のある

事業者に対して情報収集項目の①～④をまとめた情報を提供や物産

展の現状などを伝えることにより出展事業者の増加を図る。 

 

（目標） 

年 度 
29年度 
（現状） 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

需要動向調査 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

需要動向調査個社支援数 未実施 5件 5件 8件 8件 8件 

物産展出品商品アンケート調

査個社支援数 
未実施 5件 5件 8件 8件 10件 

 

 

 

 

（計画期間） 
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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） 

 主な事業としては、当会が主催となる「商工まつり」、一色町の特産品をＰＲする三河一色み

なとまつりに小規模事業者に出展してもらい新たな需要の開拓を図っているが、地区外への取り

組みとなると西尾市観光協会からの依頼による出展のみで積極的な取り組みがなされていなか

った。小規模事業者にとって販路開拓は最大の経営課題であることから、常に新規需要開拓を念

頭におき事業に取り組んでいく。 

 

（改善方法） 

 新たな需要開拓に寄与する事業に積極的に取り組むため、ホームページの開設支援と物産展・

展示会への出展支援を推進していく。小規模事業者において当地区では、ホームページ開設事業

者が少ないため、ホームページの開設支援を実施していく。当地区では昔から地場産業（特に「う

なぎ」、「えびせんべい」）の景気が良いと地域の景気が良くなると言われている。西尾市では、

平成 26 年度を観光元年とし、観光事業に力を注いでおり、地域資源となっている「うなぎ」、「え

びせんべい」の販路開拓は重要な取り組みとなるため、この 2種の項目については特に販路拡大

に力を入れる。 

 

（事業内容） 

（１）ホームページ活用支援事業（拡充実施） 

 小規模事業者は経営資源や従業員の不足により販路開拓に取り組むことが難しい状況にある

ため、全国的な販売活動を促進させるツールとしてホームページを活用していく。ホームページ

の開設については、現状問合せがあれば支援するといった体制で実施してきたが、小規模事業者

の販路拡大を考えるとＩＴの活用によるホームページの開設は、事業を営んでいくうえで最低限

必要なツールの１つとなってきている。そこでホームページの開設については、無料で簡易にホ

ームページ作成が可能な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「Ｓ

ＨＩＦＴ」を用いての開設を推奨し、ホームページの開設とネット販売システムの構築を支援す

る。「ＳＨＩＦＴ」を使ったホームページ内においては、商品の売買も行うことができるため、

特徴的な商品を取り扱う事業者にとっては、商品の掲載のみでも十分効果があると考える。また、

高齢でＩＴの活用が得意ではない事業者においても商品情報登録を商工会が伴走支援すること

により、個店のＰＲとなり販売促進に繋がる。ホームページの開設は販路の開拓、顧客の増加、

信用力を増すだけでなく、ホームページ開設事業者の増加により、当地区の場所が多くの人の目

に留まることによって、地域の認知度の向上が期待できる。開設されたホームページについては、

できるだけ消費者に見てもらえるよう、商工会のホームページにリンクを貼り、店舗・工場等の

情報を掲載し、さらに地区内消費者にあまり知られていない新サービス内容、新商品、セールス

ポイントやＰＲコメント等の掲載を支援することで、新たな需要の開拓や売上増加に繋げてい

く。また、必要に応じて専門的な支援が必要な場合は、専門家派遣を実施する。 

 

（２）物産展等出展事業（拡充実施） 

 新たな需要開拓のため、物産展や展示会への出展を積極的に進めていく。出展する物産展等は

全国的に販路開拓を行うため関東圏物産展への出展、県内の販路開拓を拡大させるために愛知県

内物産展・アンテナショップへの出展、市内消費者等へのＰＲのための市内物産展への出展と物

産展等を 3区分し小規模事業者の形態にあわせ対応していく。物産展への参加は商談に結び付く

ことも多いことから、出展者に対しては FCP 商談会シート（事業者や商品のＰＲを 1枚にまとめ

たシート：下図参照）作成に対する支援を行い、バイヤーからの引き合いがあった場合は、すぐ

に FCP商談会シートを用い、自社の強みをＰＲできるように準備を促す。物産展・イベント・展
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示会への情報を必要とする事業者を中心に、愛知県商工会連合会や西尾市・西尾市観光協会等か

らの情報を提供し、積極的に物産展等への出展やアンテナショップへの出品を促すとともに、出

展に対する申請等の支援を行う。また、東京の中心部物産展では、ほとんどが公共交通機関によ

る来場者であるため、重量のあるものは売りにくいなど、物産展に併せ客層や売れ筋商品が異な

ることからそれらのアドバイスや店舗レイアウトについての助言も行う。それとともに職員同行

が可能な場合は積極的に同行し、５．需要動向調査に関すること【指針③】（２）で述べた物産

展出品商品アンケート調査を行い、消費者から商品に対するダイレクトな意見を聞き取り、それ

を小規模事業者にフィードバックするなどの支援も併せて行うとともに、既存の出展ノウハウの

提供を行うことにより、物産展等への出展者の増加も図る。当地区の地域資源であり、主要産業

でもあるえびせんべい製造販売業者を中心に小規模事業者の販路拡大を推奨する。 

 平成 26年 8 月より地域団体商標が改正され、商工会でも地域商標の取得が可能となった。養

鰻業・うなぎに関しては既に「一色産うなぎ」で地域商標を取得しブランド化に成功している。

えびせんべいにおいても、三河一色えびせんべい工業組合と協力し、「三河一色えびせんべい」

で地域商標の取得を支援し、ブランド化による販路拡大に目指す。これらの取り組みにより、マ

スメディアでの取り上げ数の増加による外部需要の取り組みに繋げ、新たな需要の獲得や販路拡

大に努める。 

 

 ホームページ開設前 ホームページ開設後 

ＥＣ 

・「ＳＨＩＦＴ」を用いたホームページ

開設支援 

・システム・操作説明支援 

・商品情報登録支援 

・商工会のホームページにリンク 

・ホームページ更新作業支援 

・店舗・工場等の情報を掲載支援 

・新サービス内容、新商品、セールス

ポイントやＰＲコメント等の掲載支援 

・専門家派遣支援 

 

 出展前支援 出展当日 出展後支援 

ＢtoＣ 

・出展時に使用するパン

フレット作成支援 

・会場内でのアンケート

実施様式作成支援 

・出展ブース設営、許認

可、食品表示等に対する

支援 

・パンフレットによる商

品説明に対する支援 

・アンケート調査支援 

・集計、分析支援 

・商品・サービスの改善

方法に対する支援 

・専門家派遣支援 

ＢtoＢ 

・FCP 商談シート作成支

援 

・バイヤーへの DM（招待

状）作成支援 

・FCP 商談シートによる

バイヤーへの商品、自社

PR支援 

・バイヤーへの事後 PR支

援 

・バイヤーからの引き合

いに対する事後支援 

・専門家派遣支援 

 

区分 出展予定物産展等 販売品目等 
期待される 

取引形態 

関東圏 

東京都庁物産展 えびせんべい・うなぎ・お茶 BtoC 

ニッポン全国物産展 注)1 えびせんべい・うなぎ BtoB、BtoC 

ニッポンセレクト 

（ネット販売） 

えびせんべい・のり BtoC 
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愛知県内 

ピピッと!あいち 

（アンテナショップ） 

えびせんべい・のり BtoC 

まるッと！あいち 注)2 

（アンテナショップ） 

えびせんべい・のり、お茶 BtoB、BtoC 

西尾市内 

にしお産業物産フェア 注)3 えびせんべい、市内の特産品、工

業用製品等 

BtoB、BtoC 

三河一色みなとまつり うなぎ・えびせんべい・あさり他 BtoC 

商工まつり 地区内小規模事業者 BtoC 

※参加物産展は予定。上記、出展物産展のほか展示会や商談会も含め照会があれば積極的に出展

していく。 

注)1 物産展事務局より、プレスリリース発送や東京・千葉・埼玉・神奈川の流通関係者に対し

招待状約 4000 通が発送されるため、バイヤーとのマッチングの場でもある。 

注)2 県営名古屋空港に開設されているアンテナショップ。利用者の多くがビジネスマンのた

め、ビジネスマッチングの要素も強い。 

注)3 産業展も実施、情報発信やビジネス交流の場でもあり販路拡大も主要な目的の一つであ

る。 

 

ＦＣＰ商談会シート 
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（目標） 

年 度 
28年度 

（現状） 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ホームページ開設個社支援

数 
1件 2件 3件 4件 5件 6件 

ホームページ開設支援者の

売上向上事業者数 
未調査 1件 1件 2件 2件 3件 

物産展等出展個社支援数 4件 5件 5件 8件 8件 10件 

物産展等での商談実施個社

支援数 
0件 1件 1件 2件 2件 2件 

物産展等に出展した事業者

のうち売上向上事業者数 
未調査 1件 2件 2件 3件 3件 

※物産展等には、展示会や商談会も含む。 

※現状が 28 年度となっているのは、29年度数値が確定していないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画期間） 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 一色町商工会は、従前より商工業団体と協力し、共同でセミナー事業を実施したり、情報収集

や意見交換を行ってきた。また、商工会主催の商工まつりの際にも商工業団体と連携し実施して

きた経緯がある。そのようななか、平成２３年４月に行政合併が行われ、産業に対する行政支援

や行政との関係性が薄れていることに危機感を感じ、一色うなぎ漁業協同組合・西三河漁業協同

組合・衣崎漁業協同組合・西三河農業協同組合一色中部支店・一色さかなセンター株式会社及び

一色町商工会の 6団体は、平成 25年 4月に「一色町産業連携まちおこし協議会」を設立、行政

に対する陳情や産業振興に係る意見交換を実施。担当者による幹事会を年 2回、代表者による代

表者会議を年 2回開催していく。これまでは、イベント協力・情報交換等がメインであったが、

今回の経営発達支援計画の実施により、農商工連携や６次産業また観光面での協力など、共同で

の農商工連携・６次産業セミナー実施やイベントによる地域の活性化といった連携を行い、地域

経済の活性化を目指していく。 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   一色町商工会（事務局） 
 
   一色うなぎ漁業協同組合 
 
   西三河漁業協同組合 
 
   衣崎漁業協同組合 
 
   西三河農業協同組合一色中部支店 
 
   一色さかなセンター株式会社 

一色町産業連携まちおこし協議会 

一色地区の経済活性化のために協力 

イベント協力 
三河一色みなとまつり 

(一色地区の特産品 PR） 

情報交換 
各業界の業況や動向につ

いて意見交換 

行政に対する陳情 
各団体共通の課題等につ

いて行政に陳情 

情報交換・連携 

各商工業界団体 
①いっしきスタンプ会 

②一色衣料品組合 

③三河一色えびせんべい工業組合 

④一色鉄工会 

⑤西尾労働基準協会一色分会 

⑥一色菓子工業組合 

⑦愛知県建設組合連合一色支部 

⑧理容業生活衛生同業組合 

⑨美容業生活衛生同業組合 

⑩西尾法人会一色支部 

⑪一色青色申告会 

三河一色みなとまつり 
 当地区の産業の振興と地域活性化のため、地域資源を活用したイベント。日本有数の生

産量を誇るうなぎ、えびせんべい、あさりなど地区の特産物をアピール。うなぎ丼、あさ

り汁、えびせんべいの販売に加え、うなぎ蒲焼体験、うなぎつかみ、えびせんべい手焼き

体験など体験コーナーも満載。5 月下旬～6 月上旬に掛けての土日の 2 日間、一色さかな

広場・三河一色さかな村周辺で開催。35,000人程度の来場者があり、市内のイベントでは

最も市外からの来場者が多いイベントの一つである。昨年の観光アンケートでは 72％が市

外からの来場者となっている。当会が事務局として積極的な支援を行い、観光客を呼び込

むことで、交流人口の増加を図り、小規模事業者の販売機会の創出を支援している。 
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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能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）西尾市活性化経営指導員情報交換会（仮称） 

 西尾商工会議所、西尾みなみ商工会、一色町商工会の西尾市内 3団体による情報交換について

今までも、事業ごとに協力が必要な場合は、その都度集まり意見交換を実施していたが、定期的

な情報交換会はなされていなかった。同じ西尾市内でも、西尾商工会議所地区（旧西尾市）、西

尾みなみ商工会地区（旧吉良町・幡豆町）、一色町商工会地区（旧一色町）では、産業や地域特

性が異なる。合併により西尾市内に３団体あるが、経営指導員による情報交換会を定期的に開催

し、収集した情報を商工会内で共有し、支援能力の向上を図る。 

 

（実施目的） 

①３団体の地域の動向を持ち寄ることで西尾市内の動向をより詳細に把握する。 

②３団体のアンケート調査を共有し、動向を得る最大の情報とする。 

③３団体内で連携して支援できる事業、事業所においては継続的に情報交換を行い支援する。 

 

（２）西三河地区 7商工会の職員情報交換会 

 各商工会での小規模事業者指導の際に習得したノウハウや知識等に関して、西三河支部 7商工

会で職種ごとの情報交換会を年２回開催し、支援能力の向上を図る。 

商工会名 一色町 

商工会 

西 尾 み

な み 商

工会 

知立市 

商工会 

高浜市 

商工会 

岡 崎 市

六 ツ 美

商工会 

岡 崎 市

ぬ か た

商工会 

幸田町 

商工会 

事務局長 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 

経営指導員 2名 3名 3名 3名 2名 2名 2名 

補助員・記帳職員等 3名 4名 7名 4名 4名 3名 4名 

 

 西三河支部局長連絡会議（年 2回） 

 西三河支部指導員連絡会議（年 2回） 

 西三河支部補助員等研修会（年 2回） 

 

（実施目的） 

①支部内の職員全体の経営支援能力を向上し、広く地域の活性化に活かす。 

②支部の状況を把握することで、各団体の見直しを図り、支援の内容を広げる。 

③職員同士の繋がりが密接となり、課題解決に向けての取り組みを図る。 

④その時々の課題や時世にあったテーマ、毎年改正のある税制などの研修会が開催できるよう

提案し、職員のレベルアップに繋げる。 

 

（３）専門家派遣指導への同行による支援ノウハウの吸収 

 事業者からの専門家派遣指導申込みがあり、愛知県商工会連合会や（公社）あいち産業振興機

構・愛知県よろず支援拠点の専門家派遣を実施する際、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。そして個々の職員の支援能力向上に留めること

がないよう、専門家の支援手法を朝礼の場で報告し、職員全体で情報を共有することにより、商

工会職員全員の支援能力の向上を図る。 
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（実施目的） 

 ①専門家の知識を習得し、自ら支援をする能力を養う。 

 ②専門家と連携を図り、幅広い支援を行うことで課題解決に繋げる。 

 

（４）経営改善貸付連絡協議会（主催：日本政策金融公庫 年 1回） 

 日本政策金融公庫岡崎支店管内である西三河地域の商工会の担当者が集まり、管内、県内、全

国の小規模事業者経営改善資金を中心とした金融動向について現状について説明を受けること

により、西三河地域全体の動向や管内の特徴的な経済・金融動向について把握する。また、融資

制度の変更事項等の情報を得ることにより、小規模事業者支援に役立てる。それぞれの商工会か

ら管内動向についても発表する場が設けられているため、各商工会の特徴的な動きの把握を行う

ことにより、当地区での支援に活かしていく。 

 

（実施目的） 

 ①経営計画の実現に向けて、資金調達を行う。 

  

（５）地区内金融機関との連携 

 西尾市内の金融機関（西尾信用金庫・岡崎信用金庫）の連携を密にし、情報交換を行う。お互

いの支援状況を把握して、地域の動向及び適切な支援を図る。 

 

（実施目的） 

 ①地区内の景況を含め状況把握を行い、支援強化に繋げる。 

 ②特に創業の実現に向けて、安定した資金の調達を図る。 

 

 

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積極的に参加することにより、資質の

向上に努める。研修参加者には、研修終了後、朝礼の場や全体会議で内容を報告させ職員内で情

報の共有化を図る。更に、経営指導員の巡回指導時や専門家派遣による支援時の際、今後役立つ

と思われる事例には、他の職員も積極的に随行させ、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、

ＯＪＴによる資質向上と支援ノウハウの共有を図り伴走型の支援能力を向上させる。また、小規

模事業者への個社支援の記録である経営カルテ情報を現行、事務局長と指導員しか把握していな

い現状を見直し、全職員が経営カルテ情報を共有する体制づくりを行う。 

 

（実施目的） 

①研修内容を共有し、職員全体の資質向上の底上げを図る。 

②経営指導員以外の職員も個社支援ができるように資質向上を図る。 

③経営指導員の巡回に他の職員が同行、ペア化することで、実際の指導を学ぶことができ、事

業所の情報の共有化と支援能力の向上を図る。 

④小規模事業者への指導記録となる経営カルテ情報の共有化を行う。システムを活用している

ことにより職員の移動があってもスムーズな引継が可能である。 

⑤今まで、職員ひとりによる支援が主体であったが、今後は①～④の取り組みを行うことによ

り商工会全体で支援する体制を構築する。 
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（主要研修の年間スケジュール） 

項  目 開催時期 参加者対象者 得られる効果 

愛知県商工会連合会主催経営指導

員等応用研修（一般コース） 
6月 経営指導員 

経営指導支援能力、知識

向上 

愛知県商工会連合会主催経営指導

員等応用研修（特別コース） 
6月・7月・8月 経営指導員 

経営指導支援能力、知識

向上 

経営支援事例発表会  6月 経営指導員他 
他商工会支援事例を学び

経営支援能力の向上 

管理職養成研修会  7月・11月 事務局長 商工会運営管理知識向上 

中堅職員研修会  6月 中堅職員 
中堅職員の知識、支援力

向上 

情報化推進要員研修会  10月 情報化担当 
情報化知識向上、情報化

支援力向上 

基本能力研修会  12月・1月 商工会職員 
若手職員の基本知識、支

援力向上 

愛知県商工会職員協議会主催研修

会  
6月・12月 商工会職員 職員の知識、支援力向上 

西三河支部経営指導員による「指導

員研修」 
年3回 経営指導員 

経営指導員の知識、支援

力向上、情報交換 

西三河支部補助員・記帳指導職員に

よる「補助員・記帳指導職員等研修」 
年2回 

補助員・記帳指

導職員 

補助員・記帳指導職員の

知識、支援力向上、情報

交換 

 

 

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 
 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、評価・検証を行う。 

 ①当会にて毎週初めに打合せし、職員全体のＰＤＣＡサイクルの意識付けを行う。 

 ②評価・見直しにあたっては、ＣＳ調査等を行う。 

 ③正副会長会議 

  ＣＳ調査に基づいて報告する。 

 ④経営発達支援事業有識者会議（仮称：年１回開催） 

  会議メンバーから意見収集を行い、次年度に向けた事業の見直し案等を作成する。 

   『有識者会議メンバー』  

  ・一色町商工会運営委員会（商工会正副会長、商業・工業・税務・金融委員会各委員長） 

  ・西尾市役所担当課（外部委員） 

  ・中小企業診断士（西尾信用金庫企業支援部：外部委員） 

  ・税理士（外部委員） 

 ⑤理事会 

  事業の実施状況、成果の評価を報告し、次年度案の承認を受ける。 

 ⑥毎月発行している商工会の会報や商工会ホームページにて事業の成果・評価・見直しの結果

を掲載する。 

 ⑦地方新聞紙（三河新報社・愛三時報社）に掲載を要望し、広く周知を図る。 
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１．Plan（計画） 

 当会にて、課題の洗い出しから課題解決に向けて実績や短期、長期の将来を予測して経営発

達支援計画書を作成する。 

２．Do（実施・実行） 

 経営発達支援計画書に基づいて、当会で業務を実施、遂行する。 

３．Check（点検・評価） 

 毎週初めに行う朝礼、及び局長を中心とした経営指導員、その他の職員の打合せ時に事業の

遂行状況等について点検・評価を随時行う。 

 当会の会員・非会員を問わず、地区内の事業者に対して、ＣＳ調査（プロセス満足度と総合

満足度）を行う。その結果と毎週行う打合せ時の内容に基づいて、経営指導員が中心となって

点検、見直しを行う。反省点を見出し、まず正副会長会議にて報告する。その後｢経営発達支

援事業有識者会議｣にて評価を行う。 

４．Act（処置・改善） 

 「経営発達支援事業有識者会議」にて作成した次年度事業案を理事会に報告し承認を受ける。

毎月発行している商工会の会報や商工会ホームページにて会員に、地域新聞にて広く地域住民

に向けて周知する。 

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、評価・検証を行う。 

 事業の進捗状況は、年 4回正副会長会議（正副会長会議は毎月開催）に本事業責任者が報告

する。毎年度、最後の理事会前に有識者会議を設け、事業の実施状況、成果の評価を報告、会

議メンバーから意見収集を行い、年度末最後の理事会で報告する。また、その場にて次年度に

向けた事業の見直し案等を発表、検討していく。 
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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 29年 4月現在） 

（１）組織体制 
   ・事務局体制 

    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 1名 

 

   ・事業実施体制 

    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 1名 

 

 

 

（２）連絡先 
    一色町商工会   

    〒444-0407 愛知県西尾市一色町前野新田 34番地 

          TEL0563-72-8276 FAX0563-73-6633  

 

 

 

 

 

（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 

(30年4月以

降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 

 

1.人件費 

2.講習会開催費 

3.商工まつり開催費 

4.事業費 

5.事務費 

 

31,000 

300 

1,600 

1,000 

200 

31,000 

300 

1,600 

1,000 

200 

31,000 

300 

1,600 

1,000 

200 

31,000 

300 

1,600 

1,000 

200 

31,000 

300 

1,600 

1,000 

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愛知県小規模事業経営支援事業費補助金（人件費・事業費）、②国、全国商工会連合会、 

西尾市等の補助金（人件費・事業費）、③会費収入、④特別賦課金 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小規模事業者の経営改善に資するための事業 

②事業計画策定セミナーの共同開催 

③高度で専門的・実践的な相談に対応するため、専門家による助言や指導 

④小規模事業者の協働支援 

連携者及びその役割 

 

連携機関名 代表者 住所 電話番号 

愛知県  大村 秀章  名古屋市中区三の丸 3-1-2  052-954-6335  

西尾市  中村  健 西尾市寄住町下田 22番地  0563-56-2111  

役割：小規模事業者支援のため、補助金による財政的支援 

 

連携機関名 代表者 住所 電話番号 

西尾信用金庫 近藤  実 西尾市寄住町洲田 51番地 0563-56-7111 

一色うなぎ漁業協同組合 山本 浩二 西尾市一色町対米船原 18 0563-72-8847 

西三河漁業協同組合 稲垣 芳樹 西尾市一色町一色東塩浜 17-2 0563-72-8281 

衣崎漁業協同組合 黒田 勝春 西尾市一色町松木島中切 215 0563-72-8570 

西三河農業協同組合 名倉 正裕 西尾市寄住町下田 15番地 0563-56-3341 

役割：農商工連携・６次産業・事業承継・創業セミナー等のセミナー共同開催 

 

連携機関名 代表者 住所 電話番号 

愛知県商工会連合会 森田 哲夫 名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38 052-562-0030 

中小企業基盤整備機構中部 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 
052-201-3003 

愛知県よろず支援拠点 

（あいち産業振興機構） 
森  鋭一 

名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38 

愛知県産業労働センター14階 
052-715-3188 

愛知県弁護士会 池田 桂子 名古屋市中村区名駅 3 052-565-6610 

愛知県発明協会 石丸 典生 
名古屋市中区栄二丁目 10-19 

名古屋商工会議所ビル地下 2階 
052-221-7964 

東海税理士会西尾支部 加藤 浩道 西尾市寄住町洲田 51番地 0563-54-2511 

役割：高度かつ専門的な相談に対応するための専門家派遣 

 

連携機関名 代表者 住所 電話番号 

西尾信用金庫 近藤  実 西尾市寄住町洲田 51番地 0563-56-7111 

岡崎信用金庫 大河原 誠 岡崎市菅生町字元菅 41番地 0564-21-6111 

日本政策金融公庫岡崎支店 硯見  仁 
岡崎市唐沢町 1-4-2 

（朝日生命岡崎ビル) 
0564-24-1711 

役割：金融支援を中心とした小規模事業者の協働支援 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西尾信用金庫 
岡崎信用金庫 
日本政策金融公庫岡崎支店 

愛知県商工会連合会 
中小企業基盤整備機構中部 
愛知県よろず支援拠点 
あいち産業振興機構 
愛知県弁護士会 
愛知県発明協会 
東海税理士会西尾支部 

愛知県 
西尾市 

西尾信用金庫 
一色うなぎ漁協 
西三河漁協 
衣崎漁協 
西三河農業 

一色町商工会 
財政支援 
小規模事業者施策支援 

専門家派遣支援 

金融支援 
小規模事業者協働支援 

事業計画策定セミナー

等の共同実施 
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