
経営発達支援計画の概要 

実施者名 御津町商工会（法人番号 2180305003463） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

①地域商工業が直面する喫緊の問題に対処するための継続的な支援体制

を構築し、関係各位との連携の下、本事業を実施し、小規模事業者の継

続的発展を図る。 

②将来にわたって活力ある社会を維持するため、人口流出抑制、就労・

結婚・子育ての出来る環境を実現するための豊川市の「人口ビジョン」

及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」実現を、産業面から支える。

③上記の目標を達成することで、地区内需要を増加させ、活力ある地域

及び地域商工業の実現を目指す。 

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】 

  各種経済動向調査結果を分析するのに加え、管内小規模事業者の景

況調査を実施分析し、彼等の経営判断材料として提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  商工会は、多忙な事業者に代わって、その経営状況を分析し、経営

課題の把握整理を手助けすることで経営改善の提案に繋げる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  事業の将来像を確かなものにする事業計画作成の意義を小規模事業

者に認識いただき、簡便なものから本格的なものへと、段階的に作成

を支援する。しかる後にフォローアップへとつなげる。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  多方面との連携の下、幅広い創業、事業承継支援を行う。また既存

事業所の新しい取組を支援することで、全体の底上げを図る。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  各支援機関が実施した需要動向に関する調査データを収集、整理分

析すると共に、当商工会においても需要動向調査を実施、同様に整理

分析し、結果を小規模事業者等にわかりやすく情報提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  地場産品の販路開拓により地域産業活性化と御津町の知名度向上を

図る。 

Ⅱ．地域経済活性化のための取組 

７．地域経済の活性化に資する取組 

①小規模事業者ＰＲ②『観光振興』③『公共交通機関の利用促進』

④『産業立地の促進』の三つを支援する取り組みを行い、地域経済活

性化の一助とする。 

連絡先 

御津町商工会 〒441-0312 愛知県豊川市御津町西方松本 23-8 

ＴＥＬ ０５３３－７６－３７３７ 

ＦＡＸ ０５３３－７５－３３３３ 

E-mail:mito@aichiskr.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

御津町の現状と課題 
１．立地・歴史的特性 

豊川市は、愛知県の南東部に位置し、南に豊橋市、東に新城市、北に岡崎市、西に蒲

郡市に挟まれる、人口 181,051 人、面積 161.14 ㎢（何れも平成 27 年 5 月 1 日現在）の

市である。 

地形的には北側に木曾山系の本宮山連峰が連なり、東南に流れる一級河川豊川をはじ

め、市の中央、西端に二級河川佐奈川、音羽川が流れ、南側は三河湾に面しており、山、

川、海からなる多様な自然環境から形成されている地域である。 

歴史的には、三河国府や三河一宮が置かれるなど古くからこの地方の政治、経済、文化

の中心として、また、交通の要衝の地とし

て栄えてきた。江戸時代には東海道五十三

次の宿場町として御油や赤坂が形成され、

市の中心には姫街道が通り、豊川稲荷の門

前町として発展してきた。 

豊川用水の全面通水、幹線道路の整備、東

名高速道路豊川インターチェンジの開設

などの整備に伴い、スプレー菊や大葉とい

った野菜や果物、花きなどの施設園芸を中

心とした生産性の高い農業がおこなわれ

ている。特にバラは全国一の産地規模を誇

っており、全国に出荷されている。また、

海軍工廠跡地には、工場誘致による工業振

興、市街地再開発による商業の活性化など

により、農業・工業・商業のバランスのと

れた都市として発展を遂げている。その後、平成 18 年 2 月 1 日に宝飯郡一宮町を、同

20 年 1 月 15 日に同郡音羽町、御津町を、同 22 年

2 月 1 日に同郡小坂井町を合併し、現在に至って

いる。 

御津町は、豊川市の南西部に位置し、三河湾に

も接している。第八代孝元天皇が御船をこの地に

寄せられたところから、当地を御津湊とされたこ

とが総国風土記に記されており、地名の由来にも

なっている。温暖な気候を利用し、シクラメンは、

約 55 万鉢を全国に出荷しており、国内でも有数

な生産量を誇っている。また戦後、三河湾に面す

る海浜を埋め立て、佐脇浜や御幸浜に臨海工業用

地を造成し企業誘致を推進した。佐脇浜にはエク
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シムや愛知ニコンをはじめとする製造業者が集積し、また御幸浜にはマリーナが整備さ

れ、マリンスポーツなどのレクリエーションの拠点として発展している。 

 

２．人口 

御津町の人口は、平成 22 年の国勢調査によると、13,456 人であり、前回調査の平成

17 年調査時と比較して同水準で推移しており、大きな人口の増減は認められない。 

世帯数を見ると、平成 7 年～22 年で 3,698 世帯から 4,447 世帯へと約 20％増加してお

り、一世帯あたりの人数は 0.6 人減少して 3.0 人になった。 

年齢 3区分人口を見ると、緩やかに高齢化へと向かっている。平成 7年～22 年で年少

人口が約 15％減少、生産年齢人口も同様に約 9.5％減少した。その分老年人口は 2,154

人から 3,284 人へと約 52％増加し、全体に占める割合も 16.0％から 24.4％へと上昇し

た。少子高齢化が進む中で生産年齢人口の減少が続いている。合併前の旧豊川地区と４

町と比べてみても一番高齢化率が高い地区となっている。 

 
 

３．事業所・企業 

 平成 18 年の御津町の事業所数は、630 事業所、従業員数は 5,579 人となっている。事

業所は、前回調査の平成 13 年と比べ 37 減少し、長期的に見ても減少傾向で推移してい

る。一方、従業員数は増え続けている。平成 18 年は前回より 52 人の増加で、増加率は

5.7％。前回よりも 3.8 ポイント上がっている。 

 事業所・従業員数の推移  

  事業所数 対前回増減

率 

従 業 員 数

（人） 

対前回増減 

平成３年 734 4,927  

平成８年 698 -4.9% 5,426 10.1% 

平成 13 年 667 -4.4% 5,527 1.9% 

（平成 16 年） （628） （-5.8%） （5,278） （-4.5%） 

平成 18 年 630 0.3% 5,579 5.7% 

※平成 16 年は、簡易調査であったため、参考に掲載したもので分析

には用いない。 

資料：県民生活部統計課「事業所・企業統計調査報告」より 
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※平成 16 年は簡易調査のため「公務」はカウントされていない 

資料：県民生活部統計課「事業所・企業統計調査報告」より 

次に、平成 3年～18 年の従業員規模別事業所数の推移を見てみると、より規模の小さ

い小規模事業者の減少が目立っている。1～4人が 482 から 405 へと約 16％、5～19 人が

186 から 141 へと約 24％減少しているのに対し、20～29 人はほとんど変化がなく、30

人以上だと 18 から 36 へと倍増している。その中で特に 1～４人規模の事業所は平成 3

年から 13 年にかけて大きく減少し、5 人～19 人規模の事業所では、16 年以降大きく減

少した。その一方で 30 人以上の事業所は、平成 3年以降 18 から 36 へと倍増している。

これは、臨海工業用地への企業進出によるものと思われる。 

 

４．商工業者等の現状 

 御津町の商業の現状は年々悪化している。商店数は平成 3年～19 年で 223 から 141 へ

と約 36.8％減少しているのに加え、従業者数も 823 から 734 へと約 10.8％減少してい

る。最も深刻なのが年間販売額といえる。平成 3年～19 年で 20,278 百万円から 14,698

百万円へと約 27.5％減少している。 

 商業の業種別事業所数割合は、小売が卸売の 5～6 倍、小売の中でも衣料や飲食料品

などの身の回り品が 3分の 1強で最も高い。従業者数についても同様のことが概ね言え

る。 
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次に御津町の工業は、全体では大きく伸びてい

る。平成 17 年～19 年で製造品出荷額は約 569 億円から 806 億円へと約 41.5％増加して

いる。しかし、工業事業所数は 79 から 72 へと 8.8％減少し、従業者の伸びは 2,439 か

ら 2,579 へと 5.7％の伸びにとどまっている。 

これは臨海工業用地への工場進出により出荷額は増加したものの、その効果がなかな

か他地区へ波及せず、小規模事業所をはじめとする事業所数の減少の食い止めに至って

いないと推測される。 

 

 

 

 

５．小規模事業者等の現状 

御津町内には、平成 3 年には 577 軒の小規模事業者があったが、平成 18 年までの 15

年間に 110 事業者が減少し、467 事業者となっている。 

事業者の多数が小規模事業者である御津町において、地域の唯一の経済団体たる御津

町商工会の存在は大きく、身近な相談相手、提案者としての役割が今正に求められてい

る。経営指導員等による日頃の巡回指導に加え、様々な機会を捉えて小規模事業者の実

態把握、問題解決提案に努めているが、彼等を取り巻く状況には厳しいものがある。後
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述するが、昨年小規模事業者を対象に実施したアンケート調査においても、売上低下、

後継者難、経営者自身の高年齢化など、困難な課題が突き付けられている。このことも

また小規模事業者の減少につながっていると推察されるが、速やかな解決は難しい問題

であるため、長期的な対応を要すると考える。  
＜小規模事業者数の推移＞ 

出典：経済センサス

調査年次 

小規模事業者

数

業種別内訳  

製造業 建設業 卸・小売・

飲食業 

サービス

業 

その他 

平成 3 年  577 159 75 207 119 17

平成 8 年  521 139 76 170 119 17

平成 13 年  494 116 85 152 122 19

平成 18 年 467 107 71 142 99 48

 

６．御津町の小規模事業者の状況 

（１）業種
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建設業、製造業、小売業、サービス業等、様々な業種が 20％～25％の割合でほぼ均等

に存在していると言える。 

 

（２）経営者の年齢 
③経営者の年齢 件数 割合(％)
20歳代以下 0 0
30歳代 13 7
40歳代 31 16
50歳代 46 23
60歳代 47 24
70歳代以上 59 30
計 196
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高年齢者の割合が高い。60 歳代(24％)と 70 歳代以上(30％)で大半を占めている。こ

れに 50 歳代(23％)を加えると、4 分の 3 を超える。加えて、20 歳代以下が居ない。今

後創業、事業承継等を通して若年層の経営者をいかに増やすかが喫緊の課題となろう。

 

（３）3年前と比べた売上 

 
半分近くの事業所で減少しており、増加したのは 17％にすぎない。景気回復の恩恵が

まだまだ地方の小規模事業者にまで及んでいないことを物語る数字である。 

 

（４）後継者の状況 

  

後継者は 件数 割合(％)
いる 55 28
候補者はいる 26 13
いない 112 58
計 193
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確実に後継者が居る事業所は全体の 3割弱にすぎない。逆に居ない事業所は 6割弱に

達している。後継者難はすぐ近くに迫った、事業所数を左右する問題と言えるだろう。

創業支援と同時に、Ｍ＆Ａなどの、第三者によるものも含めた事業承継支援も今後重要

になると考えられる。 

 

（５）経営計画作成状況 

3 年以上先までの経営

計画を作成しているか 
件数 割合(％) 

作成している 27 14

以前はしたこともある 16 8

作成していないがしたい 50 26

していないしする考えな

い 
97 51

計 190 

 

3 年以上先までの経営計画を作成している事業所の割合は、「過去に作成していた」と

ころも含めて全体の 4 分の 1 弱にとどまる。その他は、「していないがしたい」事業所

が 4分の 1、そして、「していないしする考えもない」という事業所が残りの 2分の 1を
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占めている。 

将来の経営を確実なものにするためにも、経営計画作成は重要かつ有用であり、商工

会が今後積極的に乗り出す分野になるのではないだろうか。 

上記の状況を踏まえ、検討すると、以下のことが御津町の商工業者の課題として浮か

び上がって来る。 

 

７．御津町商工会の事業者支援の課題 

 当商工会では、巡回指導を中心として経営改善普及事業を続けてきたが、小規模事業

者を取り巻く環境変化は厳しさを増しており、従来型の支援だけでは、十分に経営を維

持・発展させていくことが難しい状況にある。そこで、当商工会も経営支援力を向上さ

せていくことが強く求められており、地域内の小規模事業者への支援を持続的に可能と

なるための取り組みを実施していく。 

 

（１）商工業者の減少 

地域経済の主要な担い手たる商工業者の減少に歯止めがかからない。こうした傾向が

長引くと、町内の賑わいが失われ経済が低迷するだけでなく、購買力の町外への流出や、

地元の雇用が失われる等、影響が増大し、地域の活力がますます失われることとなる。

 

（２）経営者の高齢化と後継者問題 

27 年 9 月実施の小規模事業者アンケート結果から、経営者の高齢化と後継者難の実態

が浮き彫りになってきた。60 歳代以上の経営者が全体の 54％を占めているのみか、こ

れに 50 歳代を加えると 77％となる。それだけでなく、20 歳代以下の経営者が皆無とな

っていることも懸念材料の一つである。 

加えて、経営者全体で、後継者が決まっているのは全体の 29％だけであり、候補がい

るところを加えても 42％にすぎない。この状況が続けば、高齢化による経営者の自然消

滅と、後継者不在のための事業承継低迷により、商工業者数の更なる減少が危惧される。

 

（３）売上高の低迷 

地元商工業者の 49％で 3年前と比べて売上高が減少しており、逆に増加した所は 17％

にすぎない。景気回復の恩恵がまだまだ当地方の小規模事業者にまで及んでいないこと

を物語る数字である。 

加えて、利益については、売上以上に厳しい状況が現われている。51％と、半分以上

の事業所で減少しているが、増加は 13％と 1割余りである。状況のよりいっそうの改善

が求められている。 

 

（４）廃業の増加と創業者の不在 

商工業者数が年々減少傾向にあるということは、創業（事業承継を含む）よりも廃業

件数が多いことになる。高齢化後継者難と合わせて、このことも地区の商工業者の減少

傾向に歯止めが掛からない主原因の一つとなっていよう。事業承継と創業を、別個にで

はなく、ひとかたまりに支援するしくみを確立すると共に、町内に在学する児童生徒に

対し、地元産業への興味を涵養する機会を設ける等、長い目で見た創業予備軍の育成の

必要がある。 



- 9 - 
 

（５）経営計画作成低調 

自らの夢を具体化して指標とし、なおかつこれを示すことにより、取引先等関係者か

らの信頼も得ることが出来るという点で、経営計画の作成は事業主にとり利点が多い。

御津町の事業主のうち3年以上先までの経営計画を作成している事業所の割合は14％に

すぎない。過去に作成していたところも含めても、23％と全体の 4分の 1弱にとどまる。

逆にしていないし、する考えないという事業所は 51％で、2分の 1以上を占めている。

 事業者の将来の指針を確かなものとするためにも、経営計画作成の利点を説き、作成

事業者を増やす必要がある。 

 

８．当商工会の役割 

当商工会が地元小規模事業者に対して従来行っていた経営支援事業は、小規模事業者

からの相談に対して金融、税務、労働など、個別に、いわば対処療法的に行うものが主

体であった。これを改め、もう一歩踏み込んだ伴走型支援を行うことが当商工会今後の

課題である。 

平成２７年９月に町内小規模事業者を対象に実施したアンケート調査によれば、事業

主が商工会に望むことのうち、一番多かったのが「補助金等紹介、支援」で、全回答 173

件のうちで 56 件であった。二番目が「税務・経理相談」で 44 件。これら上位二つで全

回答の 57.8％を占める。以下視察・勉強会、研修会が続く。身近な課題に対する対応が

求められている。 

また、自由回答で、商工会に対するご意見を伺ったところ、「もっと小規模事業者の

ところを回って営業」「商工会と小規模事業者との関係を密に」「用事がなくても巡回

して」など、小規模事業者との接触をもっと密にすることが求められている。今まで以

上に巡回訪問に力を入れ、小規模事業者の意見やニーズの把握に力を入れるとともに、

関係強化を図る必要がある。 

地域で唯一の総合経済団体として、小規模事業者の様々な悩みに対し、個々の事業主

の目線に立ち、「課題は何か」「課題解決のためには何が必要か」「どのような方法で課

題を解決すべきか」等について“当事者意識”を強く持って考え抜き、目標達成まで最

後まで諦めずに、関係する支援機関等と連携しつつ、ワンストップサービスで小規模事

業者に寄り添った支援を行うことが、当商工会に求められている役割である。 

 

【地域の小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

豊川市は「豊川市ひと・まち・しごと創生総合戦略（平成 27～31 年度）（案）」にお

いて、「人口減少傾向にある豊川市の将来を活力あるものにするためには、働いてみた

い、住んでみたい、訪れてみたいと思うまちをつくることが重要です。このための取組

みを推進することで、人口の減少緩和や高齢化率の抑制につながっていくと考えます。」

とし、 

①定住・交流人口の増加を図る 

②若い世代の子育て等に関する希望を実現する 

③本市の特徴を生かし、時代にあった地域をつくる  

の３つの視点をもとに今後５年間において、施策の展開を図ることを基本目標に掲げて

いる。 

商工会としても、この豊川市の構想に沿う形で、平成 28 年度の事業計画にて「商工



- 10 - 
 

会は、消費税改正を見越して、小規模事業者への実践的で分かりやすい支援を行うもの

である。」と掲げ、「『経営発達支援計画』にもとづき、小規模事業者の継続的発展を通

じて地区内需用を増加させ、活力ある地域及び商工業の実現を目指す」ことを基本方針

としている。 

上記の基本方針や地域の現状課題に鑑み、今後１０年を見据え、「当商工会が町内小

規模事業者の目線に立った『伴走型支援』を実施し、創業、経営革新、事業承継、需要

開拓といった、彼等の経営課題克服を促すことで、販路拡大、売上向上につなげ、持続

的発展に寄与する。そしてこのことによって御津町の商工業振興について主導的役割を

果たし、町内小規模事業者の振興及び地域商工業振興の中核的役割を担っていくこと」

が御津町における小規模事業者の中長期的な振興のあり方と認識するものである。 

この認識をベースに、当商工会は御津町の小規模事業者の中長期的な振興方針を下記

のとおり定めるものとする。 

 

（１）商業サービス業 

 商業サービス業に限らず経営者の高齢化、後継者難という課題を抱えつつ、小規模事

業者は減少しているが、特に商業サービス業事業所への支援は、街のにぎわい維持とい

う点においても急務と考える。 

その一方、将来のＪＲ愛知御津駅前整備を見越した方針も必要となる。現在豊川市で

は、都市計画マスタープランで掲げられた『地域拠点の形成』との目標のもとづき、周

辺道路整備に着手している。連絡橋設置等、今後の進展については地元の機運次第であ

るが、利用したくなる魅力的な個店、商品サービスを増やし、観光客や通勤通学客など

の駅利用者増加が中心部をはじめとするにぎわい復活に結び付くよう、そして何より市

民の利便向上に結び付くよう振興に力を尽くすものである。 

 

（２）製造業建設業 

愛知県企業庁三河港工事事務所が平成２７年度に豊川市御津支所の一角に移転して

来るなど、県は御津町沿岸の工業用地造成、分譲に本腰を入れてきている。今後当地へ

の企業進出が進むにつれ、部品供給や施設の設置保守等などの取引拡大で、御津町の小

規模事業者は臨海地域の企業との結びつきが今以上に強まるとみられる。 

商工会はそれら企業を組織化して地元小規模事業者との取引円滑化を図ると共に、そ

れらを地域経済に組み入れることにより活性化の一助とする。 

 

【目標】 

上記の基本方針の下、商工会全体で地元小規模事業者への支援力をさらに高め、彼等

地域の小規模事業者にとって最も身近で相談しやすい、いわば『駆け込み寺』として、

従来の相談指導に加え以下の分野に力を入れた伴走型支援を実行し、販路開拓や業績向

上等に寄与し市内小規模事業者の成長・持続的発展を目指す。 

 

（１）事業承継の円滑化による小規模事業者の新陳代謝促進 

高齢の経営者が多数を占め、なおかつ七割以上で後継者が決まっていない現状に鑑

み、早めに事業承継に取り組んでいただくのを促すことで、事業の継続及び若返りによ

る活力の向上につなげる。 
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（２）創業支援、勧奨への注力 

豊川市全体での創業支援の取組に積極的に関与するのはもちろんのこと、それとは別

に、御津地区に特化した創業支援に力を入れる。 

 

（３）事業計画作成の推進 

自身の経営の将来を描き、かつ関係者の信用を得るためにも重要でありながら、低調

な事業計画作成を活発化させる。まずは簡便なものから始めて小規模事業者の興味を引

き出し、本格的なものの作成やその後の確実な実施へと導く。 

 

（４）広い視野に立った地域と地域商工業活性化の推進 

観光振興を図り地域に人を呼び込むため、観光資源と地元商店、地域の特産品を組み

合わせたマップを作成し、ＰＲの手段とするほか、将来のＪＲ東海道線愛知御津駅南北

連絡橋の設置と駅の橋上化を見越し、地元小規模事業者の目線から地域商工業に利する

よう提言をまとめる。加えて、製造業集積による産業振興、雇用の場の確保と、それに

伴う地域経済活性化を図るべく、臨海工業地域への企業進出円滑化のための研究を行

う。 

 

 

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２９年４月１日～平成３４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） 

地域の需要動向を継続的に把握、提供することは、小規模事業者のみならず御津町内

商工業者全体にとってきわめて重要なことである。しかし現状では、巡回指導や窓口相

談等で、愛知県商工会連合会の景況調査の内容を口頭で伝えているのみであり、充分に

出来ているとはいえない。そのため、実際の需要と供給との間に乖離が生じ、本来の能

力が活かされず、なおかつビジネスチャンスを逃していることも考えられる。必要な情

報をいかに適切に伝達し、役立てていただくかが肝心である。 
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（目標） 

 商工会では今後、愛知県や県商工会連合会、地元金融機関などが行っている景況調査

など経済情勢にかんするレポートを収集、整理分析してまとめ、結果を小規模事業者に

年２回情報提供する。 

地元小規模事業者に対し景気動向について年１回調査を行い、整理分析してまとめた

内容を情報提供する。 

 

（事業内容） 

（１） 国・県・金融機関等が実施している経済動向調査資料の収集・動向分析・ 

情報提供 

①中小企業景況調査報告書（愛知県商工会連合会） ＤＩ値 

②中小企業景況調査結果（愛知県産業労働部） ＤＩ値 

③景況調査報告（豊川信用金庫） ＤＩ値 

④愛知県鉱工業指数（愛知県県民生活部） 鉱工業生産指数 

⑤あいちの景気動向（愛知県県民生活部） 景気動向指数 

⑥管内総合経済動向（中部経済産業局） 生産・個人消費・設備投資・公共 

投資・住宅投資・輸出・雇用 

⑦業務月報（豊川公共職業安定所） 求人倍率 

 以上のデータを収集し、愛知県内及び当地域の経済動向を整理分析する。 

結果は紙資料やタブレット端末データにまとめて、巡回指導や窓口指導の際に事業者

へ提供する他、商工会ホームページに掲載して情報提供する。小規模事業者を取り巻く

経営環境についての資料を事業者に提供することにより、的確な判断をする一助とする

と共に、事業計画作成にも役立てる。 

 

（２） 小規模事業者への景気動向調査の実施及び結果の提供 

 地区内小規模事業者（当初 50 社、内製造業 12 社、建設業 8社、卸小売飲食業 15 社、

サービス業 10 社、その他 5 社）に対し、年１回景気動向に関するアンケート調査を巡

回時のヒアリングにより実施する。 

 調査項目は①売上の現状と見込み②仕入の現状と見込み③資金繰りの現状と見込み

④採算の現状と見込み⑤地域の需要動向⑥設備投資の現状と見込み⑦経営上の課題⑧

商工会への意見・要望 

以上のデータを収集し、当地域の経済動向として整理分析する。収集分析した結果は

紙資料やタブレット端末データにまとめて、巡回指導や窓口指導の際に事業者へ提供す

る他、商工会ホームページに掲載して情報提供する。小規模事業者を取り巻く経営環境

についての資料を彼等に提供することにより、的確な判断をする一助とすると共に、事

業計画作成にも役立てる。 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 

（目標数値） 

実施内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（１）調査の目標 

景気動向資料作成回数 
０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

（２）調査

の目標 

景気動向 

調査 

実施回数 ０回 １回 １回 １回 １回 １回

実施 

事業所数 
０件 ５０件 ５０件 ６０件 ６０件 ７０件

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状と課題） 

 小規模事業者の強みは、いうまでもなく大企業と違いその思考、行動の柔軟性にある。

しかし同時に、規模が小さいゆえに、経営者自らが現場業務に従事する必要があるがゆ

えに、自社の経営状態について疎くなってしまうきらいがあるのもまた事実である。 

 

（目標） 

当商工会は、多忙な事業者に代わって、その経営状況を分析し、経営課題の把握整理

を手助けすることで経営改善の提案に繋げる。 

 町内小規模事業者の経営状態を分析することで、当該事業者の長所短所を導き出し、

解決すべき課題を抽出整理して、後の経営計画作成および経営革新等への挑戦に役立て

る。 

 具体的な実施方法は、日頃の指導の充実を基本とする。経営指導員の巡回窓口指導時

および、記帳専任職員の記帳指導や労働保険、制度融資の指導、手続等の際に小規模事

業者に対して経営分析の必要性を説明し、まずは財務分析を実施し、経営者と一緒に経

営上の問題点等に対する相談に繋げていく。 

より高度な分析が必要と判断されたら、県連合会等の実施する専門家派遣を利用し、

専門家と協力してＳＷＯＴ分析などの経営資源の棚卸（環境分析）を行う他、当商工会

主催の講習会を受講していただいたり、各種外部機関を紹介し、それらの実施する講習

会等の利用を促すものとする。 

 

（事業内容） 

（１）財務分析による経営上の問題点の把握 

 分析の対象となる小規模事業者のピックアップについては、従来の経営指導員等の根

本業務である町内小規模事業者等への巡回、窓口業務実施の際に自社の経営状況の把握

の必要性を説明し、経営分析（財務分析）の実施に繋げていく。 

財務分析については、J-NET21 (独法)中小企業基盤整備機構のホームページ（以下

J-NET21）で展開している『経営自己診断システム』を実施することから始める。これ
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は、決算書の主要な数値を画面上で入力し、自動的に経営診断するという簡便なもので、

27 の経営指標から収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の項目を診断する。CRD（中

小企業信用リスク情報データべース）の業界基準値と比較するため、指標の良し悪しを

一目瞭然で判断することが可能である。その後経営者に対して内容の説明をしていき、

自社の経営課題について一緒に検討していく。同様に、記帳専任職員等による分野別指

導の際にも同様の財務分析を行っていく。その後、より詳細な分析（環境分析）が必要

と判断された場合は、県連合会等の専門家派遣利用や事業計画策定セミナー等へ参加に

導き、環境分析等の課題解決や経営革新のための指導につなげていく。 

 

（２）専門家派遣、講習会等の利用による、より高度な分析の実施 

 小規模事業者等の抱える多種多様な問題の中には、当商工会のみでは解決に至る指導

が充分に出来ないものもある。こうした場合は、外部のセミナー、専門家等を積極的に

活用する。 

第一に、県商工会連合会やミラサポ（中小企業庁によるサポートサイト）、あいち産

業振興機構（よろず支援拠点）等が実施している専門家派遣事業を活用し、専門知識を

有する中小企業診断士・税理士等と連携することで経営資源の棚卸たる環境分析（ＳＷ

ＯＴ分析）を行い、具体的な経営上の問題点、課題、強み等を抽出し企業の実態を明ら

かにする。 

第二に、当商工会他、愛知県（産業労働部、東三河総局等）、（公財）あいち産業振興

機構、豊川市等開催の講習会、（独法）中小企業基盤整備機構（中小企業大学校瀬戸校）

開催の研修コースなどの受講を紹介することで問題解決の一助とする。 

当商工会の指導のみでは解決が困難な課題については、外部人材、制度を積極的に活

用し、相談から解決の道筋を一層確かなものとする。 

 

（目標数値） 

支援内容 現 状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

財務分析実施

件数（企業数） 
０件 ２０件 ２０件 ２５件 ２５件 ３０件

講習会開催回

数 

(経営分析に

ついて) 

１回 １回 １回 １回 １回 １回

専門家、外部

制度活用件数

（企業数） 

２件 ５件 ５件 ７件 ７件 ９件
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（現状と課題） 

 小規模事業者自身の将来の経営を確実なものにするためにも、事業計画作成は有用な

ものといえる。日々の仕事に追われ、成り行きに任せていては望んだ成果は得られない

ばかりか経営環境の変化対応に遅れ事業の危機に繋がりかねない。自社の将来像を描

き、それを実現するための具体的な計画は重要である。 

加えて、自社の事業計画をしっかりと示すことは、取引先や金融機関等の信用も得ら

れるという経営上のメリットもある。しかし、これを実際に作成している事業所は、御

津町内においては僅か１割５分に満たない。この状況に鑑み、加えて、小規模事業者の

需要動向を把握し隠れた地域資源発掘に資するためにも、事業計画作成を通して動機付

けをすることは重要である。 

 とはいえ、このことの重要性の理解がまだまだ低いこの地域の小規模事業者に対し、

いきなり『事業計画を作りましょう』と持ちかけても戸惑う方が多数であると思われる。

 

（目標） 

そこで、最初は外部支援機関や政府系金融機関等の提供する、ツールを使用し、簡便

な操作でごくごく基本的な事業計画作成を体験していただき、有効性に気づいていただ

くことにより、まずは事業計画作成に対する事業者の心理的な壁をなくすことから始め

る。 

実施対象は、上記２で経営状況の分析を実施した事業主とする。当該分析の実施によ

り自社の強み、弱点、経営課題を把握した事業主に対し、「では次に御社のこれからの

あり方について考えてみましょう。」と作成を持ちかける。そして、この方法での事業

計画作成件数（簡便なもの）の増加に合わせ、本格的なものの作成打診から指導、フォ

ローアップへと繋げていく。 

 

（事業内容） 

（１）基本的な事業計画作成（『経営計画つくるくん』等利用）の浸透 

 『事業計画』という用語自体について、知らないかあまり理解いただいていない御津

町内の小規模事業者が、これに慣れ親しむきっかけを作り、役に立つことを認識してい

ただくため、簡単な操作で作成出来るソフト（（独）中小企業基盤整備機構提供の『経

営計画つくるくん』等、以下『つくるくん』という）を用い、基本的なものの作成を支

援し、合わせて結果にもとづく指導、助言を行う。 

具体的には、上記２『経営状況の分析に関すること』で財務分析を実施した小規模事

業者に対し、「これにより御社の経営状況が示され、強み弱み、経営課題が明らかにな

りました。その上で、今後のあるべき姿を一緒に考えてみましょう。」と、事業計画策

定の話を持ち掛けるものとする。『つくるくん』を活用することにより、事業者との双

方向の対話が進み、短時間で簡単な事業計画作成に繋がることをまず理解してもらうこ

とが重要と考える。 

（２）本格的な事業計画作成 

 基本的な経営事業作成実績がある程度蓄積されたら、その実施企業を対象に本格的な

事業計画作成を打診する。他にも、商工会主催の講習会において、『事業計画作成』を
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テーマに加え、興味を持っている企業の掘り起こしを行う。また、経営革新申請、公的

融資利用、持続化補助金等の各種補助金申請を行う企業などに対しては、それぞれ申請、

申込時に事業計画作成支援を行い、それが目的達成の手助けとなることをよく説明して

いく。 

 作成にあたって、商工会のみでは対処できない問題が発生した場合には、商工会連合

会の専門家派遣事業やミラサポによる専門家派遣等を活用し、支援を行っていく。 

 しかる後に、当該企業との案摺り合わせ、ブラッシュアップを経て計画を正式に採用、

策定する。 

 

（目標数値） 

支援内容 現 状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

講習会開催回

数 

(参加者数) 

０回 

（０名） 

１回

(２０名)

１回

(２０名)

１回

(２５名)

１回 

(２５名) 

１回

(３０名)

基本的な事業

計画（『つくる

くん』使用）

作成件数（企

業数） 

０件 １０件 １０件 １０件 １０件 １５件

本格的な事業

計画作成件数 

（企業数） 

０件 １０件 １０件 １５件 １５件 １５件

 
 
 
 
 
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） 

 事業計画は、言うまでもなく企業の今後の方向性を示したものであり、作成しただけ

では意味をなさない。これを着実に実行し、成長発展につなげる必要がある。 
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（目標） 

事業計画を策定した後は、３ヶ月に一度巡回訪問することにより進捗状況を把握、検

討し、ＰＤＣＡを常に回していくサポートを実施していく。計画実施中に予期せぬ事態

が発生したりして解決が必要になった際には、積極的に相談に応じる。 

より難度の高い課題がこの段階で発生した場合は、上記と同様専門家の力を借りるなど

し、伴走型指導（フォローアップ）の名に見合う支援に留意する。 

そしてそれから得られた結果、成果を創業、事業承継支援、経営革新承認支援等に繋

げて行く。 

 

（事業内容） 

（１）計画作成後のフォローアップ 

 事業計画策定後、対象小規模事業者に対し、四半期に１度巡回訪問し必要な指導・助

言を行い、計画の進捗状況を把握する。併せて、現実との整合性を常に分析検討するも

のとする。進捗状況が思わしくない事業所へは巡回回数を増やすなどして、よりいっそ

うの支援強化に努める。 

 実施に障害が生じた場合は、発生原因を根本から調査し、計画の見直し修正について

共に協議する。 

（２）創業、事業承継、経営革新承認等支援 

 平成２７年に実施した小規模事業者へのアンケート調査の結果、御津町内の小規模事

業者は総じて創業年数が長く、後継者のいない割合が高いということが判明した。この

ままでは近い将来後継者不足による廃業増加により、地域の活力が低下するということ

にもなりかねない。そこで、この傾向に多少なりとも歯止めをかけ、将来にわたって地

域経済の活力を維持するための方策が必要となってくる。 

行政や商工会議所、周辺商工会、地元金融機関との間で行われている創業支援の取り

組みによりいっそう関与するほか、御津町に特化した創業、事業承継予定者、経営革新

申請者等に対する支援事業を、地元金融機関支店と合同で開催し、相談に応じると共に、

参加者に対しその後のフォローアップなど伴走型の支援を行うなど、多方面との連携の

下に地元商工業振興に繋げる事業を実施する。 

また、『経営革新』計画作成、承認を支援し、既存事業所の新しい取り組みを促して

更なる活性化を図る。 

創業及び事業承継を支援することにより、事業所数維持に加えて雇用の場の確保へと

つなげる。こうして、短期長期にわたる人口及び雇用の確保に貢献する事で、豊川市の

『まち・ひと・しごと創生総合戦略』推進を側面から支援する。 

①とよかわ創業・起業支援ネットワークの積極的活用 

 例年、豊川市や豊川商工会議所、豊川市内他商工会、豊川信用金庫、日本政策金融

公庫豊橋支店との共催により、創業塾やセミナー開催、ビジネスプラン策定支援や創

業・経営支援相談事業を実施し、創業支援に努めているが、今後創業者発掘に力を入

れるなどして本事業へのよりいっそうの関与に努める。 

②御津町版創業支援事業の実施 

市全体を対象とした上記事業とは別に、創業セミナーや金融機関地元支店との協力

により、御津町に絞った創業支援事業を実施する。引退予定事業主と新規創業予定者

とのいわゆる『マッチング』（親族間のものも含む）にも力を入れ、新陳代謝を支援す
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る。具体的には、創業希望者と廃業予定者に対して、承継相談の場所（いわゆるお見

合いの場）を提供し、感触ある事案について、必要な場合は外部の専門化等の助力を

受けつつ、個別に承継、第二創業等への支援を行う。 

③事業承継支援 

  現在御津町内の事業者の約 54％は事業者の年齢が 60 才以上であり、また 58％の事

業者が事業承継について対策をとっていないのが現状である。そこで、毎月の巡回指

導で事前に事業承継対策が実施されているかどうかを確認の上、今後の方針や事業承

継計画の策定に繋げていき、事業承継に対する意識を高めてもらう。専門家の派遣に

関しては、（独）中小企業基盤整備機構の事業承継コーディネーターや事業引き継ぎ

センター等と連携し、掘り下げた支援とする。 

④経営革新等承認支援 

  御津地区には大恩寺などの歴史ある神社仏閣やイチジクやシクラメン等の農産物

等の地域資源があり、過去にも地域資源活用の認定企業も輩出している。 

しかし、十分に地域の資源や自社の強みを活かしている企業は少ない状態である。

そこで、経営分析、経営計画策定、補助金申請をした事業者に対して、事業の特徴を

リスト化し、それぞれの特徴にあった経営革新、地域資源活用、農商工連携、新連携

等の見込み先として、それぞれの施策承認の利点を説き、新たな取り組みの具体化を

促す。また、専門家の派遣に関しては、県連合会の専門化派遣事業や中小企業基盤整

備機構のプロジェクトマネージャー等を活用することにより計画の精度向上や作成の

迅速化を支援する。 

 

（目標数値） 

支援内容 現 状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

経営計画フォ

ローアップ件

数 

０件 ２０件 ２０件 ２５件 ２５件 ３０件

創業(及び事

業承継)支援

件数 

２件 ２件 ２件 ３件 ３件 ４件

経営革新等承

認件数 
０件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】  
 
（現状と課題）  
中小・小規模事業者が事業を継続させ、成長を続けていくためには、自らの提供する

商品・サービスについて、新たな販路の開拓や新商品の開発に活かせるような消費者ニ

ーズ、市場動向等を把握することが欠かせない。しかし、当商工会においては、従来需

要動向の調査は行われておらず、その都度経営指導員個々がその経験に基づく対応をし

てきたことに留まり、事業者に対して組織的に当該情報を提供する体制は整っていなか

った。 

 

（目標） 

今後は、事業者が提供する商品や役務に関してその需要を調査、分析し、結果を速や

かに提供する。 

こうして、事業者に、自らが置かれている外部的な状況を把握していただく。加えて、

これを基に事業計画策定等に活用するなどして、更なる持続的発展をさせるために活用

する。  
  
（事業内容）  

（１）既存調査やデータを活用した需要動向調査 

①国・業界団体等が行う個人消費に関する調査結果の提供 

内閣府が行う消費動向調査（消費意欲や消費者心理を把握し、景気判断の基礎資料

を得ることを目的とする調査）の結果や、業界団体等が行う需要動向調査（商品・サ

ービス別の短期及び中長期売上高等）報告などを取りまとめ、対象事業者が利用しや

すいよう収集分析を行う。  
結果は紙やタブレット端末データにまとめて、巡回指導や窓口指導の際に事業者へ

提供する。 

消費、景気、需要動向の変化をいち早く事業者に知らしめ、販路開拓や新商品開発

並びに事業計画策定のために役立てる。 

②日経テレコンＰＯＳ情報やインターネット通販サイト情報の提供  

日経テレコンの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」や、

価格.com、amazon 等のインターネット通販サイトを活用し、事業者の取り扱う商品の

ジャンルに合わせて、売れ筋商品ランキングや平均価格などの総合分析を行う。  

結果は紙やタブレット端末データにまとめて、巡回指導や窓口指導の際に事業者へ

提供する。 

市場、消費者がどのような商品を好むかを把握し、販売・営業戦略構築並びに事業

計画策定のために役立てる。 
③各種調査レポートによる市場動向情報の提供  

国内外の業界・経済・市場動向等について「日本総合研究所」、「富士経済」等のレ

ポートを基に種々の業種の市場動向の推移や今後の予測などを抽出する。 

結果は紙やタブレット端末データにまとめて、巡回指導や窓口指導の際に事業者へ

提供する。 

市場の今後の推移を予測することにより、販売・営業戦略構築並びに事業計画策定
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のために役立てる。 

 

（２）個社商品についての需要動向調査 

 消費者ニーズを把握するため、小規模事業者の提供する商品やサービスについて、ゆ

めや市（アンテナショップ）へ来訪の顧客からのテストマーケティング（アンケート）

調査支援を行い、売上拡大への足掛かりとする。 

調査する項目は、①購入理由②購入動機③他との比較の他、食品の場合は①風味②食

感③価格④パッケージ、それ以外は①デザイン②価格③品質④使い勝手 

収集分析した結果は紙資料やタブレット端末データにまとめて、巡回指導や窓口指導

の際に事業者へ提供する。 

顧客の生の声を彼等に提供することにより、的確な判断をする一助としていただくと

共に、事業計画作成にも役立てる。 
 
（目標）  

項  目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（１）既存調査やデータを

活用した需要動向調査の結

果を提供する事業所数  

０件 ２４件 ２４件 ３０件 ３０件 ３６件

（２）個社商品需

要動向調査 

調 査 商

品数  
０件 ２件 ３件 ４件 ４件 ５件

調 査 票

回収数 
０枚 ６０枚 ９０枚

１２０

枚

１２０

枚

１５０

枚

 
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） 

小規模事業者が将来にわたって持続的に成長発展するためには、魅力ある商品・サー

ビスの開発や、それらの販路開拓が不可欠である。当御津町にも、地元産三河木綿を原

料とする、武道着の生地を用いたバッグや、こだわりの手作り家具とその派生品（木製

小物）など、独自の、特徴ある産品は存在しているし、新規商品などの開発に取り組ん

でいる事業者も少なからず存在する。しかし、彼等にとって、情報力やノウハウ等の点

で、独自の販路開拓は容易なことではない。 

これらをいかに地元発の地場商品とし、当該企業の振興を通して産業を活性化させ、

御津地区の知名度向上に役立たせるかが重要となる。 

また、小売店飲食店のＳＮＳ利用を促し、ネットへの情報発信による町内外からの集

客向上も求められている。 
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（目標） 

小規模事業者が従来注力不十分であった販路開拓に意欲的に取り組んでいただくた

め、以下の提案指導を行っていく。 

商工会連合会、地元の商工会議所や金融機関等が実施している物産展、ビジネス交流

会等への地元小規模事業者の出店・参加を支援して行く。ただ単に紹介するだけではな

く、事前に専門家によるレクチャーを受ける機会を設け、出店への心構えから、参加準

備、参加の留意点等を事業者に伝え、効果に繋がる出展を支援する。その後のフォロー

も行い継続的事業者がレベルアップできる仕組みを提供していく。 

また、ネットを利用した個店の情報発信にも力を入れ、その存在を町内外の消費者に

知らしめ、集客のツールの一つとする。 

これらのことにより、小規模事業者の知名度が上がり、取引拡大に結びつくことを目

指す。 

 

（事業内容） 

（１）各種機関主催の展示会・商談会への出品参加支援 

 下記の展示会等の情報を小規模事業者に提供するのみでなく、自社の目的に合ったも

のへの積極的参加を促すと共に、参加決定後は専門家による出店準備、出店の際の留意

点等について、出店者対し、事前に勉強していただく機会を提供する。 

 終了後は、参加した経験、ノウハウについて、次に生かす取組みとして反映させるよ

う、ＰＤＣＡによる伴走型支援を行うことにより、成果に結びつける。その際、より高

度な指導が必要となった場合は、愛知県商工会連合会などの専門家を招聘し、課題に応

じた支援を実施する。 

 ［情報提供・参加勧奨する展示会等］ 

  ①メッセナゴヤ（愛知県他主催）②ニッポン全国物産展（全国商工会連合会 

主催）③かわしんビジネス交流会（豊川信用金庫主催）④地域の絆情報交換・ 

商談会（東三河広域経済連合会主催）他 

 最終的にこの支援実施により、商談成立の確率を上げ、販路拡大、売上増を目指す。

 

（２）通販サイト、アンテナショップ等への出展支援 

 全国商工会連合会のインターネットショッピングサイト『ニッポンセレクト』並びに、

県内物産を取り扱う二つのアンテナショップ『まるッと！あいち』（愛知県商工会連合

会が県営名古屋空港に出店）ならびに『ピピッとあいち』（愛知県が名古屋市中区栄の

中日ビルに出店、平成３１年度からは同ビル建て替えのため移転予定）への町内小規模

事業者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。 

 募集情報を小規模事業者に提供するのに加え、出品決定後は専門家による出品準備、

出店の際の留意点等について、出品者対し、事前に勉強していただく機会を提供する。

 終了後は、出品した経験、ノウハウについて、次に生かす取組みとして反映させるよ

う、ＰＤＣＡによる伴走型支援を行うことにより、成果に結びつける。その際、より高

度な指導が必要となった場合は、愛知県商工会連合会などの専門家を招聘し、課題に応

じた支援を実施する。 

 最終的にこの支援実施による販路拡大、売上増を目指す。 
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（３）ＳＮＳを活用した個展情報発信の支援 

 ＳＮＳ活用により、個店の魅力を広く一般に発信することを目指す小規模事業者に

対し、愛知県商工会連合会などからインターネットに詳しい専門家を招聘し、個別指

導による支援を行う。発信後は、３ヶ月に１回より一層の事後改善のための指導を商

工会がフォローする。 

 

（目標数値） 

支援内容 現 状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

物産展等への

参加 
２社 ５社 ５社 ７社 ７社 １０社

うち商談成立

件数 
０件 ２件 ２件 ３件 ３件 ４件

アンテナショ

ップ等への出

店 

２社 ３社 ４社 ５社 ５社 ７社

うち売上２％

以上向上 
０社 １社 １社 ２社 ２社 ３社

専門家派遣に

よる小売飲食

店へのＳＮＳ

活用指導 

１店 ２店 ２店 ３店 ３店 ４店

うち売上２％

以上向上 
０店 １店 １店 １店 １店 ２店

 
 
Ⅱ．地域経済活性化に資する取り組み 

 

１．地域経済活性化のための取り組み 

 

 少子高齢化の進行は全国的なものであり、御津町もその例外ではない。そんな中にあ

って当地域が継続的に発展するためには、実情に合致した独自の方策を取ることが求め

られる。 
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 加えて、御津町の経済が活性化するためには、地域に人を呼び、消費を活発化すると

共に、新たな産業を立地させる必要がある。当商工会は、①『小規模事業者ＰＲ』②『観

光振興』③『豊川市企業立地情報交換会を活用した連携』の点からそれらを支援するた

めの取り組みを地域の関係機関と密接に連携しながら行い、御津町の地域商工業の将来

の展望を開くための一助とする。 

 

（事業内容） 

（１）商工祭『みとふれあいまつり』の開催 

当商工会では毎年１回地元商工業のＰＲと、小規模事業者の存在周知、販路拡大のた

め、『みとふれあいまつり』を豊川市の協力の下地元の御津連区（自治会組織）と共同

で開催し、地域経済活性化の一助とすると共に、即売・イベント等を通じて消費者たる

住民と交歓する。 

 

（２）地域のマップ作製 

御津町内には、重要文化財である『絹本著色王宮曼荼羅図』を擁する大恩寺ほか、観

光資源がいくつか存在している。また、独自のメニューや商品を揃えた、知る人ぞ知る

飲食店や商店もそこかしこにある。これらを一体的に紹介する特産品マップを、当商工

会商業近代化委員会監修の下に作成し、関係方面へ配布する。作成部数は２，０００部、

５年毎の発行とする。 

これを地域紹介のツールのひとつとして御津町に関する情報発信に用いる。豊川市内

の観光案内所、鉄道駅、道の駅等、県内観光案内所や空港に置き、来訪者に配布いただ

くほか、報道機関、出版社等への取材依頼の資料に用い、紹介に一役買っていただくこ

とにより御津町への観光客の誘致とそれに伴う消費の増加、経済効果の浸透を目指す。

 

（３） 豊川市企業立地情報交換会を活用した連携 

 『豊川市企業立地情報交換会』（地域の経済･雇用基盤を支える企業と行政との連携を

高めるとともに、東三河圏における一層の産業振興を図るため豊川市と豊川商工会議所

が共同で主催する会議。愛知県、豊川市内４商工会、周辺市町村も構成員となっている。）

において東三河地域の商工業関係者が一堂に会し、中小･小規模企業が抱える問題の把

握、解決策の検討をする中で、連携体制を強化し必要な施策の構築を図っている。 

 当商工会では、以下の二つの課題についてこの場を活用し、実現に向けた連携を図る。

① 駅南北連絡橋計画支援 
長年の懸案であった、御津町の玄関たるＪＲ東海道本線愛知御津駅の南北連絡橋の

設置と駅の橋上化の実現に向け、行政が動き出しつつある。 

もちろんこうした計画は複雑な事情も様々に絡んでおり、息の長いものとならざる

を得ないし、具体化するだけでも今少し時間がかかるものと思われる。しかし、当商

工会としてはこの機会を看過することは避けねばならない。これを千歳一隅の好機と

捉え、今から対応策を検討しておく必要がある。南北連絡橋が地域に及ぼす影響の予

測や、地域、特に商業に及ぼす経済効果を最大限にするための計画立案などである。

商工会地域工業委員会により、この件について今後継続して方向性を考えて行く。具

体的には、豊川市の担当者を招聘して勉強会を開催したり、同様の計画が成功裏に実

現した先進地に学ぶなどし、しかる後に地元小規模事業者の目線からの検証、議論を
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十分に重ねた後、最終的に当商工会なりの意見、提言をまとめ、それが駅南北連絡橋

計画そのものに反映されることを目指す。 

当該事業に関して豊川市は、平成２２年度策定の都市計画マスタープランにおいて、

『駅を中心とした地域住民の生活を支える地域拠点の形成』をまちづくりの目標に掲

げ、周辺道路の整備等に着手しているが、連絡橋の設置については『地元が一体にな

って事業を推進する機運が醸成される事が必要』との立場を取っている。 

連絡橋の実現に向けては、住民有志も研究グループを組織し住民の啓蒙や意見集約

等の活動を開始しており、当商工会に対しても協力の打診が来ている。 

今後は彼等との意見交換や、共に住民意識の盛り上げに努める。また、行政に対し

ては『豊川市企業立地情報交換会』等の場を活用し、当方の意見を踏まえた最適な都

市計画が立案されるよう最大限連携を深め、共に地域活性化を期す。 

② 臨海部工業地域活性化 
御津町の臨海部にある工業用地（御津１区ならびに２区）は、昭和５４年の事業開

始以来、愛知県のものづくりの拠点のひとつとして造成、企業進出が行われ、御津町

の産業集積とそれに伴う地域活性化の一翼を担ってきた。しかし、平成２３年３月の

東日本大震災の発生により、地震特に津波災害への懸念から用地の分譲や企業進出が

滞っているのが現状である。 

このままでは、産業立地の遅れと、それに伴う雇用の場の不足から、地域経済活性

化に歪みが生じたり、臨海工業用地への通勤者数が少ないために上記の愛知御津駅橋

上化の前提たる乗降客数増加の目論見が外れるといった事態が憂慮される。 

この状況を打開するため、平成２７年度より愛知県は企業庁三河港工事事務所を豊

川市御津支所に移転させ、用地の追加造成及び分譲に注力を始めた。豊川市も、上記

①で引用の都市計画マスタープランにおいて掲げた『水に映える、快適で活気あるま

ちづくり』との目標実現のため、臨海部の機能向上を施策の１つに挙げている。また、

当商工会においても同年度より当該工業用地に立地する企業を訪問し、事業所の現状

や臨海工業用地での立地のあり方、地域との結びつき等について広く考えを伺ってい

る。 

今後は、誘致を円滑に進め、当該事業所群を御津の地域経済に組み込むことを目標

に、行政に対しては『豊川市企業立地情報交換会』等の場を活用し、上記訪問活動に

よって得られた当方の状況及び、それらをまとめて出された意見を適確に伝えるのに

加え、当方の意見を踏まえた最適な整備計画が立案されるよう最大限連携を深め、共

に地域活性化を期す。進出企業に対しては、実態把握及び意見交換を継続し、共に地

域活性化を期すため協力を模索する。 

 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

 各種会議や「予算編成に関する要望書」提出を通じて豊川市との情報、意見交換を図

るほかに、当商工会を始め豊川市内の他の商工会の正副会長と、豊川商工会議所の正副



- 25 - 
 

会頭で組織する「商工会・商工会議所情報交換会」や、日本政策金融公庫豊橋支店管内

の商工会商工会議所経営指導員を対象とする「経営改善貸付連絡協議会」、愛知県商工

会連合会が毎年開催する「経営支援事例発表大会」、同連合会東三河支部主催の「経営

指導員研究会」等の研修会、加えて愛知県商工会職員協議会本部支部開催の各種研修会

や会議などの際に情報交換する。 

 他の支援機関は、当商工会にはないノウハウ等独自のスキルも持っている。各種会議、

懇談会を通じて、情報に加えてそれらも積極的に交換するようにし、小規模事業者支援

のための能力をより向上するよう努める。 

（事業内容） 

（１）「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」ほか、豊川市産業部と、当商工会を始

めとする豊川市内の商工会商工会議所との間の各種会議、懇談会において、市内の経済

動向や商工行政についての意見交換をはじめ、各種要望表明を行う（年６回）。 

 

（２）「商工会・商工会議所情報交換会」等において、市内の商工会等の事業内容運営

について情報交換し、抱える課題を共通認識することで、以後の小規模事業者支援事業

運営に役立てる（年１回）。 

 

（３）日本政策金融公庫豊橋支店管内の商工会商工会議所経営指導員を対象とする「経

営改善貸付連絡協議会」において、広く支店管内の商工会商工会議所との間で、それぞ

れの地区の景況や実施事業等について幅広く情報交換をする（年１回）。 

 

（４）愛知県商工会連合会開催の「経営支援事例発表大会」（年１回開催）をはじめと

して、同連合会東三河支部主催の「経営指導員研究会」等の研修会（年６回）、愛知県

商工会職員協議会本部、同支部開催の各種研修会や会議（年３回）などを利用して、情

報交換並びに支援のための能力向上を図る。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 「経営指導員等応用研修会」に参加するのをはじめ、愛知県商工会連合会開催の職階

別、項目別の研修会、加えて、全国商工会連合会が実施するＷＥＢ研修を受講する事で、

最新の情報、ノウハウ等を会得し、小規模事業者支援のための能力向上を図る。 

月１回会議を行い、受講内容について発表し、また報告書に記載することにより、職

員間の意思統一と有用な情報の交換に努める。 

 指導現場における各職員の指導力の平準化を図るため、ＯＪＴに力を入れ、職員の伴

走型支援能力を底上げする。 

 

（事業内容） 

（１）「経営指導員等応用研修会」への参加 

 愛知県商工会連合会と名古屋商工会議所が合同で開催している当該研修会（６ｈ×６

回）へ参加し、中小小規模企業施策や地域資源、事業承継、海外展開等について指導力

の取得を図る（経営指導員）。 
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（２）愛知県商工会連合会開催の、自らの職階、テーマに該当する研修会等の積極的受

講 

 『情報化推進』等様々なテーマで開催されている各種研修会を受講し、必要な知識技

能の習得及び支援能力の向上を図る（経営指導員他全職員）。 

 

（３）豊川市周辺商工会の職員と合同で課題別勉強会を実施する 

東三河指導員研究会において、（独）中小企業基盤整備機構から講師派遣を求め、経

営指導員の経営力の強化のためのスキルアップ研修を実施する（経営指導員）。 

 

（４）ＷＥＢ研修受講 

全国商工会連合会提供の、ＥラーニングたるＷＥＢ研修（３０分×７５回）の受講に

より、経営指導を実施していく上で必要となる知識を習得し、小規模事業者の高度化・

多様化するニーズに対応し、創業・経営革新等につながる提案型指導ができるよう努め

る（経営指導員他全職員）。 

 

（５）専門家派遣同行時の学習 

専門家派遣事業を実施する際、経営指導員が同行し、指導技術、方法などを学習する

（経営指導員）。 

 

（６）職員間の情報共有、相互連携体制の確立 

こうした受講、学習により自らの能力向上を図るとともに、得た知識等を、定例会議

を通じて他職員とも共有する。 

具体的には、月１回会議を行い、経営発達支援事業進捗状況及び個社に対する支援状

況についての情報共有を図り、研修会等の受講内容について報告し、成果を共有するこ

とにより互いの資質向上を図る。 

職員毎に得意分野、経験年数が異なるため、互いにＯＪＴを行い、知識、指導内容な

どで他者の長所を学び吸収し、商工会全体での小規模事業者への伴走型支援能力の向上

につなげる 

 個々の小規模事業者の指導情報について経営カルテ（データベース）に保存して皆が

閲覧出来るようにし、将来人事異動が実施されても指導の質低下が起きないような体制

を築くものとする。 
 今後は、巡回先においても事務局と同様の対応が出来るよう、ＩＴ（タブレット端末

等）を用いた情報の利用を進める。 
 
 
 
３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

 本経営発達支援事業の実施状況及びその成果について評価、見直しを毎年度実施する

ことで、この事業が町内小規模事業者に及ぼした効果を検証する。また、計画と実績の

差を確認し、見直すことで持続可能な計画を維持する。 
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（事業内容） 

（１）経営発達支援計画についての評価、再検討を行うため、外部の有識者を加えた『経

営発達支援事業検討委員会（仮称）』（下記に記載）を開催する。 

 外部有識者の視点も交えて本事業の実施状況、成果について評価、見直しを行い、以

後の小規模事業者支援についての方針を決める。 

 

（２）上記の結果を当商工会理事会へ報告し、承認を求めるとともに、再検討を行う際

はその方針を提示いただく。 

 このことにより計画内容が役職員に周知され、一丸となった事業遂行を行う。 

 

（３）本事業の内容と、実施状況の評価、再検討の経緯については、「御津町商工会情

報」および当商工会ホームページにて公表する。 

 

（４）評価、結果見直しを早急に実行し、改善に移す（ＰＤＣＡサイクル）。 
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検討委員会（仮称）名簿 
 役 職（所属） 氏  名 

商 工 会 

会長 大林 寛治 

副会長 寺部 幸吉 

副会長 竹内 幹尚 

外部委員 

豊川市商工観光課 商工労政係長 原田 克義 

豊川信用金庫御津支店次長 大柿 勝洋 

中小企業診断士 松井 督卓 

事 務 局 御津町商工会事務局長 山田 典永 
 
 
 

 

 

 

 

経営発達支援計画遂行のためのＰＤＣＡサイクル 
 

 

 

                

           計画策定 

 

 

 

 

 

   計画                              計画実施 

   再実施 

 

 

 

            計画 

            評価・ 

            見直し 
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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１０月現在）

（１）組織体制 

 御津町商工会役員 

  会 長   １名 

  副会長   ２名 

  理 事  １７名 

  幹 事   ２名 

※経営発達支援事業の実施と、評価再検討は、当商工会理事会の権限において行う。 

 

 御津町商工会事務局 

  事務局長       １名 

  経営指導員      ２名 

  補助員        １名 

記帳専任職員     １名 

一般職員（臨時職員） １名 

※経営発達支援事業の実務は、事務局長の総括指揮の下、経営指導員を中心に実施し、

補助員、記帳専任職員、一般職員は、これを補完する役割を務めるものとする。 

 

 

（２）連絡先 

 御津町商工会 

 〒４４１－０３１２ 愛知県豊川市御津町西方松本２３－８ 

 ＴＥＬ０５３３－７６－３７３７  ＦＡＸ０５３３－７５－３３３３ 

 E-mail  mito@aichiskr.or.jp 

  URL      http://mitosyoko.ec-net.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

必要な資金の額 45,500 46,000 46,000 46,000 46,000

 

小規模事業対策事

業費 
（内訳） 
地域総合振興事業

費 
経営改善普及事業

費 

45,500 

 

 

11,000 

 

34,500 

46,000

11,000

35,000

46,000

11,000

35,000

46,000 

 

 

11,000 

 

35,000 

46,000

11,000

35,000

（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 

愛知県補助金 
豊川市補助金 
会費 
報奨金、助成金 
各種手数料 
（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

１．経営分析・需要動向調査 

２．事業計画作成・実施支援 

３．創業・経営革新支援 

４．小規模事業者販路開拓支援 

５．地域経済活性化のための取り組み 

６．支援ノウハウ等の情報交換 

連携者及びその役割 

１．愛知県商工会連合会 会長 森田哲夫 

  〒450-0002 愛知県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(ウィンクあいち)１６階 

  TEL052-562-0030 

※経営分析・需要動向調査 小規模事業者販路開拓支援 支援ノウハウ等の情報交換

専門家派遣 経営指導員等資質向上 

 連携理由…上部団体として、経営発達支援事業全般の指導、助言を仰ぐほか、必要に

応じ専門家を派遣いただき、相談事業の実施や経営指導員等の資質向上のための勉強会

を開催するため 

 小規模事業者の販路開拓の場を提供いただくため 

 需要動向調査等に必要な資料を提供いただくため 

 

２．愛知県 知事 大村秀章 

〒460-8501  愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１－２ 

TEL052-961-2111 

愛知県 東三河総局 総局長 長谷川洋 

〒440-8515  愛知県豊橋市八町通５－４ 

TEL0532-54-5111 

※経営分析・需要動向調査 地域経済活性化のための取り組み 

 連携理由…監督官庁として、経営発達支援事業全般の指導、助言を仰ぐほか、必要に

応じ専門家を派遣いただき、経営指導員等の資質向上のための勉強会を開催するため 

 講習会等、小規模事業者の研鑽の場を提供いただくため 

 

３．（公財）あいち産業振興機構 理事長  森鋭一 

〒450-0002  愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４－３８ 

愛知県産業労働センター(ウィンクあいち) 

TEL 052-715-3061 

※経営分析・需要動向調査 小規模事業者販路開拓支援 

 連携理由…専門支援機関として、必要に応じ専門家を派遣いただき、相談事業の実施

や経営指導員等の資質向上のための勉強会を開催するため 
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 講習会等、小規模事業者の研鑽の場を提供いただくため 

 

４．（独）中小企業基盤整備機構中部本部 本部長 花沢文雄 

〒460-0003  愛知県名古屋市中区錦二丁目２－１３ 名古屋センタービル 4階 

TEL052-201-3003 

（独）中小企業基盤整備機構中部本部 中小企業大学校瀬戸校 校長 加藤実 

〒489-0001  愛知県瀬戸市川平町７９ 

TEL0561-48-3400 

※経営分析・需要動向調査 事業計画作成・実施支援 

 連携理由…専門支援機関として、必要に応じ専門家を派遣いただき、相談事業の実施

や経営指導員等の資質向上のための勉強会を開催するため 

 講習会等、小規模事業者の研鑽の場を提供いただくため 

 需要動向調査等に必要な資料を提供いただくため 

 

５．豊川市 市長 山脇実 

〒442-8601  愛知県豊川市諏訪一丁目１ 

TEL 0533-89-2111 

※経営分析・需要動向調査 創業・経営革新支援 地域経済活性化のための取り組み 

支援ノウハウ等の情報交換 

 連携理由…監督官庁として、経営発達支援事業全般の指導、助言を仰ぎ、かつ協力し

て将来構想たる「豊川市ひと・まち・しごと創生総合戦略」を実現するため 

 豊川市内の他商工会商工会議所等とともに小規模企業支援を実施し、地域活性化に資

するため 

 小規模事業者の販路開拓の場を提供いただくため 

講習会等、小規模事業者の研鑽の場を提供いただくため 

 

６．㈱日本政策金融公庫 豊橋支店 支店長 谷口大 

〒440-0806  愛知県豊橋市八町通二丁目１５ 

TEL0532-52-3191 

※創業・経営革新支援 創業・経営革新支援 支援ノウハウ等の情報交換 

 連携理由…地元商工業者に対する金融の円滑化と融資相談時の窓口を確保するため

専門支援機関として、必要に応じ専門家を派遣いただき、経営指導員等の資質向上の

ための勉強会を開催するため 

需要動向調査等に必要な資料を提供いただくため 

 

７．豊川信用金庫 理事長 半田富男 

〒442-0029  愛知県豊川市末広通三丁目３４－１ 

TEL0533-89-1151 

豊川信用金庫 御津支店 支店長 小栗久弥 

〒441-0312   愛知県豊川市御津町西方長田２－３ 

TEL0533-75-3141 

※経営分析・需要動向調査 創業・経営革新支援 小規模事業者販路開拓支援 
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 連携理由…地元商工業者に対する金融の円滑化と融資相談時の窓口を確保するため

豊川市内の他商工会商工会議所等とともに小規模企業支援を実施し、地域活性化に資

するため 

 小規模事業者の販路開拓の場を提供いただくため 
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連携体制図等 

地域資源

御津町商工会

周辺商工会豊川商工会議所金融機関 豊川市

愛知県商工会連合会

中小機構 中部本部

よろず支援拠点

ミラサポ

事業引き継ぎセンター

地域支援機関等

連携

ビジネス
マッチング 創業塾

 



 
 

 


