
経営発達支援計画の概要 

実施者名 蒲郡商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

目標 

「地域産業資源が豊富である」という当地域の強み、小規模事業者が抱える経

営課題である「売上・利益の確保」、当商工会議所アクションプランに示す小

規模事業者の中期的な振興のあり方を踏まえ、①需要を見据えた計画的な経営

を伴走型で支援②地域の新たな担い手を連携体制で育成支援③多様な連携体制

による地域産業の活性化を事業方針とし、小規模事業者の経営課題を解決する

ことにより「小規模事業者と地域全体を支援し、元気にする」ことを目標とす

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 

（1）景況調査 

（2）商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査 

 ２．経営状況の分析に関すること 

（1）経営状況の分析 

３．事業計画策定支援に関すること 

（1）事業計画策定支援 

（2）創業支援 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（1）策定後の実施支援 

 ５．需要動向調査に関すること 
（1）市場動向調査 

（2）需要動向調査 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
（1）新規顧客の開拓支援 

（2）商品・サービスのプロモーション支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
（1）蒲郡ｼﾃｨｾｰﾙｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ＜地域産業資源を生かしたﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開発＞ 

（2）福寿稲荷ごりやく市＜まちづくり＞ 

（3）蒲郡技術科学振興会＜ものづくり・新産業創出＞ 

（4）ﾐｶﾜ・ﾃｷｽﾀｲﾙ・ﾈｯﾄﾜｰｸ事業＜地域産業資源を生かしたﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開発＞ 

              ＜繊維産業振興＞ 

（5）みかわ de オンパク＜観光振興＞ 

（6）癒しとアンチエイジングの郷推進事業＜新産業創出＞ 

 

連絡先 

蒲郡商工会議所 中小企業相談所 

〒４４３－８５０５ 愛知県蒲郡市港町１８－２３ 

ＴＥＬ（０５３３）６８－７１７１  ＦＡＸ（０５３３）６８－０３３９ 

ＵＲＬ http://www.gamagoricci.or.jp/  Mail info@gamagoricci.or.jp 
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行政人口 ８１，７４６人 

世 帯 数 ３１，１７７世帯

（平成２６年１２月１日 蒲郡市住民基本台帳）

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

・地域の現状 

蒲郡市は、愛知県東南部に位置し、南は渥

美・知多半島に抱かれた三河湾に面し、残る

三方を山麓に囲まれた温暖な地で海岸線に

沿って市街地が形成されている。三河湾一円

は、国定公園に指定されており、湾内には大

小幾多の島々が点在し、蒲郡市は、その中心

地として４つの温泉郷を抱え、風光明媚な観

光地として多くの人に愛されている。近年で

は、テーマパークのラグーナテンボスが新た

な観光スポットとして脚光を浴びており、年

間約７００万人の観光客が蒲郡市を訪れて

いる。 

また、歴史のある織物、繊維ロープを始め

とした繊維産業、県下でも有数の水揚げを誇

る漁業、温暖な気候を利用したみかん栽培な

ど多様な地場産業が形成されている。昭和４

１年に開港した蒲郡港（国際貿易港三河港蒲

郡地区）は、輸出は完成自動車、輸入は木材

が中心となっている。蒲郡港に隣接して整備された臨海工業用地には、物流関係の他、精密機

器や木材加工、機械金属、輸送用機器、食品、肥料など約８０社の企業が立地している。 

蒲郡市は、狭い市域にあって、貿易港を持ち、繊維、繊維ロープ、観光、漁業、みかん等が

それぞれ県下有数の産地・産業として発展してきた都市で、「中小企業による地域産業資源を

活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき、愛知県知事が指定する地域産業資源は、４

０件と数多くあり、地域産業資源が豊富であることが、当地域の強みとなっている。 

 

蒲郡市の地域産業資源 

鉱工業品及び鉱工業品 

の生産にかかる技術（18 件） 

きしめん、三河の綿スフ織物、三河のロープ･網、三河木

綿、医療用機械器具・医療用品、寝具、インテリア織物、

ガマゴリうどん 他 

農林水産物（7件） 
いちご、蒲郡みかん、あさり、メヒカリ、ニギス、アカ

ザエビ 他 

観光資源（15 件） 

あじさいの里、蒲郡地区マリーナ、エリカカップヨット

レース、蒲郡温泉、竹島、西浦温泉、三谷温泉、形原温

泉、三河大島、福寿稲荷ごりやく市 他 
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・小規模事業者の現状 

蒲郡市における小規模事業者の現状は、

消費者ニーズの多様化、競争激化、行政人

口・生産人口の減少による消費購買力の低

下、地域経済の疲弊、地域住民と経営者の

高齢化、後継者不足等々の外部環境変化へ

の対応の遅れの影響により、小規模事業者

の数が大幅に減少している。 

右図「小規模事業者数の推移」でみると、

平成１８年と平成２４年の比較において 

①小規模事業者全体の事業所数は、３５８

事業者（▲１１％）の減少 

②業種別にみると卸・小売業の減少率が最

も高く１６０事業所（▲１８％）の減少、

次いで製造業が１４４事業所（▲１

７％）の減少 

③卸・小売業の減少率が高くなったのは、

商店街の疲弊による影響が大きく平成

１８年当時は、５つの商店街振興組合が

活動していたが、現在、そのうちの２組

合は解散し、１組合は活動休止状態にあ

る 

④製造業においては、地場産業である繊 

維工業の減少率が最も高い 

 

・小規模事業者の抱える経営課題 

平成２５年度に当商工会議所が全会員を対象に実施したアンケート調査「会員企業の経営課

題・問題点・要望事項」によると「現在の経営課題は」の質問に対する上位の５回答は、 

 

①売上高の増大            ６９．６％ 

②収益力の改善            ５８．７％ 

③新商品の開発            ２８．３％ 

④従業員の新規採用          １９．６％ 

⑤工場又は店舗内の設備の更新・改装  １８．５％ 

 

であり、経営課題は、売上高の増大・収益力の改善（売上・利益の確保）とする会員が圧倒的

に多かった。また当商工会議所会員の約８０％が小規模事業者であることから、小規模事業

者においても同様な経営課題を抱えていると考えることができる。 

 

・小規模事業者の中期的な振興のあり方 

当商工会議所は、地域の総合経済団体として商工業の総合的な改善発達を図るため３年毎に

中期的なアクションプランを策定している。平成２６年度に策定したアクションプラン（平成

２６年度～平成２８年度）は、「Challenge & Growth（挑戦と成長）」をスローガンに以下の
７項目を重点施策として積極的に推進することとした。 

その他

卸・小売業

宿泊業･飲食

サービス業 

資料：事業所・企業統計調査、経済センサス 

製造業

建設業

小規模事業者数の推移 
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①産業振興政策提言（蒲郡市産業振興条例制定に向けた提言、インフラ整備促進に関する要望

強化 他） 

②ひとづくり事業（人材育成の支援、人材確保の支援） 

③ものづくり事業（産学官連携事業の強化、繊維産業の振興） 

④まちづくり事業（蒲郡駅中心のまちづくりの推進、観光産業の振興、商業・商店街の振興）

⑤経営支援事業（巡回窓口相談指導の強化、専門性の高い経営支援体制の確立、販路開拓支援）

⑥ヘルスケア産業の創出・育成事業－癒しとアンチエイジングの郷づくり（ヘルスケア産業の

事業化・市場化の推進、広域連携によるヘルスケア産業の育成） 

⑦組織・財政・運営基盤の強化（組織的・計画的な会員増強、会員サービス事業の充実、共済

事業・会館事業・労働保険受託業務等の収益事業の拡充 他） 
 

蒲郡商工会議所アクションプラン（平成２６年度～平成２８年度） 

 

 
 

平成２６年度～平成２８年度のアクションプランでは、新たに経営支援事業を重点施策とし

て位置づけ、○巡回・窓口相談指導の強化、○専門性の高い経営支援体制の確立、○販路開拓

の支援に取り組んでいる。 

「小規模基本法」・「改正小規模支援法」の成立・施行を受け、当商工会議所は、小規模事業

者支援機関として小規模事業者の「事業の持続的発展」を念頭に置き、アクションプランに基

づき取組んでいる経営計画等に基づく経営の促進、需要開拓に向けた支援、起業・創業支援、

人材の確保・育成、地域経済に波及効果のある事業の推進などを今後さらに強化し、地域の経

営課題である小規模事業者の売上・利益の確保を目指す必要がある。 
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・事業方針・目標 

地域の課題を解決するためには、○巡回・窓口相談指導の強化、○専門性の高い経営支援体

制の確立、○販路開拓の支援という中長期的な小規模事業者支援の考え方の下、本計画におい

ては、以下の３つを事業方針とし、「小規模事業者と地域全体を支援し、元気にする」ことを

目標とする。 

 

①需要を見据えた計画的な経営を伴走型で支援 

人口や市場が減少している経営環境下において、小規模事業者が売上・利益を確保する

ためには、需要を見据えた計画に基づいた経営が不可欠である。 

地域に密着した商工会議所の強みを生かして、小規模事業者の身近な良き相談相手とし

て濃密なコミュニケーションを通じ、小規模事業者のアイデアや悩みを傾聴して信頼関係

を構築しながら、事業者に寄り添った伴走型で需要を見据えた経営計画の策定や計画の着

実な実行支援、販路開拓の支援に取り組む。 

 

②地域の新たな担い手を連携体制で育成支援 

経営者の高齢化や後継者不足により廃業が増加している傾向にあり、地域の新たな担い

手を育成することにより新陳代謝を促進することが必要である。 

地域の総力を挙げて、行政・支援機関等が連携した支援体制を強化し、ワンストップで

気軽に相談できる創業支援ネットワーク構築による創業者支援を始め、小規模事業者の新

たな事業展開を継続的にきめ細やかに支援する。 

 

③多様な連携体制による地域産業の活性化 

地域に根ざして事業展開する小規模事業者の活力向上には、地域全体が活性化すること

が重要な要素となる。 

地域の多様な主体との連携体制により、地域産業資源を生かしたブランド開発、まちづ

くり、ものづくり、地場産業である繊維産業の振興、観光の振興、新産業創出等の地域産

業の活性化を積極的に推進する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 
当商工会議所が経営発達支援事業を実行するにあたっては、３つの事業方針を踏まえて、経

営指導員等のさらなるスキル向上、地域の他の支援機関との連携体制の強化はもとより、組織

として需要を見据えた計画的な経営を伴走型で支援するスキームを再構築し、地域における小

規模事業者支援の中核拠点としての機能を強化する。 

さらに、「蒲郡ビジネスサポートサービス（仮称）」として、経営状況の分析から事業計画の

策定、販路開拓による売上増加・利益確保に至るまでを一貫して伴走型で支援する本事業を地

域の小規模事業者に対して広く周知することにより、計画に基づいた経営に取り組む小規模事

業者の掘り起こしを図り、地域における小規模事業者の需要を見据えた計画的な経営を促進す

る。 
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１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 

１）景況調査 

市内の商工業者の景況・経済動向を迅速に把握し、地域の事業者へ情報を提供するとともに、

産業振興施策の提言並びに地域の事業者への経営支援活動の参考とするため、四半期毎に「景

況調査」として地域の経済動向調査を実施している。調査対象の事業者を６業種１２業界に区

分し調査・分析し、業種毎に景況感や業界動向をまとめて景況調査報告書として公表している。

また。平成１１年より調査を開始しており、平成２６年度第四期までで計６６回、１６年に亘

ってデータの蓄積があるため、長期的な地域の景況感のトレンドを把握することができる。 

 

（課題・解決方法） 

景況調査をより地域経済の実態を反映したものとし、調査・分析結果の信頼性を高めること

が課題である。 

解決方法として、母集団である地域の中小企業の業種構成を勘案しながら、調査対象事業者

数の拡充及び調査票回収率の向上を図る。 

 

（目標） 

市内における同規模の定期的な経済動向調査は他になく、蒲郡市の景況感を最も肌で感じ取

ることができる調査として、今後も継続して景況調査を実施し、小規模事業者の伴走型支援の

現場において積極的に活用する。 

また、調査対象事業者数の拡充及び調査票回収率の向上を図ることとし、３年後の平成２９

年度において、調査対象事業者数を３００とし、回収率を６０％とすることを目標とし、現状

から段階的に毎年の目標値を引き上げる。 

 

内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

調査対象事業者数 200 250 275 300 

調査票回収率 52.7% 53% 55% 60% 

 

（調査・分析項目） 

６業種（製造、建設、卸売、小売、サービス、運輸通信）１２業界（食料品、織物、漁網･

ロープ、鉄工、化学･プラスチック、建設、繊維卸、小売、飲食、石油等その他小売、旅館、

旅客･貨物輸送･水運）毎に区分し、①生産額・売上額、②製品･商品在庫、③資金繰り、④採

算（収益）、⑤従業員数、⑥総合判断の６項目について調査し、ＤＩ（ディフュージョン・イ

ンデックス 業況判断指数値）を用いて、今期を基準に、前年同期、前期、来期を比較期間と

して景況感を分析している。 

この他、設備投資実施の有無及び今後の計画、経営上の問題点、業界の動向についても収集・

分析している。 

また国・県・市・主要業界団体等のマクロ経済指標として、全国消費実態調査、家計調査、

家計消費状況調査、労働力調査等（以上、総務省）、景気動向指数、機械受注統計調査（以上

内閣府）、住宅着工統計（国土交通省）、新車販売台数（日本自動車販売協会連合会）等の調査

資料を付帯調査として収集している。 

 

（手段） 

既存の調査対象事業者に加えて、地域の中小企業の業種比率に応じて調査対象事業者を抽出

する。調査対象事業者に対して調査票を送付し、ＦＡＸの返信にて回収する。この他、経営指
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導員が巡回訪問してヒアリングにより調査・回収を行い、経営状況や業界の動向など定性的な

より深い情報を把握するとともに、回収率を向上させる。 

 

（活用方法） 

従来から、月刊の当商工会議所会報誌・ホームページ・メルマガにより調査報告を公表、定

例記者会見におけるプレス発表等を通じて地域の事業者に対して情報提供を行っている。 

当所の景況調査報告書では、地域の全産業の景況感のみならず、業界毎に売上などの業況判

断やヒアリングによる各業界のトレンドをまとめている。地域に根ざした事業活動を行う小規

模事業者にとって、各業界における地域の需要動向を把握することができ、需要の変化を捉え

て新たなビジネスチャンスを探索する有益な情報となる。 

今後は、小規模事業者の伴走型支援の現場においても、より積極的に活用する。業界の状況

や今後の地域経済の景気動向を把握する資料として、経営指導員が小規模事業者を巡回訪問す

る際に景況調査報告書を提供する他、小規模事業者が市場動向や競合状況などの外部経営環境

を分析する際の必要な情報として、経営分析・事業計画策定の指導の際に活用する。 

 

２）商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査 

日本商工会議所では、各地商工会議所のネットワークを活用し、地域や中小企業が「肌で感

じる足元の景況感」を全国ベースで毎月調査し、企業を取り巻く経営環境や直面する課題等の

現状を示す即時性の高いデータとしてその結果を集計・公表している。 

当商工会議所では、４業種の２社３業界団体を対象に調査を実施しており、会報誌等を通じ

て地域の事業者へ調査結果を情報提供している。 

 

（目標） 

市内の製造業１団体、卸売業１団体、小売業２社、サービス業１団体を対象とした調査の実

施により毎月の景況感や直面する経営環境の課題を把握する。また、調査結果については、よ

り広域的でかつタイムリーな地域経済の景気動向として、小規模事業者の伴走型支援の現場に

おいて積極的に活用する。 

 

（調査・分析項目） 

当月の業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況の他、付帯調査として設備投

資や採用動向など直面する経営課題について月毎にテーマを設定して調査・分析している。 

 

（手段） 

経営指導員が巡回訪問してヒアリングによる調査・回収の他、ＦＡＸ返信にて回収する。 

 

（活用方法） 

月刊の当商工会議所会報誌・メルマガを通じて地域の事業者に対し情報提供を行っている。

ＬＯＢＯ調査では、全国だけでなくブロック別の業況判断が示されることから、より広域的

な地域経済の動向が把握できる。また、ＬＯＢＯ調査結果と当初景況調査結果を比較すること

で、より地域特性が明確となる。 

今後は当商工会議所景況調査報告書とともに、経営指導員が小規模事業者へ巡回訪問する際

に提供する他、経営分析・事業計画策定の指導の際に積極的に活用する。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

１）経営状況の分析 

小規模事業者の需要を見据えた計画的な経営の促進に向けて、経営指導員の巡回・窓口相談、

セミナーの開催等を通じて、経営分析・事業計画策定の意義・効果について気づきを促し、自

社が実現できる他社との差別化要因、ターゲットとなる顧客を明確化するため、小規模事業者

の経営分析を行い、必要な指導・助言を行う。 

 

（課題・解決方法） 

課題としては、小規模事業者に対する経営分析・事業計画策定の動機付けが挙げられる。従

来の指導においては、小規模事業者からの補助金申請や資金調達の相談に応じて、経営分析・

事業計画策定の支援を行ってきた。 

解決方法として、経営指導員による具体的な活用事例の紹介やセミナー開催を通じて、経営

分析・事業計画策定の意義・効果について気づきを促すことにより、経営分析に取り組む小規

模事業者の積極的な掘り起こしを図る。 

 

（目標） 

(1) 経営分析の実施事業者数 

経営分析の実施事業者数として、担当する経営指導員１人当たり平成２７年度は９事業

者（９事業者×経営指導員５名＝４５事業者）、平成２８年度は１０事業者（１０事業者×

経営指導員５名＝５０事業者）、平成２９年度は１２事業者（１２事業者×経営指導員５名

＝６０事業者）を目標とする。 

 

(2) セミナー開催回数・巡回訪問事業者数 

上記の目標の達成に向けて、経営分析に取り組む小規模事業者の掘り起こしをするた

め、計画に基づいた経営の意義・効果を認識し、経営分析の手法を習得するセミナーを開

催することとし、平成２７年度、平成２８年度は年２回、平成２９年度は３回の開催を目

標とする。 

また、経営指導員の巡回訪問や窓口相談の場においても、小規模事業者のアイデアや悩

みを傾聴しながら、計画に基づいた経営の意義・効果を訴求し、経営分析・事業計画の策

定に取り組むことを提案する。巡回訪問件数としては、地域の全小規模事業者（２，９９

８事業者）を４年間で巡回することとし（２，９９８事業者／４年＝７５０事業者）、担

当する経営指導員１人当たり１５０事業者の巡回を目標とする（１５０事業者＝７５０事

業者／経営指導員５名）。 

 

支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

経営分析実施事業者数 30 45 50 60 

セミナー開催回数 1 2 2 3 

巡回訪問事業者数 780 750 750 750 

 

（分析内容） 

(1) 経営状況の把握 

ヒアリングにより対象事業者の経営状況や販売する商品・サービス、保有する技術やノ

ウハウ、人材等の経営資源の内容、財務の内容について把握する他、取引先や競合状況、

消費動向、市場ニーズなどの外部の経営環境についても把握する。 
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(2) 経営状況の分析 

把握した情報を元にして経営状況の分析を実施する。具体的には、商品・顧客分析（商

品・顧客毎の販売動向から売上貢献度、収益貢献度、リピート率等を分析）や、財務分析

(収益性、効率性、安全性、成長性)、競合分析（競合との比較による優位・劣位項目の抽

出）、商圏分析（商圏の人口動態、消費動向）などを行う。 

さらに、自社の経営資源と外部の経営環境からＳＷＯＴ分析により、強みと弱み、ビジ

ネス機会と脅威を抽出し、整理分類する。 

 

(3) 方向性の明確化・課題の抽出 

経営状況の分析結果から自社が実現できる競合との差別化要因、ターゲットとなる顧客

を導き出し、機会を捉えて自社の強みを生かす自社の方向性、基本方針を明確化するとと

もに解決すべき経営課題を抽出する。 

 

＜想定される分析項目＞ 

①自社の経営資源 

（強みと弱み） 
経営力 

経営理念の設定、経営戦略の策定能力、目標・行

動計画の策定と評価システム 

商品 
商品毎の販売動向、品質、商品の価格設定、ブラ

ンド力、商品開発力、ターゲット市場の選定 

生産設備 
設備能力、生産工程・管理、生産コストとスピー

ド 

店舗 店舗の状況、立地条件 

人材 
スキル、ノウハウ、組織の文化、組織体制と権限・

責任の配分、意思決定スピード 

財務 収益性、効率性、安全性、成長性、資金調達能力

顧客・取引先と

の関係 

顧客毎の取引動向、流通チャネルの動向、プロモ

ーションの状況 

情報 情報の発信力、情報の収集力、情報の活用方法 

②外部の経営環境 

（機会と脅威） 
人口動態 人口の推移、出生率、年齢構成、世帯構成 

経済動向 
GDP・景気動向、消費者動向、貯蓄動向、労働動

向、設備投資・住宅投資、ライフスタイルの変化

競合動向 
業界の動向、競合商品、新規参入・代替商品の脅

威、技術開発の動向、規制緩和・強化 

商圏動向 市場動向、人口動態、消費動向 

顧客動向 顧客のニーズ、顧客の特性、顧客の購買行動 

 

（実施方法） 

(1) 対象事業者の抽出 

従来は、支援対象となる事業者の抽出にあたって、小規模事業者からの補助金申請や資

金調達の相談に応じて、経営分析・事業計画策定の支援を行ってきた。 

今後は、地域の小規模事業者に対して経営分析・事業計画策定の意義・効果について気
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づきを促すことにより、経営分析に取り組む小規模事業者の積極的な掘り起こしを図る。

 

a) 広報媒体による周知啓蒙 

会報誌やホームページ、パンフレット等を通じて支援事例を紹介し実際に取り組

んだ企業の生の声を届けるなど、計画に基づいた経営の必要性について、広く地域

の小規模事業者へ周知し、経営分析・事業計画策定の意義・効果について気づきを

促す。 

 

b) 巡回訪問・窓口相談における計画策定の提案 

経営指導員の巡回訪問や窓口相談の場においては、小規模事業者との濃密なコミ

ュニケーションを通じて、計画に基づいた経営の意義・効果を訴求し、経営分析・

事業計画の策定に取り組むことを提案する。 

 

c) 経営分析セミナーの開催 

計画に基づいた経営の意義・効果を認識し、経営分析の手法を習得するセミナー

を開催し、経営分析・事業計画策定に取り組む小規模事業者の掘り起こしを図る。

 

d) 地域のネットワークを通じて支援体制をＰＲ 

当商工会議所に設けられている業種毎の１２の部会（金属鉄工、運輸交通港湾、

建設、繊維、繊維ロープ、金融理財、商業、食品、化学、エネルギー、観光、サー

ビス）、小規模事業者と経営指導員との橋渡し役として設けられている小規模企業

振興委員、若手経営者で組織する青年部、地場産業である繊維産業や新産業の振興

団体（ミカワ・テキスタイル・ネットワーク協議会、癒しとアンチエイジングの郷

推進協議会等）、地域の支援機関である金融機関、行政等のネットワークを通じて、

当商工会議所の経営分析・計画策定の支援体制をＰＲし、経営分析・事業計画策定

の対象となる小規模事業者を抽出する。 

 

(2) 経営分析の実施 

 

a) 濃密なコミュニケーションによる経営状況の把握・分析 

経営指導員が巡回訪問・窓口相談により、小規模事業者との濃密なコミュニケー

ションを通じ、小規模事業者のアイデアや悩みを傾聴して信頼関係を構築しなが

ら、経営状況の把握・経営状況の分析を進め、小規模事業者と一緒になって方向性

の明確化、課題抽出を進める。 

 

b) 商圏動向・市場動向の把握をサポート 

地域経済動向調査や全国消費実態調査、日経テレコンが提供するＰＯＳ分析デー

タ等により、商圏動向や売れ筋・トレンド等の消費動向を経営指導員が収集して小

規模事業者へ提供することにより、市場ニーズを捉えた計画策定に向けた経営分析

を支援する。 

 

c) 専門家活用による指導力向上 

現在、当商工会議所では、経営計画策定に係る専門指導員として、地域金融機関

より中小企業診断士を派遣されている。 

さらに経営指導員の指導スキル・ノウハウを補完し指導力の強化を図るため、マ



- 12 - 

ーケティング戦略に精通した専門指導員を新たに設置し、必要に応じて専門家によ

るアドバイスにより経営分析を進める。 

 

d) 連携した支援体制で専門分野に対応 

技術的な課題や海外販路開拓など専門的な分野については、当商工会議所専門指

導員の他、地域金融機関、公設技術支援機関、あいち産業振興機構、中小企業基盤

整備機構のコーディネーター等を活用し、必要なアドバイスを求め対応する。 

 

（活用方法） 

自社を客観的に見つめ直して経営状況を分析することにより、自社が実現できる競合と

の差別化要因、ターゲットとなる顧客を導き出し、機会を捉えて自社の強みを生かす自社

の方向性、基本方針を明確化し解決すべき経営課題を抽出することができる。 

分析した結果を事業計画の策定に活用し、経営戦略として商品戦略、価格戦略、流通戦

略、販売促進戦略を検討するとともに、行動計画の立案、目標の設定・資金計画の立案を

行う。 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
１）事業計画策定支援 

事業者が経営課題を解決するため、上記１．の地域の経済動向調査、２．の経営状況の分析、

後述の５．需要動向調査を踏まえて、事業計画の策定支援を行う。必要に応じて、当商工会議

所専門指導員の他、地域金融機関、あいち産業振興機構のコーディネーター等と連携し、伴走

型の指導・助言を行い、小規模事業者のビジネスモデルの再構築、経営力向上、販売促進を図

る。 

 

（事業内容） 

(1) 対象事業者の抽出：経営分析を実施した小規模事業者を対象とした、事業計画策定等に

関するセミナー、個別相談会を開催することにより、事業計画策定を目指す小規模事業者

を抽出する。 

(2) 事業計画の策定支援：経営分析を実施した小規模事業者に対して、必要に応じて専門知

識を有する中小企業診断士等の専門指導員と連携し、経営分析の結果を踏まえて事業計画

の策定支援を行う。この他、金融相談や補助金申請の相談時等において、必要に応じて事

業計画の策定支援を行う。 

想定される事業計画の策定内容としては、自社の経営理念、自社が持つ強み、期待され

るビジネス機会から導き出された自社だけが実現できる他社との差別化要因に基づき、タ

ーゲットとなる顧客に対して、自社が提供できるどのような商品を（商品戦略）、いくらで

（価格戦略）、どのような販路で（流通戦略）、どのような販売促進を実施して（販売促進

戦略）販売するのかを検討する。戦略に基づいて取り組むべき行動計画・スケジュールを

立案するとともに、目標設定・資金計画を立案する。特に販売促進戦略については、小規

模事業者の業種やターゲットに応じて、当商工会議所が実施する販路開拓支援事業（６．

にて後述）を始め、適した販売促進施策を指導・助言する。 

 

経営理念・ビジョン 

自社が持つ強み 期待されるビジネス機会 

自社が実現できる他社との差別化要因 ターゲットとなる顧客 

商品戦略 

行動計画・スケジュール 

目標設定・資金計画 

価格戦略 

流通戦略 

販売促進戦略 
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（目標） 

事業計画の策定手法を習得するセミナーの開催目標を平成２７年度、平成２８年度は年２

回、平成２９年度は３回を目標とする。 

事業計画策定の実施件数として、担当する経営指導員１人当たり平成２７年度は９事業者

（９事業者×経営指導員５名＝４５事業者）、平成２８年度は１０事業者（１０事業者×経営

指導員５名＝５０事業者）、平成２９年度は１２事業者（１２事業者×経営指導員５名＝６０

事業者）を目標とする。 

 

支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

セミナー開催回数 1 2 2 3 

事業計画策定事業数 30 45 50 60 

 
２）創業支援 

現在実施している創業支援セミナー及び経営指導員による創業支援・指導は、継続して実施

する。さらに、平成２７年度より創業者が気軽に相談できる環境・利便性の向上、支援対象者

の掘り起こしを図るとともに、創業支援ノウハウと情報を共有し適切な支援が行えるよう、蒲

郡市、日本政策金融公庫、地域金融機関と連携し、「がまごおり創業支援ネットワーク」を構

築し、創業支援体制の強化を図る。 

 

（事業内容） 

(1) 創業支援ネットワーク参加支援機関への創業相談窓口の設置（予約制の定例相談）。 

(2） 創業相談シートを作成し、創業支援ネットワーク参加支援機関で創業者情報を共有する。

(3) 蒲郡市の広報誌・ＷＥＢを活用して創業相談窓口のＰＲを行うとともに、公共施設・地

域金融機関の店頭へのＰＲポスター掲出等により地域の支援対象者の掘り起こしを行う。

(4) 創業支援セミナー・創業計画策定セミナー（全３回開講）・創業計画フォローアップセミ

ナー・個別相談会を開催し、創業希望者の知識向上を図る。 

(5) 創業後は、中小企業診断士による個別フォローアップ、経営指導員による重点的な巡回

訪問・支援を行う。 

 

（目標） 

支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

創業セミナー等開催回数 4 4 4 4 

創業融資斡旋・実施件数
（創業支援ネットワーク） 

未実施 20 25 30 

創業支援件数 
（創業支援ネットワーク） 

未実施 40 50 60 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

１）策定後の実施支援 

事業計画策定後の実施支援として、策定した事業計画の進捗状況について巡回訪問等により

確認するとともに、必要な指導・助言を行い、小規模事業者の計画に基づいた経営を伴走型で

支援する。 

また、公的融資制度や中小企業向け補助金等を活用する資金調達支援の他、マスメディアや

ＷＥＢ、展示会・商談会を活用する販路開拓支援等に取り組む。 

 

（課題・解決方法） 

課題として、現状の計画策定後のフォローアップの頻度が低く、情報提供の遅れによる販路

開拓の機会損失や問題の発見・対策が遅延することが挙げられる。 

解決方法として、定期的なフォローアップにより策定した事業計画の進捗状況を的確に把握

し、小規模事業者に対するタイムリーな指導助言を伴走型により行う。 

 

（目標） 

事業計画の策定事業者に対する進捗確認および指導・助言などフォローアップを、経営指導

員が巡回訪問等により３ヶ月に１度程度行い、策定事業者あたり４回の支援を目標とする。 

支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

計画策定後フォロー

アップ延べ回数 
60 180 200 240 

補助金申請 

支援事業者数 
33 35 40 45 

補助金申請 

採択事業者数 
9 15 20 23 

 

（事業内容） 

(1) 計画策定後の着実な実行をフォローアップ 

事業計画を策定事業者に対するフォローアップとして、経営指導員が巡回訪問等により

３ヶ月に１度、進捗状況の確認を行う。また、事業計画の実行にあたって必要な指導・助

言を行い、小規模事業者が顧客ニーズに応えて利益をあげることのできる事業計画の着実

な実行を伴走型で支援する。 

 

(2) 専門的な分野は連携体制で支援 

技術的な課題や海外販路開拓など専門的な分野については、当商工会議所専門指導員の

他、地域金融機関、公設技術支援機関、中小企業基盤整備機構、あいち産業振興機構、愛

知県よろず支援拠点等と連携して小規模事業者の課題解決に対応し、効果的な計画実行を

支援する。 

 

(3) 公的融資制度の活用を支援 

資金調達支援としては、従来から小規模事業者の事業資金として活用を推進している無

担保・無保証人で低利の融資制度である「小規模事業者経営改善資金融資制度」等の公的

融資制度の活用を支援する。 

特に、経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所から持続的な経営のための事業計画

策定の助言等を受けた小規模事業者を対象とした新たな公的融資制度である「小規模事業
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者経営発達支援融資制度」について積極的な活用を推進する。 

 

(4) 補助金活用の支援 

中小企業向け補助金としては、特に小規模事業者の持続的な経営に向けた経営計画に基

づき取り組む販路開拓に要する経費を補助する「小規模事業者持続化補助金」の活用を積

極的に推進する。 

また、蒲郡市においても、当商工会議所が策定支援を行う経営計画に基づいて販路拡大

に取り組む事業者に対して、販路拡大の事業経費を支援する施策として、｢蒲郡市販路拡

大事業費補助金｣を平成２７年度より実施している。地域の支援機関として、行政との連

携をさらに強化して小規模事業者の支援に取り組む。 

 

(5) 商談会・展示会を活用した販路開拓を支援 

商談会や展示会を活用した販路開拓の支援として、小規模事業者の業種やターゲットに

応じて適した各種商談会・展示会を指導助言し支援する。 

地域で開催される商談会・展示会として、製造業の事業者に対しては、東三河地域のも

のづくり企業向けの展示会「ものづくり博」や三河・知多地域の製造業向けの商談会「地

域商談会（三河・知多会場）」等の他、業種横断的な商談会・展示会（「地域の絆 情報交

換・商談会」、「アライアンスパートナー発掘市」、「メッセナゴヤ」）などへの出展を支援

する。地場産業である繊維産業の事業者に対しては、三河産地の総合展示会である「テッ

クスビジョンミカワ」の開催の他、ＪＡＰＡＮ ＴＥＸやギフト・ショーなどの展示会へ

の出展サポートを行っており、積極的に活用を推進する。 

この他、小規模事業者のターゲットに応じた効果的な展示会・商談会の情報提供を行い

小規模事業者の販路開拓を支援する。 

 

(6) 商品・サービスのプロモーションを支援 

マスコミやＷＥＢを通じた商品・サービスのプロモーション支援として、プレスリリー

ス活用の支援やビジネスポータルサイト事業によりインターネットを活用した効果的な

販売促進を指導・助言する。また、地域内を商圏とする小売業・飲食業の事業者について

は、お店の自慢の逸品をＰＲする「一店逸品発掘事業」の活用を推進する。 

この他、ＤＭ・ポスティングのエリア選定や訴求力の高いチラシ・ホームページなどの

販売促進ツールの作成など、効果的な販売促進施策の立案・実行を支援する。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

需要を見据えた経営戦略の策定や効果的な販売促進施策を立案するため、１）小規模事業者

がターゲットとする市場の動向調査、及び２）小規模事業者の販売する商品・サービス等の

需要の動向調査を実施する。 

小規模事業者が販売・提供する商品・サービスに対するターゲット顧客のニーズや需要を調

査により明らかにすることで、精度の高い経営戦略の立案やニーズに対応した商品・サービス

の開発、効果的で具体的な販売促進施策の実行を促進する。 

 

（課題・解決方法） 

需要を見据えた経営戦略の策定やターゲットニーズを捉えた商品開発、ターゲットにより訴

求できる販売促進施策の立案を行うためには、市場動向やターゲットとなる商圏、顧客ニーズ

の把握など需要動向を把握し分析することが必要である。しかし、小規模事業者においてはこ

うした需要動向を定量的・定性的に把握できていないことが多い。 

当商工会意義所では、業界の景況などの業界動向や商圏の市場規模、消費動向などを収集分

析して市場動向を把握し、経営計画策定の際に外部の経営環境の把握・分析資料として小規模

事業者へ提供してきた。課題としては、小規模事業者が自社の商品・サービスに対する顧客ニ

ーズをより明確に把握することができるような支援が求められている。 

解決方法として、小規模事業者が販売・提供する商品・サービスに対するターゲット顧客の

ニーズや需要を調査により明らかにし、適切なアドバイスが行えるよう支援体制を整備し、小

規模事業者の需要動向の把握に対する支援を強化する。 

 

（目標） 

市場動向調査を実施する支援対象事業者数として、平成２７年度は４５事業者（９事業者×

経営指導員５名）、平成２８年度は５０事業者（１０事業者×経営指導員５名）、平成２９年度

は６０事業者（１２事業者×経営指導員５名）を目標とする。 

需要動向調査を実施する支援対象事業者数として、平成２７年度は５事業者（１事業者×経

営指導員５名）、平成２８年度は１０事業者（２事業者×経営指導員５名）、平成２９年度は１

５事業者（３事業者×経営指導員５名）を目標とする。 

支援内容 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

市場動向調査 

支援対象事業者数 
30 45 50 60 

需要動向調査 

支援対象事業者数 
- 5 10 15 

 

１）市場動向調査 

小規模事業者がターゲットする市場の動向を主に定量的に把握するための情報集及び分析

を行う。 

 

（実施内容） 

小規模事業者とのヒアリングにより、想定されるターゲット市場、商圏、業界の状況を把握

し、収集・分析する情報を検討する。収集・分析する内容は下記の通り。 

①小規模事業者の蓄積している購買履歴や購入金額、顧客属性等の顧客データを把握・

分析し、ターゲットの候補となる顧客層を抽出する。 

②地域の人口動態、全国消費実態調査、家計調査等を収集し、小規模事業者がターゲッ
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トとする商圏の年齢構成や市場規模、販売商品の消費支出額等の消費動向を分析・把

握する。 

③地域経済動向調査や業界紙の他、機械受注統計調査（以上内閣府）、住宅着工統計（国

土交通省）、新車販売台数（日本自動車販売協会連合会）等の統計資料を収集し、業

界の動向を分析・把握する。 

④業界紙や日経テレコンが提供するＰＯＳ分析データ等を収集し、小規模事業者の販売

する商品等の売れ筋など商品トレンドを分析・把握する。 

 

（活用方法） 

定量的に把握した市場動向調査の結果を小規模事業者に提供し、経営計画策定における外部

の経営環境の把握・分析資料として活用する。特にターゲットの具体的な顧客像を絞り込み、

顧客のニーズを把握する上での基礎資料として有効に活用する。 

また、DM・ポスティングのエリア選定など、具体的な販売促進の施策を立案する際にも活用

する。 

 

２）需要動向調査 

小規模事業者が販売・提供する商品・サービスに対するターゲット顧客のニーズ・需要を主

に定性的に把握するための調査・分析を行う。 

 

（実施内容） 

(1) 調査対象と収集方法の検討 

顧客分析や市場分析など、上記の市場動向調査を基礎資料として、ターゲットとなる具

体的な顧客像を絞り込み、調査対象と収集方法を決定する。 

 

(2) 調査の実施 

小規模事業者の販売・提供する商品・サービスに対するターゲット顧客のニーズや需要、

嗜好性や購買行動等を把握する調査を実施する。 

想定される調査対象は、既存の顧客や取引先、想定される一般ユーザー、展示会来場者

などの見込み客等であり、アンケートやヒアリング、グループインタビュー等の手法によ

り調査を実施する。 

 

(3) 調査結果の検証 

小規模事業者の販売する商品等がターゲット顧客のニーズ・需要に合致しているかを検

証する。必要に応じてマーケティング戦略に精通した専門指導員等を活用し、専門家の目

利きによるアドバイスを求める。 

 

（活用方法） 

需要動向調査により、ターゲットの具体的な顧客像を絞り込み、顧客のニーズ・需要が明ら

かになることで、ターゲットに対する商品・サービスの訴求ポイントが明確となる。 

商品パッケージデザインやチラシ・ホームページなどの販売促進ツールの作成など、効果的

な販売促進施策の展開が可能となる他、ターゲット顧客の嗜好性や購買行動を把握すること

で、より適切な時期や手段で販売促進の施策を実施することが可能となる。 

需要動向調査の結果を活用して、小規模事業者が販売・提供する商品・サービスのより効果

的な販売促進施策の立案を指導助言するとともに、ニーズに対応した新たな商品・サービスの

開発を促進する。 
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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】 

 
需要動向調査を実施した事業者を始め、事業計画に基づいて販路開拓に取り組む小規模事業

者を主な対象に、地域の事業者の新たな需要開拓を支援する事業として、１）新規顧客の開拓

支援と２）商品・サービスのプロモーション支援に取り組む。 

それぞれの小規模事業者の業種やターゲットに応じて、効果的で適した需要開拓を多面的に

支援する。具体的な支援方法と支援内容について、以下の通り。 

 

（支援方法） 

(1) 需要動向調査を実施した事業者を始め、事業計画に基づいて販路開拓に取り組む小規模

事業者を中心に、小規模事業者の業種やターゲットに応じて適した販売促進施策の指導・

助言を行い、事業計画に基づいて取り組む小規模事業者の販路開拓の実行支援を行う。 

(2) 地域内小規模事業者に対するきめ細やかな巡回指導において、事業者の販路開拓に関す

るニーズを掘り起こし、個々の事業者に対応した販路開拓ツールの普及促進を図る。 

当商工会議所には業種毎に１２の部会（金属鉄工、運輸交通港湾、建設、繊維、繊維ロ

ープ、金融理財、商業、食品、化学、エネルギー、観光、サービス）、また小規模事業者と

当商工会議所経営指導員との橋渡し役、パイプ役として設けられている小規模企業振興委

員制度が存在する。経営指導員だけではいき届かない事業者へも部会役員、また振興委員

経由で販路開拓ツールのＰＲを行い、小規模事業者のニーズを見逃す事がないようにした

い。例えば部会では業種に特化した展示会や名産品パンフレット等の情報共有が行いやす

いのも強みであり、下記に示すテックスビジョンミカワや一店逸品発掘事業の積極的な活

用が可能であると考える。また、ＤＭ、広報誌、ＨＰ等を通じての支援施策のＰＲについ

ても積極的に広報を図る。 

 

（支援内容） 

１）新規顧客の開拓支援 
 

地場産業に特化した展示会（テックスビジョンミカワ）や地域で連携した商談会・展示会の

開催によりビジネスマッチングの場を提供する他、その他の展示会・商談会の情報提供を行い、

小規模事業者の販路開拓を支援する。 

 
Ａ．繊維総合展示会「テックスビジョンミカワ」による販路開拓支援 

 
（事業内容） 

当地域の地場産業である繊維産業の小規模事業者に対する販路開拓支援として、当商工会議

所、蒲郡市、各業界団体が連携して三河産地における総合展示会「テックスビジョンミカワ」

の開催及び国内外の展示会への「テックスビジョンミカワ」としての出展を行い、繊維関連事

業者の販路開拓を支援する。 

 

(1) 三河産地開催の「テックスビジョンミカワ」出展支援 

三河産地において開催される「テックスビジョンミカワ」では、三河産地の商品のブ

ース展示の他、産地の持つ技術の紹介、産地商品の即売会を実施しており、三河産地全

体の広報宣伝を図っている。「テックスビジョンミカワ」への出展により、産地商品と

しての認知度の向上が見込まれる。 
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(2) 国内外の繊維関連等展示会への出展支援 

産地における展示会開催と併せて、よりバイヤーに向けて効果的に商談機会の拡大が

見込まれるギフト・ショー、ＪＡＰＡＮ ＴＥＸなどの国内外で開催される展示会・商談

会へ「テックスビジョンミカワ」として出展を行っており、繊維関連事業者の商品のタ

ーゲット市場に合わせた展示会への出展を促進する。 

 

＜想定される出展展示会・商談会＞ 

・東京インターナショナル・ギフト・ショー（ギフト市場、国内外の流通関係者向け）

・JAPAN TEX（インテリア商材、建設・流通関係者向け） 

・Premium Textile Japan（アパレル市場、国内外テキスタイルバイヤー向け） 

・健康博覧会（健康関連市場、流通関係者・サービス事業者向け） 

 

（他の支援機関との連携体制） 

 

 
 

（目標） 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

テックスビジョン 

出展事業者数 
19 20 21 22 

展示会・商談会 

出展事業者数 
6 7 8 9 

展示会・商談会 

商談件数 
270 315 360 405 

展示会・商談会 

取引見込件数 
90 105 120 135 

 
Ｂ．地域の連携した商談会、展示会等への出展支援 

 

（事業内容） 

地域で連携して開催する商談会や展示会など、小規模事業者の業種やターゲットに応じて適
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した商談会、展示会の活用を指導助言し、出展を支援する。 

参加希望者の事前マッチング型の商談会、製造業を主たる対象とした商談会、業種横断的に

取引先を開拓する商談会など、小規模事業者の受注機会の増大及び新規取引先の開拓、情報交

換を目的とした商談会への参加を促進し、小規模事業者の販路開拓を支援する。 

想定している具体的な商談会・展示会は下記の通り。 

 

(1) 地域の絆 情報交換・商談会    開催地：豊橋 

豊橋市を中心とした愛知県東三河地域及び近隣地域の事業者を対象とした業種横断的な

商談会。事前予約型の商談会で、域内事業者等とのビジネスマッチングや情報交換により、

新たな販路開拓や協力先の発掘を目的としている。年に１回開催され、平成２６年度には１

８８社が参加、１３０事業者が商談を行った。 

市域を超えた東三河の経済圏における取引拡大を目指す地域の小規模事業者にとっては

有効な商談会であり、積極的な情報提供及び出展支援を行う。 

 

（他の支援機関との連携体制） 

 

 
 

(2) アライアンス・パートナー発掘市  開催地：名古屋 

名古屋商工会議所を中心に愛知県下の商工会議所が連携して開催する業種横断的な事前

調整型の商談会。アライアンスとは「連携・協調」を意味しており、販売、購買の商取引の

他、アウトソーシング、代理店契約、共同開発、技術支援、ライセンス、フランチャイズ、

ＯＥＭなど、幅広い企業間アライアンスの相手先の発掘を目的としている。平成２６年度の

エントリー企業数は６８１社。 

自社の強みを連携により補完し、新たな商品・サービスの展開を目指す小規模事業者に対

して、積極的に情報提供及び出展支援を行う。 

 

(3) 地域商談会（三河・知多会場）  開催地：刈谷 

三河・知多地域の１３商工会議所と（公財）あいち産業振興機構が連携して開催する商談

会で、三河・知多地域を中心とした主に製造業の中小企業の受注機会の増大及び新規取引先

の開拓、中小企業間の共同開発、技術連携などを促進することを目的としている。 

平成２６年度の商談会では５７社と発注企業と１２７社の受注企業が参加した。 
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主に受注先の開拓を目指す製造業の小規模事業者に対して、積極的に情報提供及び出展

支援を行う。 

 

(4) メッセナゴヤ          開催地：名古屋 

名古屋市で開催される日本最大級の異業種交流展示会。業種や業態の枠を超え、幅広い分

野・地域からの出展を募り、出展者と来場者相互の取引拡大、情報発信、異業種交流を図っ

ている。メッセナゴヤ２０１４では１，３００社を超える企業が出展し約６６，０００名が

来場した。 

より広域的な商圏・取引拡大を目指す小規模事業者に対して、積極的な情報提供及び出展

支援を行う。 

 

（目標） 

現状では、商談会・展示会へ出展した事業者の出展の成果を定量的に捕捉できていない。 

今後は、出展支援した事業者より商談件数・取引見込み数などを収集して出展効果を測定し、

それぞれの小規模事業者の次なる販売促進施策の立案等に反映させる。 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成29年度

出展支援事業者数 14 15 16 17 

商談件数 - 30 32 34 

取引見込件数 - 7 8 9 

 

 

２）商品・サービスのプロモーション支援 
 

プレスリリース活用支援や、ネットを活用したビジネスポータルサイトの運営、小売･飲食

店向けのプロモーションツールとなる一店逸品発掘事業を実施し、小規模事業等に対当商工会

議所会報誌ホームページ、メールマガジン、ＳＮＳなどの有効的な活用を指導・助言する。 

 
Ａ．プレスリリース活用支援 

 

（事業内容） 

マスコミを通じた効果的な商品・サービスの広報宣伝を支援するため、プレスリリースの活

用支援を強化する。 

当商工会議所では、自社の商品・サービスを宣伝できる場として、報道機関（新聞社、テレ

ビ放送局）１６社に対する記者会見を月に１回開催している。 

今後は、小規模事業者に対して積極的に活用を促し、より掲載されやすくなるようなプレス

リリース資料の作成やブラッシュアップについて、経営指導員が個別指導により支援する他、

プレスリリース活用セミナーの開催を通じてノウハウ習得を支援する。 

 

（目標） 

プレスリリース活用の支援により、平成２７年度は月に１件、平成２９年度には月に２件の

プレスリリースを目標とする。 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

プレスリリース件数 4 12 18 24 

メディア掲載件数 10 24 32 48 
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Ｂ．ビジネスポータルサイト事業によるインターネット活用支援 

 

（事業内容） 

インターネットを活用した情報発信、販路開拓のためのツールとしてビジネスポータルサイ

ト「愛知ビジネスパーク いざ検索！」の活用を促進する。 

ビジネスポータルサイト「愛知ビジネスパーク いざ検索！」は、地域の支援機関である蒲

郡信用金庫と当商工会議所が、地域の事業者の情報発信力・営業力強化を目的として、平成２

１年１０月に開設した。現在では、地域金融機関と愛知県下１１商工会議所で構成する「愛知

ビジネスポータルサイト運営委員会」（事務局：地域金融機関）が運営主体となり、約５００

社の登録企業が企業・商品情報を発信している。営業力や情報発信力を強化したい事業者を対

象に、ビジネスポータルサイト「愛知ビジネスパーク いざ検索！」の活用を促進し、販路拡

大やビジネスマッチング、広報活動をサポートする。 

また、ビジネスポータルサイト参加企業が参加する企業交流会を年１回開催しており、積極

的な参加を促進して、参加企業同士の新たなビジネスマッチングを支援する。 

この他、地域の支援機関である蒲郡信用金庫と連携して、ＷＥＢサイトやＳＮＳを活用した

販路開拓方法に関するセミナーの開催により、販売促進に効果のあるインターネット活用のノ

ウハウを学ぶ場を提供する。 

 

＜想定されるセミナー内容＞ 

①基礎編「インターネットの最新事情とＳＥＯ対策」 

・検索エンジン、ＳＮＳの動向などインターネットの最新事情、ＳＥＯ対策の今 

②応用編「スマホに対応したＨＰと情報発信の具体策」 

・ＷＥＢサイトの最適化、スマホ対応ページの制作方法 

・動画からＨＰへの誘導、アナライザを使ったユーザ動向の調査 

③応用編「売れるＷＥＢをつくる～商品の効果的な見せ方と動画活用」 

・自慢の商品の撮影テクニック 

・動画の効果的な活用方法、ＨＰへの誘導とＳＥＯ対策 

 

（他の支援機関との連携体制）  
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（目標） 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

地域の参加 

事業者数 
40  42 44  46  

 

Ｃ．一店逸品発掘事業「おらがの店じまん」 

 

（事業内容） 

小売･飲食店向けの販路開拓支援施策として一店逸品発掘事業を実施し、活用の促進を図る。

当市は、食品･衣料や電化製品等の大規模小売店舗や飲食チェーン店が多数出店しており、

小規模な小売･飲食店の売上低迷に大きな影響を受けてい

る。そこで、当商工会議所は小規模な小売･飲食店の販路開

拓及び売上の増加を支援するため、一店逸品発掘事業「おら

がの店じまん」を実施している。 

一店逸品発掘事業「おらがの店じまん」は、市内の小売･

飲食店などが自信を持って推奨している逸品を募集、審査を

実施し、審査で認定された逸品を掲載したパンフレットを作

成する。また、パンフレットの発行に併せて掲載店舗を対象

にしたスタンプラリーを実施し、消費者に広く宣伝すること

で新規顧客獲得等による小規模な小売･飲食店の売上の増加

を支援する。 

 

（目標） 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

出品店舗数 50  50  55  60  

 

Ｄ．会報誌・ホームページ・メルマガ等の活用 

 

（事業内容） 

小規模事業者の商品・サービスプロモーションの一助とするため、当商工会議所の以下の媒

体の活用を推進する。 

①小規模事業者の販路拡大ツールとして、当商工会議所が発行する会報誌（毎月１５日発行）

やホームページにおいて、商品・サービスをＰＲする会員ニュースを積極的に掲載し、販

路開拓を支援する。 

②当商工会議所メールマガジンへの記事掲載 

当商工会議所会報誌、プレスリリースと連動して記事を掲載し、小規模事業者の商品・サ

ービスの周知を図る。 

③SNS（facebook）を活用した商品・サービスＰＲ 

閲覧者の顔が見える facebook では事業者が顧客と直接つながりやすく、小規模事業者の

「人となり」まで発信が可能であり、顧客をファン化させるのに有効なツールである。顧

客の投稿により口コミ効果が起こる利点がある。当商工会議所 facebook ページにおいて

小規模事業者の商品・サービスを積極的に取り上げてＰＲを行うとともに、事業者の

facebook 活用に関しても積極的な支援を行う。 

 

 

おらがの店じまんパンフレット



- 25 - 

（目標） 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

会報誌 

紹介件数 
10  11 18 22 

メルマガ 

紹介件数 
2 6 12 24 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 
当商工会議所の地域経済活性化事業の課題は、地域経済活性化事業を業種組合・団体などが

中心となって企画・実施することが多く、ビジョンを共有し事業を企画することが難しい点が

挙げられる。 

当商工会議所としては、平成２７年度に蒲郡市、経済団体、地元企業、地元大学、地域金融

機関、地域シンクタンク等が参画する(仮称)「蒲郡市産業振興協議会」を設立し、新たな産業

振興ビジョンを策定する。その産業振興ビジョンに基づき、新規地域経済活性化事業の提案及

び現在実施している地域産業資源を生かしたブランド開発・観光振興・まちづくり・地場産業

である繊維産業の振興・新産業創出などの地域経済活性化事業に対する改善策の検討を行い、

実施主体へ提案を継続的に実施することにより、産業振興ビジョンの周知・共有を図る。 

現在実施している地域経済活性化事業は、以下の通り。 

 

□蒲郡シティセールスプロジェクト ＜地域産業資源を生かしたブランド開発＞ 別表４参照 

 

（事業内容） 

都市と地方の二極化が進む我が国において、当市のような地方都市にとっては今後の地域間

競争に勝ち抜く為の「地域ブランド」が不可欠で、地域を象徴する産業資源を活用した取り組

みは有効である。そこで、平成２４年度より当商工会議所青年部（会員数:７０名）を中核と

し、行政若手職員などが連携し、蒲郡の魅力をより広く、より多くの方に届けるため情報発信

と特産品開発を二本柱に、シティセールスを通した地域ブランドの構築に取り組んでいる。 

(1) 「情報発信」分野では、マスメディアを効率的に使った取り組みに注力。具体的には平

成２５年１１月に蒲郡ロケーションサービスを設立し、ロケ候補地、受入施設の募集とロ

ケスポット紹介、地域住民のエキストラ登録制度を通じて基盤拡充に取り組むほか、本事

業を通じた蒲郡のＰＲとして、新聞・テレビ・雑誌などの媒体において、活動開始から短

期間で多くの実績を残し、地域の注目度向上に資する事業となっている。 

〈主要報道実績〉 

 平成 25 年度 平成 26 年度 合計 

新聞掲載回数 29 回（10 紙） 61 回（10 紙） 90 回（11 紙） 

テレビ放映回数 6 回 18 回 24 回 

雑誌掲載回数 5 回（5誌） 15 回（14 誌） 20 回（15 誌） 

主な媒体等 

新聞：中日新聞、読売新聞、毎日新聞、日経新聞、中部経済新聞ほか 

テレビ：NHK、東海テレビ、中京テレビ、メ～テレ、CBC、テレビ愛知 

雑誌：東海ウォーカー、東海じゃらん、日本商工会議所月刊誌 

WEB：Yahoo!ニュース、JAPAN TIMES、よしもとニュースセンター 

映像協力：沖縄国際映画祭出品作品、ダイハツ新車プロモーション映像

 

  
 



- 27 - 

(2) 「特産品開発」においては、地域産品を活用したグルメ開発で、小規模事業者等の商品

開発・販路開拓に取り組んでいる。具体的には、愛知県が水揚量日本一を誇るアサリを使

った「ガマゴリうどん（当商工会議所登録商標 & 地域産業資源認定）」が代表的な開発品

である。この商品は、全国ご当地うどんサミット（滋賀県 平成２５年）、全国まるごとう

どんエキスポ（秋田県 平成２６年）の二大イベントにて、讃岐・稲庭・きしめん等のメジ

ャー産地をしのいで連覇を果たし、日本一２冠に輝いた。また、平成２５年１２月より認

定店制度を開始、市内２４飲食店で提供されているほか、平成２６年９月より市内中小企

業と共同で土産品を開発、４カ月で３万食を販売するヒット商品となっている。 

また、平成２６年には「全国ご当地うどんサミット」を当地に誘致し、秋田県から沖縄

まで国内２４地域が集まる国内最大級のうどんイベントに来場者２万人を集めた。同サミ

ットは平成２７年度も当地で開催する事が決定しており、地域性豊かなご当地うどんをキ

ーワードに、着実な地域経済活性化に繋がっている。 

 

〈ガマゴリうどんお土産セット販売実績〉 

 平成 26 年 9月 平成 26年 10 月 平成 26年 11 月 平成 26年 12 月 合計 

販売食数 6,206 7,972 7,102 9,278 30,558 

 

 
三河湾産アサリが特徴 

ガマゴリうどん 

4 食入り・2食入りの 

2 タイプのパッケージ 

ご当地うどん NO.1 を決する 2大会で 

2 連続グランプリを達成!! 

 

（目標） 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

参加事業者数 44 60 80 90 

 

□福寿稲荷ごりやく市 ＜まちづくり＞  別表４参照 

 

（事業内容） 

当商工会議所中心市街地活性化専門小委員会において、今後の中心市街地活性化の方向 

の検討及びイベントを企画し、にぎわい創出による中心

市街地の活性化を目的とした「福寿 

稲荷ごりやく市」を年間６回開催している。 

(1) 当商工会議所は、蒲郡市、蒲郡商店街振興組合等で組

織する「中心市街地活性化専門小委員会」を年間４回開

催し、今後の中心市街地活性化の方向性を検討する。 

(2) 当商工会議所、蒲郡市、商店街のおかみさんグループ、

ＮＰＯ法人、地元高等学校等で組織する福寿稲荷ごりや

く市実行委員会において、実施するイベントについて協

議する。 

(3) 「福寿稲荷ごりやく市」で実施するイベントは、テント市、大道芸、餅投げ（福投げ）、

福寿稲荷ごりやく市 



- 28 - 

ストリート展覧会（市内の園児の描いた絵を商店街の各店舖に掲出）、落語、吹奏楽・和太

鼓の演奏、キッズダンス（市内の幼稚園児等によるダンス）、１００円ショップ、地元高 

等学校の生徒によるダンス披露、紙芝居、絵本の読み聞かせ、お年寄り健康と憩いの広場

（血圧測定、介護相談、脳トレ）など。 

 

※福寿稲荷ごりやく市とは、蒲郡商店街に隣接する薬證寺に祀られているお稲荷様にお参りを

すると御利益があると言われていることから、その薬證寺の門前にある商店街でテント市や

各種イベントを開催し、にぎわいを創出している。 

 

（目標） 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

年間来場者数 29,800 30,000 31,000 32,000 

 

□蒲郡技術科学振興会 ＜ものづくり・新産業創出＞  別表４参照 

  

（事業内容） 

   蒲郡技術科学振興会は、市内の産業活性化を図るために内外の最新技術等を調査し、併せ

て諸団体・研究機関との連携を深め、情報交換や研修会を積極的に行い産業振興に供するこ

とを目的に昭和５９年４月に設立された。 

主な事業としては、ものづくり企業を中心としたセミナー・勉強会、工場見学・視察研修

会を開催する。 

①ものづくり企業の現場班長レベルに対する加工技術（刃具・工作機）や図面の読み方、

最低限の電気回路図の読み方、トヨタ生産方式等、実務に直結した内容のセミナーを開

催し、知識習得による生産能率の向上を図り、販売力強化・経営の安定化を推進する。

②先端技術を導入している工場への視察、先端製品の展示会への視察を実施し、業界の動

向調査および最先端技術の知識習得を図り、同業他社に対する競争力強化を推進する。

③企業ニーズ（新産業・新製品創出等）を捉えたセミナー・講演会を開催して企業の活性化

を図る。 

 

 (目標) 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

セミナー回数 ５ ７ ７ ７ 

視察回数 １ ２ ２ ２ 

 

□ミカワ・テキスタイル・ネットワーク事業 ＜地域産業資源を生かしたブランド開発＞ 

＜繊維産業振興＞     別表４参照 

（事業内容） 

地場産業である繊維産業に関わる事業者で構成するミカワ・テキスタイル・ネットワーク協

議会（事務局：当商工会議所）において、三河繊維産地の広報宣伝に取り組むとともに、三河

産地ブランドの普及推進、三河繊維産地関係事業者の相互交流の活性化に取り組み、需要開拓

を図る。 

(1) 三河繊維産地のポータルサイト｢夢織人｣を運営し、ＷＥＢ上で産地イベント情報や産地

企業の情報発信、産地のブランドである「三河木綿」や「夢織人」商品を広く訴求する。

(2) 三河産地のブランドである「夢織人」商品の普及推進に取り組む。 

(3) 三河産地の企業の相互交流を深めるため、経営方針等のレクチャー、生産現場等の見学
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会「プロジェクト NEXT」を実施し、新たな商品開発や新たな業者連携を図る。 

 

（目標） 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

参加事業者数 40 42 43  45  

 

□みかわ de オンパク ＜観光振興＞ 別表４参照 

 

（事業内容） 

当商工会議所が主体となり４年前にスタートした着地型観光の推進に向けた観光振興事業

であり、「蒲郡らしい・蒲郡ならでは」をキーワードとして掘り起こした魅力を体験型プログ

ラムに具現化し効果的に情報発信することにより、地域の観光交流人口の増加及び観光産業の

振興を図る。 

(1) 蒲郡市の観光関連の小規模事業者・中小企業、地元金融機関、各種団体等の他、東三河、

岡崎、西尾地域の観光関連団体が参画した実行委員会を組織し、広域での域内交流の活性

化及び観光産業の振興に関して協議する。 

(2) 地域にある観光資源を再評価し、その地域らしい・ならではの体験型プログラムを多数

造成して地域の魅力向上を図る。 

(3) 多数の体験型プログラムを短期間で集中して開催する「みかわ de オンパク」を広域で開

催する。 

 

※オンパクとは、「温泉泊覧会」の略語で、観光客の減少で活気を失いつつあった地域を元

気にすることを目的に２００１年に大分県別府市で始まった取り組みであり、経済産業省

の支援を受けてオンパク手法としてモデル化され、現在では全国各地で地域経済活性化の

手法として取り入れられている。 

  具体的には、地域の自然・歴史・伝統・食・イベント・スポーツ等の素材（魅力）を、こ

の地域に来なければ味わえない・体験できない体験型プログラムとして造成し、多数の体

験型プログラムを短期間で集中的に実施することで、集客力を高めた観光イベントとする

ものである。 

 

 
GOGO 三河湾 佐久島ｸﾙｰｽﾞ(海の

街を活用) 

女将スイーツカフェ 

(旅館の女将を活用) 

みかん狩りと大福つくり 

(蒲郡産みかんを活用) 

 

（目標） 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

参加事業者数 70 75 80 85 

参加者数 8,300 10,000 12,000 15,000 
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□癒しとアンチエイジングの郷推進事業 ＜新産業創出＞ 別表４参照 

 

（事業内容） 

当商工会議所では、地域の既存産業が持つ強みを融合した産業振興策として、次世代の成

長分野として期待される「ヘルスケア産業の創出」を目指すと共に、訪れると癒される、住

むと若返るような「癒しとアンチエイジングの郷づくり」に取り組む協議会を平成１７年１

０月に設立した。この協議会の運営活動を通じ、医産学官の柔軟な連携とそのノウハウの活

用によって、医と衣食住分野の新しいヘルスケア産業の事業化及び市場化を図っている。 

(1) 各研究会活動の推進（健康サービス産業・先端技術・健康新繊維・健康食品）癒し・健

康・アンチエイジングに関連する商品・サービスの事業化及び市場化に向けて、新しいシ

ーズを探索するセミナー等の開催。 

(2) 個別プロジェクト活動の推進。癒し・健康・アンチエイジングに関連する商品・サービ

スの事業化及び市場化を目指したプロジェクト活動。（健康サービス、先端技術、健康新繊

維、健康食品、その他必要と認められる分野のプロジェクト） 

(3) 蒲郡市「ヘルスケア計画」および東三河広域経済連合会「健康な地域社会創造プロジェ

クト」事業等を通じた事業化促進 。 

 

（事業化・市場化に向けた個別プロジェクト事例） 

 
 

 

 

 

 

 

 

(目標) 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
事業化プロジェクト 

参画事業者数 
41 45 48 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康サービス関連事業 

観光関連事業者と取り組むノル

ディックウォーキング 

健康新繊維関連事業 

蒲郡みかん染め着物地場産業と

特産品のコラボ実現 

先端技術・健康食品関連事業

地元企業主導の野菜工場によ

る機能性野菜開発と利用促進



- 31 - 

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 

 
愛知県の尾張地区と三河地区において、商工会議所の経営指導員研修が開催されており、そ

の研修において各地域の小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ、支援の現状などの情報交

換を行う。 

また、従来から日本政策金融公庫と定期的に融資調査ノウハウを習得のための勉強会を開催

しているが、今後は、以下の項目について連携を強化する。 

① 小規模事業者の経営状況の分析 
定期的な合同勉強会実施によるマル経取引先等の小規模事業者の経営状況にかかる分

析と情報共有 

② 需要を見据えた事業計画の策定・実施にかかる伴走型の指導・助言 
小規模事業者経営発達支援融資制度の活用に対する経営指導員と公庫担当者の帯同訪

問による事業計画策定支援及びフォローアップの実施 
③ 商品、サービスの需要動向、地域の動向、地域の経済動向に関する情報の収集、提供等
全国、愛知県、東三河地域ごとの景況と経営動向にかかる情報提供や日本公庫総合研究

所等の調査を活用した小規模事業者向けセミナーの開催や経営指導員向けの研修会・勉

強会の開催 

④ 広報、商談会、展示会等の開催又は参加、需要の開拓に寄与する事業 
・日本政策金融公庫主催の全国型ビジネスマッチングイベント（「アグリフード EXPO 東

京・大阪」等）及び地域型ビジネスマッチングイベントの周知・開催情報の提供と参

加の共同勧誘 

・日本政策金融公庫インターネットビジネスマッチングの周知・情報提供と参加の共同

勧誘 

さらに、前述の蒲郡市、日本政策金融公庫、地域金融機関等と連携した（仮称）「がまごお

り創業支援ネットワーク」において、定期的に創業支援の現状（創業相談件数、創業融資実行

件数等の集約）、創業支援ノウハウ、創業支援事例などについて情報交換を行う。併せて、地

域金融機関は、市内外に多くの顧客及び情報を持っており、ビジネスマッチングに関する情報

交換も行うことにより新たな需要開拓支援につなげていく。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

当商工会議所経営指導員等の資質向上についての課題は、売上・利益を確保することを重視

した支援能力を向上させることであり、今後は、従来から実施している基礎的スキル向上を目

的とする研修に加え、中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）が実施する「個社支援型研修・

地域支援型研修」、「小規模企業支援能力向上研修」、「営業・販路開拓支援研修」などへ積極的

に参加する。併せて、ミラサポを通じた専門家派遣やよろず支援拠点の経営相談窓口など小規

模事業者の課題解決に対し積極的に活用し、経営指導員が同行することにより専門的な支援能

力の向上を図る。 

また現在、地元技術系大学と連携して企業の現場班長等を対象とした技術講座（切削加工技

術、電気回路図の見方、油圧・空圧回路図の見方、トヨタ生産方式など）を年５回開催してい

るが、今後は、経営指導員を対象とした基礎的な技術セミナーを開催し、現場や加工技術を理

解することにより、専門的な支援能力の向上を図る。 

さらに、各経営指導員の支援状況・事例を発表する月例勉強会を開催し、支援事例を蓄積す

ることにより、支援事例集や若手経営指導員向けの支援マニュアルを作成し、組織内で経営指

導員の支援ノウハウの共有を図る。また、若手経営指導員が支援している案件については、ベ

テラン経営指導員が支援の方向性や支援手段などのアドバイスを行うことで若手経営指導員

の伴走型支援能力向上を図る。 

 

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 
 

当商工会議所が計画・実施した経営発達支援事業が第三者から見てどのような評価を得られ

るか、経営発達支援事業の効率的な実施や経営指導員等の意識向上のため、成果、評価、見直

しを以下の Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（見直し）の PDCAサイ
クルで定期的に行う。 

また、事業評価については、毎年３月に小規模事業振興委員による経営改善普及事業の事業

評価を実施しており、経営発達支援事業の事業評価を行う第三者機関評価委員は、小規模企業

振興委員に加え地域大学の教授、中小企業診断士、蒲郡市の担当部長を委員として依頼する。 
 

※小規模企業振興委員とは、小規模事業者と経営指導員とのパイプ役として、当商工会議所

が各業界（協同組合役員・事務局長など）の代表者１７名を委員として委嘱し、小規模事

業者に対する経営改善普及事業の目的達成に協力いただいている。小規模企業振興委員の

任務は、以下のとおり 
 
①地区内の小規模事業者の実態と経営上の諸問題を把握し、当商工会議所に連絡するととも

に情報交換を図る。 
②経営指導員が行う小規模事業者に対する指導が円滑に実施できるよう相談指導対象者の

紹介、斡旋等の連絡調整にあたる。 
③小規模事業者に対する施策、制度（マル経融資、記帳指導、小規模企業共済、講習会）普

及についてパンフレット等の配布・説明・勧奨を行い、その浸透に努める。 
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(1) 月次の評価・見直し 

毎月、経営発達支援事業の実績を個別に集計し、計画に対して遅れを生じている事項や

不足項目を個別チェックし指導する。 

(2) 中間期の評価・見直し 

毎月集計した実績に加えて、中間期での経営発達支援事業の成果を抽出し、計画に対す

る進捗・成果から下期に重点を置く経営発達支援事業の見直しを実施する。 

(3) 年度終了時の評価・見直し 

毎月集計した実績に加え、支援を行った小規模事業者からの意見を含む成果を抽出し、

 

第三者機関へ事業評価を委ねる。第三者機関の事業評価により、各経営発達支援事業の今

後の展開・見直しする点を検討すると共に、次年度の経営発達支援事業計画を作成する。 

また、集計した実績・抽出した成果・評価・見直した事項等は、ホームページ（ＵＲＬ

http://www.gamagoricci.or.jp/）に掲載し、地域の小規模事業者からの意見を聴取できる

ようにする。また、その聴取した意見を経営発達支援事業計画に反映させる。 

 (4) 第三者機関による事業評価 

    ・評価委員 地域大学の教授、中小企業診断士、蒲郡市の担当部長、小規模企業振興委

員  ２０名 

 

 

①月 次 

経営発達支援事業の実績確認 

②中間期 

 計画に対する進捗状況を確認 

③年度終了時 

 支援を行った小規模事業者の意見を含

む結果を集約・確認 

 
 

①月 次 

 進捗に応じて個別指導 

②中間期 

 成果に応じて重点支援事業の見直し 

③年度終了時 

 自己評価及び第三者機関による評価 

 
 

①年度開始時 

年間の経営発達支援事業による支援対

象者の抽出及び支援計画作成 

②中間期 

 進捗状況・成果に応じて計画修正 

③年度終了時 

 第三者機関の評価等により次年度の経

営発達支援事業計画作成 

 
 

①通年実施 

経営発達支援事業の実施 

・経営分析及び需要動向調査 

・事業計画の策定・実施支援 

・創業支援 

・販路開拓支援 他 

小規模事業者  と地域全体を支援し元気   にするために!! 

Plan Do 

Action Check 
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    ・評価の時期 事業年度終了前の３月 

    ・評価項目及び評価手順    

①各経営発達支援事業について、自己評価及び目標達成度を下記の評価基準により

当商工会議所が実施。 

      ②自己評価を実施する際には、以下の事項について評価を行う。 

・経営環境・ニーズに応じた支援が適切に実施されたか 

・支援の「量」から「成果」への転換が確実に進んだか 

・経営指導員の役割および能力は適切であったか 

・外部専門家や関係団体との連携が十分機能していたか 

③評価委員が当商工会議所の自己評価及び目標達成度を踏まえ、各経営発達支援事

業の満足度及び必要性を下記評価基準により実施。 

④満足度を評価する際には、前述の支援を行った小規模事業者からの意見を含む成

果を抽出し、評価委員の評価の参考とする。 

・評価基準     

 ４つの評価項目（自己評価・目標達成度・満足度・必要性）に対し、下記の評価

基準によりＡＢＣＤの４段階で評価を行う。また、４つの評価項目の平均値を総合

評価とする。 

 

ランク 自己評価 目標達成度 満足度 必要性 

Ａ 満 足 
目標達成度が 

100％以上 
満 足 高 い 

Ｂ 
どちらかといえば 

満 足 

目標達成度が 

75％以上 100%未満

どちらかといえば 

満 足 

どちらかといえば 

高 い 

Ｃ 
どちらかといえば 

不満足 

目標達成度が 

40％以上 75%未満 

どちらかといえば 

不 満 

どちらかといえば 

低 い 

Ｄ 不満足 
目標達成度が 

40％未満 
不 満 低 い 

 

(5) 成果・評価・見直しの有用性 

年度当初の事業計画に対し、毎月の各経営発達支援事業の実績を調査し個別に指導する

ことで、計画どおりに進捗でき、巡回指導・窓口相談等が活発化し小規模事業者への伴走

型支援がより推進可能となる。 

また、中間期に実績に対する成果を確認し、下期の重点支援事業を見直し計画修正する

ので、小規模事業者に対する支援を単なる「量」から「成果」への転換を着実に推進する

ことができる。 

年度終了時には、第三者機関の評価を実施するとともに、経営発達支援事業の実績・成

果・評価・見直した事項を当商工会議所ホームページに掲載することにより、小規模事業

者の意見を聴取することが可能となるので、小規模事業者の目線で評価ができ、経営発達

支援事業の効果的・効率的な実施や経営指導員の意識向上を図ることができる。併せて、

当商工会議所としての社会的説明責任も同時に果たすことができる。 

以上のとおり、月次での評価、中間期での評価、年度終了時での評価を実施することで、

年度当初計画の進捗度合を確保でき、中間期での方向性修正も可能なため、確実に「成果」

を得られる経営発達支援事業を行うことができる。また、第三者機関の評価を導入するこ
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とから、次年度の経営発達支援事業を小規模事業者が求める内容に計画することができ、

より質の高い経営発達支援事業を実施することができる。 

これらの計画・成果・評価・見直しを繰り返し行うことで、「小規模事業者と地域全体

を支援し、当地域を元気にする」経営発達支援事業が実施可能となる。 
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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９月現在）
（１） 組織体制 

経営発達支援事業は、中小企業相談所に所属する７名（経営指導員５名及び補助員２名）

が中心となって実施する。 

 

・職員数  １７名（育児休業中職員１名含） 

・事務局組織図 

総 務 課  ６名 

   

業 務 課 ２名 

事務局長 

経営指導課 ４名 

中小企業相談所          （指導員２名・補助員１名・記帳指導職員１名）

指導管理課 ４名 

（指導員３名・補助員１名） 

・商工会議所機構図 
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２
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顧問･参与･相談役

名誉議員

常議員会

副会頭

専務理事
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事務局

監　　事

中小企業相談所

常議員

総
　
務
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指
導
管
理
課
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（２）連絡先 

   〒４４３－８５０５ 愛知県蒲郡市港町１８-２３ 

蒲郡商工会議所 中小企業相談所 

ＴＥＬ（０５３３）６８-７１７１  ＦＡＸ（０５３３）６８－０３３９ 

ＵＲＬ http://www.gamagoricci.or.jp/ 

Ｍａｉｌ info@gamagoricci.or.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２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

必要な資金の額 １１７，２００ １１８，２００ １１９，２００

 

 

（一般会計） 産業振興対策費 

（一般会計） 観光対策費 

（特別会計） 中小企業相談所 

テックスビジョンミカワ開催費 

一店逸品発掘事業 

愛知ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸいざ検索！事業 

蒲郡ｼﾃｨｾｰﾙｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ﾐｶﾜ･ﾃｷｽﾀｲﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 

みかわ de オンパク 

福寿稲荷ごりやく市 

癒しとｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞの郷推進事業 

蒲郡技術科学振興会 

 

１３，６００

２，３００

５２，５００

１０，０００

１，３００

１，８００

１１，０００

１，７００

７，６００

４，３００

６，８００

４，３００

 

１３，６００ 

２，３００ 

５３，５００ 

１０，０００ 

１，３００ 

１，８００ 

１１，０００ 

１，７００ 

７，６００ 

４，３００ 

６，８００ 

４，３００ 

 

１３，６００

２，３００

５４，５００

１０，０００

１，３００

１，８００

１１，０００

１，７００

７，６００

４，３００

６，８００

４，３００

（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 

会費収入、事業参加会費、団体負担金、県補助金、市補助金、事業委託金 

 

 

（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 

□創業支援 

蒲郡市、日本政策金融公庫、地域金融機関と連携した「がまごおり創業支援ネットワーク」

を構築し、創業相談窓口の設置、支援対象者の掘り起こし、参加支援機関で創業者情報の共有

等を行い、創業支援の強化を図る。 

連携者及びその役割 

・蒲郡市 

・日本政策金融公庫 豊橋支店 

（支店長：井原守茂、住所：豊橋市八町通２丁目１５番地、電話番号：0532-52-3191） 

・地域金融機関               

※各連携者の役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 ： 支援対象者を掘り起こし、創業支援を行う 

蒲郡商工会議所 

・創業相談窓口の設置 

・創業計画策定支援 

・創業計画策定セミナーの実施 

・専門家派遣・個別相談の実施 

・創業後のフォローアップ 

がまごおり創業支援ネットワーク 

蒲郡市 

・相談窓口の設置 

・創業者相談の定期開催 

・相談内容のヒアリングと支援機関への誘導

・創業者支援施策の PR 

・創業者融資に関する補助施策の実施 

日本政策金融公庫 

・創業相談窓口の設置 

・創業計画策定支援 

・創業融資の実施 

・認定支援機関の紹介 

・創業セミナーの実施･支援 

地域金融機関 

・創業相談窓口の設置 

・創業計画策定支援 

・創業融資の支援 

・各種補助金申請支援 

・創業後のフォローアップ  

・創業セミナーの開催支援 
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連携する内容 

□繊維総合展示会「テックスビジョンミカワ」の開催 

蒲郡商工会議所、三河繊維産地の各業界団体、蒲郡市でテックスビジョンミカワ開催委員会

（事務局：蒲郡商工会議所）を組織し、地場産業である繊維産業の総合展示会「テックスビジ

ョンミカワ」を開催する。三河産地の広報宣伝を図ることにより、三河産地全体の需要開拓を

図り、もって繊維産業の振興を期する。 

連携者及びその役割 

・三河繊維産元協同組合 理事長：水藤晴義、住所：蒲郡市港町 18-23、電話番号：0533-69-7850

・三河織物工業協同組合 理事長：牧野孝彦、住所：蒲郡市神明町 12-20、電話番号：68-6161 

・東三河染色協同組合 理事長：藤田喜一郎、住所：蒲郡市三谷町九舗 73、電話番号：0533-68-6656

・中部繊維ロープ工業協同組合 理事長：牧原孝二郎、住所：蒲郡市形原町東欠ノ上 39-5、 

電話番号：0533-57-5138 

・蒲郡市  

※各連携者の役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒲郡商工会議所 

◆テックスビジョンミカワ開催委員会の運営 

テックスビジョンミカワ開催委員会 

三河織物工業協同組合 

◆テックスビジョンミカワ開催委員会への参加 

◆テックスビジョンミカワへの出展 

目標 ： 三河繊維産地の広報宣伝と需要開拓による繊維産業の振興 

三河繊維産元協同組合 

◆テックスビジョンミカワ開催委員会への参加 

◆テックスビジョンミカワへの出展 

蒲郡市 

◆テックスビジョンミカワ開催委員会への参加 

◆テックスビジョンミカワへの開催協力 

東三河染色協同組合 

◆テックスビジョンミカワ開催委員会への参加 

◆テックスビジョンミカワへの出展 

中部繊維ロープ工業協同組合 

◆テックスビジョンミカワ開催委員会への参加 

◆テックスビジョンミカワへの出展 
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連携する内容 

□ビジネスポータルサイト「愛知ビジネスパークいざ検索！」事業 

地域金融機関と愛知県下１１商工会議所の連携により、「愛知ビジネスポータルサイト運営

委員会」を組織し、ビジネスポータルサイト「愛知ビジネスパーク いざ検索！」を運営する。

営業力や情報発信手法に課題を持つ事業者に対し、ＷＥＢを通じた情報発信、販路開拓のため

のツールとして活用を促進する。 

連携者及びその役割 

愛知ビジネスポータルサイト運営委員会 

事 務 局：蒲郡信用金庫 内 

住  所：蒲郡市元町５番８号  

電話番号：０５３３－６９－６３５１ 

※各連携者の役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知ビジネスポータルサイト運営委員会 

蒲郡信用金庫 

◆運営委員会の運営 

◆参加企業の募集 

目標 ： ビジネスポータルサイトを活用して情報発信・新たな販路開拓 

蒲郡商工会議所 

◆運営委員会への参加 

◆参加企業の募集 

愛知県下 11 商工会議所 

◆運営委員会への参加 

◆参加企業の募集 

愛知県下 5信用金庫 

◆運営委員会への参加 

◆参加企業の募集 
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連携する内容 

□福寿稲荷ごりやく市 

当商工会議所の中心市街地活性化専門小委員会において、今後の中心市街地活性化の方向

性・活性化イベント等を企画・検討する。その検討を踏まえ、「福寿稲荷ごりやく市」を開催

し、テント市や各種イベントを実施することにより中心市街地のにぎわい創出を図る。 

連携者及びその役割 

・蒲郡市 

・蒲郡商店街振興組合（理事長：小田裕己、住所：蒲郡市元町 9-12、電話番号：0533-68-7791）

・蒲郡市商店街振興組合連絡協議会 

 （会長：田村勇、住所：蒲郡市港町 18-23、電話番号：0533-68-7171） 

・蒲郡市観光協会 （会長：杉山和弘、住所：蒲郡市元町 1-3、電話番号：0533-68-2526） 

※各連携者の役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

目標 ： にぎわい創出による中心市街地活性化 

蒲郡商工会議所 

◆中心市街地活性化専門小委員会の運営 

◆福寿稲荷ごりやく市の企画・運営 

中心市街地活性化 

専門小委員会 

蒲郡市 

◆中心市街地活性化専門

小委員会への参加 

◆福寿稲荷ごりやく市の

企画・運営 

蒲郡市観光協会 

◆中心市街地活性化専門

小委員会への参加 

蒲郡商店街振興組合 

◆中心市街地活性化専門小委員会への

参加 

◆福寿稲荷ごりやく市の企画･運営 

蒲郡市商店街振興組合連絡協議会 

◆中心市街地活性化専門小委員会への参加 
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連携する内容 

□蒲郡技術科学振興会 

蒲郡技術科学振興会の運営を通じ、先端技術等の調査・諸団体や研究機関との連携を深め、

情報交換や研修会を積極的に行い市内の産業活性化を図る。主な事業としては、ものづくり企

業を中心としたセミナー・勉強会、工場見学・視察研修会を開催する。 

連携者及びその役割 

蒲郡技術科学振興会 

会  長：蒲郡商工会議所会頭  

住    所：蒲郡市港町１８－２３（蒲郡商工会議所内） 

電話番号：０５３３－６８－７１７１ 

※各連携者の役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 ： 技術力向上によるものづくり振興 

蒲郡商工会議所 

◆蒲郡技術科学振興会の運営 

◆セミナー・視察研修会の開催 

◆新産業・新商品の創出への支援 

蒲郡技術科学振興会
蒲郡鉄工会 

◆共催・後援・協力 

◆当所部会への参画 

大学機関 

◆蒲郡技術科学振興へ「顧問」として参画・連携 

東三河産業創出協会 

東三河の商工会議所・商

工会・ものづくり企業で

構成 

◆セミナー・工場見学・

展示会等の情報提供 

◆共催・後援・協力 



- 44 - 

 

連携する内容 

□ミカワ・テキスタイル・ネットワーク事業 

地場産業である繊維産業に関わる事業者で構成するミカワ・テキスタイル・ネットワーク協

議会（事務局：当商工会議所）を組織し、三河繊維産地の情報発信・広報宣伝に取り組むとと

もに、三河産地ブランドの普及推進、三河繊維産地関係事業者の相互交流による新たな業者連

携に取り組み、三河繊維産地の振興を図る。 

連携者及びその役割 

ミカワ・テキスタイル・ネットワーク協議会 

会  長：水藤晴義 

事 務 局：蒲郡商工会議所内 

住    所：蒲郡市港町１８－２３ 

電話番号：０５３３－６８－７１７１ 

※各連携者の役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 ： 情報交流の活性化による三河繊維産地の振興 

ミカワ・テキスタイル・ネットワーク協議会 

三河繊維産地事業者 

◆協議会への運営協力 

◆ワーキング会議・事業への参画 

官公庁・公設研究機関 

◆協議会へのアドバイス・協力 

◆ワーキング会議・事業への参画 

蒲郡商工会議所 

◆協議会の運営 

◆ワーキング会議の運営 

◆情報発信・交流事業の開催 
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連携する内容 

□観光振興事業（みかわ de オンパク） 

「蒲郡らしい・蒲郡ならでは」をキーワードとして掘り起こした魅力を体験型プログラムに

具現化し効果的に情報発信することで、地域の観光交流人口の増加及び観光産業の振興を図る

ため、多数の体験型プログラムを短期間で集中開催する「みかわ de オンパク」を広域開催す

る。 

連携者及びその役割 

みかわ de オンパク実行委員会 

会  長：蒲郡商工会議所会頭 

住  所：蒲郡市港町１８－２３（蒲郡商工会議所内） 

電話番号：０５３３－６８－７１７１ 

※各連携者の役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆実行委員会の運営  ◆みかわ de オンパク運営 

◆プログラム主催者募集・管理 

みかわ de オンパク実行委員会 

蒲郡市 

観光協会

蒲郡市 
蒲郡商工

会議所 

東三河広域観光協議会 

東三河８市町村の行政 

商工会・商工会議所 

観光協会 

観光関連企業 

◆実行委員会への参画 

岡崎活性化本部 

◆実行委員会へ

の参画 

◆広域開催への

協力 

西尾市観光協会

◆実行委員会へ

の参画 

◆広域開催への

協力 

目標：観光振興・観光交流人口の増加 
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連携する内容 

□癒しとアンチエイジングの郷推進事業 

当商工会議所が発起人として設立した「癒しとアンチエイジングの郷推進協議会」に約６０

の会員企業および団体（医療・農業・漁業・観光等）、国・県・市・大学等が属しており、研

究分野毎に外部の専門機関や学校等とも連携する事でヘルスケア産業の事業化を通した当地

域の新産業創出に取り組む。 

連携者及びその役割 

癒しとアンチエイジングの郷推進協議会 
会  長：蒲郡商工会議所会頭 

住  所：蒲郡市港町１８-２３ （蒲郡商工会議所内） 

電話番号：０５３３-６８-７１７ 

※各連携者の役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

癒しとアンチエイジングの郷推進協議会

蒲郡 

商工会議所

 
地域内 

中小企業 

及び団体 

 

 

 蒲郡市 

 

 

大学 

 

専門 

研究機関 

 

域外企業 

及び団体 

 
 

官公庁 支援・協力 

共同研究 共同事業 

共同研究 

目標 ： ヘルスケア産業の創出・育成 


