
   

経営発達支援計画の概要 実施者名 （法人番号） 刈谷商工会議所（法人番号 ４１８０３０５００５１０３） 実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 
目  標 

ものづくり基盤技術が集積する工業、歴史ある商人町を築いてきた商業の中で、小規模事業者が有する知的資産を次代へと繋いでいくため、地域産業の屋台骨である小規模事業者の持続的発展を推進し、自社の強みを活かした経営計画に基づき経営を再構築することで経営力を向上させ、足元の強い地域産業構造を構築していく。併せて、専門家のサポート支援体制、行政・関係機関の協力体制を円滑に活用できるよう、刈谷商工会議所が“地域の総合コーディネーター”としての機能を発揮し、さらに市内小規模事業者にとって日常的な悩みや健全な経営状態を保つための初期相談窓口となり、課題があれば早期に発見する仕組みを担う「経営の診療所（町医者）」としての役割の確立・信頼確保に努め、伴走型で支援を展開していく。 また、地域資源の活用による新商品開発、認定商品の磨き上げ、販路開拓などの支援とその商品群やサービスを活かした交流人口の拡大を図り、ビジネス機会の拡大に繋がる元気ある地域経済の振興を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容Ⅰ．経営発達支援事業の内容Ⅰ．経営発達支援事業の内容Ⅰ．経営発達支援事業の内容    １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 （１）ＬＯＢＯ調査 （２）外部支援機関が行う経済動向調査の提供 （３）小規模事業者経済動向調査 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 （１）経営指導員による経営分析 （２）専門家派遣事業等の活用 （３）経営指導員会議による情報共有・意見交換 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 （１）既存事業者向け支援 （２）創業者向け支援 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 （１）既存事業者向けフォローアップ （２）創業者向けフォローアップ ５．需要動向調査に関すること【指針③】 （１）刈谷産業まつりを活用した調査 （２）当所職員及び専門家を活用したアンケート調査 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 （１）メッセナゴヤ出展支援事業 （２）商談会・ビジネスマッチング事業 （３）かりや商人大学事業 （４）ベストセレクション事業 （５）地元新聞・地域情報誌等による広報支援 Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組    （１）中心市街地の活性化（２）観光振興（３）雇用創出支援 連絡先 刈谷商工会議所 中小企業相談所 〒４４８－８５０３ 愛知県刈谷市新栄町３－２６ Tel０５６６－２１－０３７０ Fax０５６６－２４－６０４９ E-mail info@kariya-cci.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 

Ⅰ．概要 

（１）刈谷市の位置・地勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市域は南北に細長く、大部分に工場や住宅地が 

広がっている。また、北部地域には丘陵地などの 

自然が残り、南部地域には農地が広がっている。 

本市には自動車関連産業をはじめ多くの優良企業 

や事業所が立地し、市民の就労の場となっているほ 

か、多くの労働力が本市に流入し継続的な人口増加 

をもたらしている。 

自動車関連企業を中心とするものづくり産業の集 

積地として、第２次産業への依存度が高い産業構造 

となっている。 
 

 

刈谷市は、愛知県のほぼ中央に位置し、中

部圏の中心都市名古屋の 20 ｋｍ圏内にあっ

て、市域は南北 13.2 ｋｍ、東西 5.8ｋｍと南

北に細長く、面積は 50.45ｋ㎡を有している。 

地形は、木曽山脈が南西に延びて徐々に低

くなり、本市北部の海抜 40 ｍ内外の丘陵地

となり、碧海台地となって衣浦湾に至る西三

河平野の西部、衣浦湾頭に位置している。 

市域には八ツ崎貝塚や本刈谷貝塚をはじめと

する原始・古代の遺跡が多く存在することか

ら、大昔から衣ケ浦とそこに流れ込む本市の

三大河川（境川、逢妻川、猿渡川）周辺に人々

が集落をつくり、脈々と住み続けていたこと

がわかる。 

本市は、名古屋市の20 ｋｍ圏内に位置し、 

JR 東海道本線や名鉄名古屋本線、三河線、 

伊勢湾岸道路や国道１号、23 号などの幹線道

路によって名古屋市及び周辺都市と連絡して

おり、交通アクセスに優れた名古屋都市圏の

一翼を担う中核都市となっている。 

行政人口  １５０，１５５人 

世帯数   ６３，９３９世帯 

（平成２９年１月１日 刈谷市ホームページ） 

刈谷市のスローガン 

『人が輝く 安心快適な産業文化都市』 
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（２）刈谷市の歴史 

刈谷市が都市形態をとり始めたのは、天文２年（1533 年）水野氏が刈谷城を築いてからである。 

古くは城下町として栄え、三河地方の最西端に位置する地勢、西部を流れる「境川」に沿って南北

に伸びている刈谷市は、その豊富な水源を利用した「酒造」が主な産業で、また当時は「養蚕」や、

質の良い粘土がとれたことを背景に「窯業」も盛んであった。 

現在でも、境川とその支流付近には肥沃な土地が残っており、市域の北部南部を中心に農業も営ま

れている。 

・刈谷市はトヨタグループ発祥の地 

刈谷市は中京地帯の中心に位置し、トヨタグループ５社の本社が所在するなど、「ものづくり」を

中心に発展してきた自動車工業都市である。 

トヨタ各企業への就職のために移り住む人たちや、通勤・出張で訪れるビジネスマンが数多く、ま

た、第二東名高速道路刈谷ハイウェイオアシスも多数の観光客で賑わうなど、交流人口が非常に多い

のが特徴である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的背景として、明治以降、東海道本線が開通し刈谷駅が設置され、さらには、三河鉄道（現名

鉄三河線）の開通により次第に名古屋圏内に入ると、都市機能の集積を契機に、現在の中心市街地が

形成される外郭となり、もっぱら周辺の消費的経済をまかなう地方商業都市となっていく。 

戦後に入り、「豊田自動織機」の誘致に成功したことをきっかけに、新興工業都市として栄えるこ

とになる。 

豊田自動織機はその後、自動車部門が独立し「トヨタ自動車」となり、その後、高度経済成長とモ

ータリゼーションの進展とが相まって、日本のみならず世界にその名を馳せる巨大自動車メーカーへ

と成長する。このため、市内には「デンソー」「アイシン精機」「トヨタ紡織」「トヨタ車体」といっ

たトヨタグループ上場企業の本社や工場が多数稼働しており、国内屈指の自動車工業都市として認知

され、併せて、豊田自動織機本社がある刈谷市は「トヨタグループ発祥の地」と呼ばれることとなる。 

 

Ⅱ．刈谷市の現状と課題 

（１）人口 

刈谷市の総人口は、平成20年頃まで着実に増加していたが、平成２０（2008）年９月に起こったリ 

ーマンショックの影響により、その増加数は鈍化している。平成２８（2016）年９月に人口１５万人

を達成し、微増傾向にはあるが、下記統計資料（図表１）より平成２７（2015）年では148,589人で、

これは、昭和５０（1975）年（４０年前）の約1.6倍、平成７（1995）年（20年前）の約1.2倍となり、

人口の構造的な成長は難しくなってきている。 

 

 ■刈谷市の総人口の推移（図表１） 
 昭和50年 

（1975） 

昭和55年 

（1980） 

昭和60年 

（1985） 

平成 2年 

（1990） 

平成 7年 

（1995） 

平成12年 

（2000） 

平成17年 

（2005） 

平成22年 

（2010） 

平成 27年 

（2015） 

総人口(人) 94,153 103,837 109,909 117,505 124,730 131,340 139,598 145,630 148,589 

（人口伸び率）  （10.2%） （10.5%） （6.9%） （6.1%） （6.2%） （6.2%） （4.3%） （2.0%）  

世帯数 31,262 33,972 36,305 40,141 44,766 48,664 54,198 60,310 62,304 

※平成２９年（２０１７）１月１日現在の総人口は 150,155人、世帯数は 63,939世帯。 
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※出典：刈谷の統計（各年１月１日現在の数字） 

さらに、３区分別人口割合の推移（図表２）をみると、年少人口割合は約15％程度で推移してお 

り、大きな変化はないが、生産年齢人口割合は減少傾向、老年人口割合は増加傾向で、平成27年時点

では、約５人に１人が高齢者となっている。 

 ■３区分別人口の推移（図表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：刈谷の統計（各年４月１日現在の数字） 
  

刈谷市の特徴として、トヨタ系大手企業（(株)豊田自動織機、愛知製鋼(株)、(株)ジェイテクト、ト

ヨタ車体(株)、アイシン精機(株)、(株)デンソー、トヨタ紡織(株)など）の主力工場が立地しており、

同工場の協力工場や、その下請け部品メーカーの立地が多くなっている。製造業や運輸業(倉庫業を

含む)の大規模・中堅規模の事業所が多く立地していることを中心的な要因とし、１６行４１支店も

の金融機関や大型スーパー、飲食業の出店など強い産業構造が形成されていることにより、周辺都市

と比較すると、刈谷市への昼間の就労人口流入が多くなっていることが挙げられる。 

 

 ■昼夜間人口比率における近隣市町村との比較（図表３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  出典：平成 28年度 愛知県統計年鑑 

 

（２）文化・観光および地域の名産品・地域資源 

①概要 

本市には、刈谷ハイウェイオアシスを中心とした観光資源や、刈谷城の城下町として発展し、徳川

家康の生母の故郷でもあるため、刈谷城址・万燈祭をはじめとする歴史文化資源が豊富に存在する。

中心部には大規模な企業等が集積しており、北部地区には愛知教育大学が立地していることから、刈

谷駅周辺では多くの若者によるにぎわいが見られる。企業スポーツが盛んであり、スポーツを通じた

交流・賑わいづくりも推進している。 
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また、農業も古くから盛んで、境川・逢妻川・猿渡川の三河川により築かれる温暖な気候と肥沃な

土壌に恵まれ、稲作を基幹農作物とし、さらに都市近郊で消費者との距離が近いという有利な立地特

性を活かして、北部地区での丘陵地を利用したぶどう・梨・柿などの果樹や、すいか・大根・白菜な

どの露地野菜の栽培、温室での花きの施設園芸が活発に行われている。 

なお、現在、愛知県の指定する地域産業資源として、農林水産物４件、ほか鉱工業品９件、観光資

源７件が登録されている。 

一方で、観光、歴史文化資源をはじめとした個々の地域資源の関連性が弱いことや、刈谷駅周辺の

休日におけるにぎわいが少ないことなど、取り組むべき課題もある。 

 

（図表４）刈谷の代表的な観光資源 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②刈谷商工会議所の活動で生まれた地域産業資源 

・坊ちゃんかぼちゃ 

刈谷商工会議所では、自動車工業都市である刈谷市において、平成２２年度より新たな地域資源の

創造を図るため、国の認定（※平成２２年１１月認定）を受け『坊ちゃんかぼちゃ』を活用し、農商

工連携を狙いとした商品開発支援事業を手掛けた。本事業では、地産地消の推進を掲げ、域内の農家

による作付け・生産からスタートし、種・苗の無料配布や一般市民・地元中学生を対象とした「料理

アイディアコンテスト」を行うなど、様々な事業者や団体、市民を巻き込んで普及を図り、特に、高

い栄養価と食味の良さも兼ね備えた坊ちゃんかぼちゃは、和洋中華＆和洋菓子に加工しやすく、地域

の食文化の向上にも寄与した。 

特に、平成２３年度には、「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」の採択を受け、食品製造

事業者７社の参加による、真空包装器を活用した試作品の研究開発を後押しし、専門家による審査会

や料理の講習会、首都圏商談会でのバイヤーを対象とした市場調査、パブリシティの活用等による商

品化・ＰＲを支援するなど、トヨタグループ企業の手土産化や刈谷ハイウェイオアシス等での販売に

向けた商品開発・販路開拓、消費拡大による地域経済活性化を図ってきた実績がある。 

 

（図表５） 農商工連携事業で生まれた「坊ちゃんかぼちゃ」を使った商品（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［左］全国テーマパーク・公園部門でディズニーランド、ユニバーサル･スタジオ・ジャパン

に次ぐ第 3位の集客力を誇るパーキングエリア「刈谷ハイウェイオアシス」。 

［中］愛知県指定無形民族文化財で 200年以上続く天下の奇祭・伝統の「万燈祭」。 

［右］刈谷城復元に向けた「刈谷城址」の新たな賑わい構想。徳川家康生母･於大の方 

ゆかりの地で、現在は資料館や「亀城」と呼称する公園があり桜の名所で知られる。 
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・ずんだ（※宮城県仙台市の地域産業資源） 

刈谷商工会議所では、東北復興支援事業として展開された、遊休機械無償マッチング支援プロジェ

クト（※日本商工会議所主催）において、全国５１５商工会議所の中で日本一の貢献度となり、日商

の復興特別表彰を受賞するなど、同事業を通じて東北との強い“絆”を築き、域外との強固なネット

ワークという新たな「強み」を得た。 

そこで、当所は、震災から５年を機に休止した同事業から続く新たな東北復興支援および「両地域

の活性化事業」として、仙台商工会議所（宮城県）と東京製菓学校を加えた３者により、「ずんだを

活用した新商品開発事業」を立ち上げ、両地域の雇用創出や販路拡大、地域資源を活用した地域活性

化プロイジェクトを平成２８年度よりスタートさせた。 

本事業では、刈谷商工会議所の会員企業からなる「ずんだ研究会」を 

新たに立ち上げ、域外資源である「ずんだ」の特性などを研究するほか、 

年度ごとに“新商品を製造できる業者”を募集するものである。 

（仙台商工会議所は、商品の原材料を供給できる業者を発掘するととも 

に、販路と消費の拡大を支援。東京製菓学校は、新商品のレシピや試作 

品づくりを担当する。） 

本事業を通じて、平成２８年度の実績では、参加５店舗により試作開発や需要調査を経て８品が商

品化に至り、集客力の高い刈谷ハイウェイオアシスでの販売や、多数のメディアに取り上げられるな

ど評判も高く、域内での消費拡大、さらには東北より「ずんだ餡」を１t以上も仕入れるなど、参加

する事業者の開発・販売が活発化している。 

今後も本事業を継続し、参加事業者数の拡大と商品ラインナップを増やし、地域経済での市場拡大

を図っていく。 

 

（図表６） 新連携による新たな地域産業資源の活用と「ずんだ」を使った商品開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「ずんだ」とは、枝豆（未成熟な大豆）またはそら豆をすりつぶして作る緑色のペーストのことである。 

 宮城県を中心にした地域の郷土菓子などに使われ、高いブランド力を誇り、特色ある原材料として多様なものに 

 加工することが出来る。 

 

 

Ⅲ．商工業者の現状 

（１）市内事業者数 

平成２４年経済センサス調査において、刈谷市の商工業者数は４,９６３ 社で、そのうち小規模事

業者数は３,４５５ 社(69.6％)と多くの割合を占めている。 

平成２４年と平成２１年経済センサスのデータと比較すると、全体で商工業者数は３２７社の減少

である。（その内、小規模事業者数は２５０社の減少） 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B7%E5%9C%9F%E8%8F%93%E5%AD%90
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■市内事業者数（図表７） 

 建設業 製造業 
運輸・ 

通信業 

不動産・ 

物品貸付業 

卸・ 

小売業 

宿泊・ 

飲食業 

その他・ 

サービス業等 
合計 

平成 24年 397 731 136 366 1,286 789 1,258 4,963 

平成 21年 456 805 161 382 1,364 814 1,308 5,290 

増減数 ▲59 ▲74 ▲25 ▲16 ▲78 ▲25 ▲50 ▲327 

増減率(％) ▲12.9 ▲9.1 ▲15.5 ▲4.1 ▲5.7 ▲3.0 ▲3.8 ▲6.1 

 

（２）市内の業種別構成比率 

市内の商工業者を業種別でみると、卸売業・小売業(21.5％)、製造業(16.2％)、宿泊・飲食業

(12.1％)、建設業(10.7％)、不動産・物品貸借業(9.9％)、運輸・通信業(2.2％)、その他サービス業

等(27.4％)という構成割合となっている。 

「製造業」の構成比を見ると、トヨタ系大手企業をはじめ、裾野の広い産業を形成していることか

ら、モノづくり企業の集積地として全国と比べても高い割合なっている。また、小規模事業者では更

に高い構成割合を占めていることから、数多くの町工場の技術力によって下支えされる産業構造にな

っていることが伺える。 

また、刈谷市の玄関口である刈谷駅は JR・名古屋鉄道本線・三河線の３つの路線の結節駅となっ

ており、大手企業の本社オフィスや工場に通勤するビジネスマンや商談者等を中心とした県内第３位

の約５９,１００人（※平成２７年時点）の乗降者数を誇ることから、駅前には好条件の立地を求めて、

ビジネスホテルやアルコール提供店などの飲食店が数多く出店している。また、上記関連のオフィス

や工場に向けに、飲食類や物販を納品する比較的規模の大きな卸・小売事業者数が多いことも特徴で

ある。  

不動産・物品賃貸業の割合が高いのは、農家や地権者、投資家等の不動産所有者が産業の急成長に

伴う地域経済の発展・人口拡大を機として、個人による土地・アパートといった貸家・貸間や小規模

の不動産仲介を行うといった事業者が増えたからと考えられる。 

 

 ■全国と刈谷市の商工業者数・業種別構成比率の比較（図表８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 出典：平成２４年度 経済センサス 

 

（３）刈谷市の小規模事業者の現状と課題について 

市内小規模事業者数の状況（図表９）は、平成２１年と平成２４年の経済センサス統計データを元

に事業者数を比較すると、３年間で２５０社、６．７％の減少となっている。 

特に小規模事業者では、「製造業」「宿泊業・飲食サービス業」「建設業」の減少数が多い。 
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業種別で見ると、市内で高い割合を占める製造業では、産業構造上の特徴として、部品供給構造を

下支えする、いわゆる部品サプライヤー事業者が多く、長年に亘り、部品供給や受託加工を事業の柱

として、加工・組立などの工程に人材・設備を効率的に集中し強みを発揮してきた。しかし一方で、

下請けという立場での取引慣行上、価格決定による力関係が概して弱いうえ、発注元の業況や調達方

針の変化に大きく左右されることから、安定した収益確保が為らず、個々の経営努力では解消しがた

い要因により廃業に至るケースが増えている。また、建設業の減少も目立つ。 

他の業種の状況でも、少子高齢化の影響や後継者難、並びに地域の消費が市外資本の企業へ流出す

る状況は当地域においても深刻で、駅前の好立地を求める大手飲食チェーンの出店攻勢、郊外の大型

店舗やコンビニエンスストアの台頭、さらには、インターネット普及による新しい形態の消費行動な

ど、買い手の購買行動が多様化していることなどから、直接的にその影響を受けている地元の飲食業

で減少が著しい。地域で育まれる文化や特性を上手く取り込み、形にすることで、経済活動を促進さ

せるなど、地域のブランド力や独自色を持つ魅力を向上させていく意味合いからも、飲食業等を始め

とした商業者支援は、喫緊の課題となっている。 

 

■市内小規模事業者数（図表９） 

 建設業 製造業 
運輸・ 

通信業 

不動産・ 

物品貸付業 

卸・ 

小売業 

宿泊・ 

飲食業 

その他・ 

サービス業等 
合計 

平成 24年 368 560 75 342 744 418 948 3,455 

平成 21年 414 623 84 360 781 476 967 3,705 

増減数 ▲46 ▲63 ▲9 ▲18 ▲37 ▲58 ▲19 ▲250 

増減率(％) ▲10.1 ▲10.1 ▲10.7 ▲5.0 ▲4.7 ▲12.1 ▲1.9 ▲6.7 

出典：平成２４年度 経済センサス 

 

 

①工業の現状と課題 

製造品出荷額と県民一人当たり所得には緩やかな正の相関関係にあることが知られており、製造業

の活動が活発な地域ほど県民所得水準が高い傾向がある。 

刈谷市域全体では、製造業割合が高く、業種構造を事業所数でみると、輸送機械（１０１事業 

所）、はん用・生産用・業務用機械・一般機械（７７事業所）、金属製品（６８事業所）が多い状況

にあり、一里山地区（約１９ha）、野田町二ツ池地区（約８ha）、依佐美地区（約５８ha）には、機械、

金属、ゴム、プラスチック製品などの小規模工場が多数立地し、隣接する西三河地区の市町村と一体

となったものづくり分業ネットワークを形成し、全国有数の一大産業拠点となっている。 

特に、当地域はトヨタ系製造メーカーの工場が集積する西三河地域に属することから、輸送用機械

器具製造業、いわゆるトヨタ自動車の城下町としての自動車産業を中心とする２次、３次下請けなど

の製造業が当地域の工業の中核を形成しており、それら企業との長年にわたる取引や引き合いの中で

培われた高い製品品質・技術水準の小規模事業者等が数多く存在するのも当該地域の特徴である。 

一方、長年にわたり自動車をはじめ大手メーカーと下請関係にある小規模事業者は、海外生産品の

レベル向上や親企業の海外生産シフトに伴う低価格圧力や受注減少で経営危機に直面している。 

将来の国内市場の縮小に対応するため、域内の小規模事業者は新製品開発や新技術の応用、独自機

能の付与・付加価値の上乗せ、内発的な自立志向に強い意欲を持っている事業者も存在するが、長年

の経営体質上、販路開拓や市場情報収集を独学で実行していくノウハウは乏しく、更にはそのための

人材が不足していることなどの課題が事業者の多角的な展開を阻害している。 

このことは、大学や公設試験研究機関の利用度が低いことからも読み取ることができ、ここに至る

までには、長く培ってきた自社の経営資源を有効に活かす分野の選択、画期的なアイデアや技術の具

現化、対象顧客層の想定とニーズの把握、経験のない販路の開拓と解題の克服など、多くのプロセス、

岐路や段階が存在するものと考えられる。 
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■年別事業所数、従業者数、製造品出荷額等（図表１０） 

 
平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

事業所数 

（社） 
480 480 421 399 384 382 375 

増減数 － 0 ▲59 ▲22 ▲15 ▲2 ▲7 

従業員数 

（人） 
51,503 52,821 50,183 45,562 44,692 46,559 48,349 

製造品出荷額等 

（百万円） 
1,767,938 1,778,662 1,373,066 1,537,769 1,518,944 1,738,852 1,580,060 

（出典：工業統計調査）※平成 23年は調査データ無し 

 

 ■市内製造事業所の従業者数・製造品出荷額等の動向（上記図表１０より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市内製造業においては事業所数の減少が続いており、８年間で２２％（１０５社）の事業所が減っ

てしまっている（図表１０）。リーマンショック不況が襲った平成２０年以降は、落ち込んでいた製

造品出荷額等や従業員数が回復局面を見せるも、特に中小企業は、一旦、人材を喪失・流出したこと

で、人材育成に長い期間を要する製造技術者、いわゆる“技術職人”を確保できず、現場力が弱体化

した結果、受注開拓やコスト圧縮が進まず収益性を低下させている。 

今後も、中小企業を取り巻く環境は厳しく、取引先企業の生産拠点の海外シフト、部品の点数削減･

共通化等による業界の構造的再編、品質保持･生産効率向上の要求といった状況に加えて、人材確保
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競争の激化など、更に厳しくなることが予想され、中小・小規模問わず、「変革」を必要とする企業

が増えていくと思われる。 

 

 

なお、刈谷市は、世界的な産業技術首都をめざす愛知県におけるモノづくり産業集積の中核都市と

して期待され、市内中心部の恩田地区には、技術課題の解決から新製品開発までモノづくり企業を技

術でサポートする「あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター」が立地しているなど、工

業の重要支援拠点としても整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②商業の現状と課題 

平成２６年度経済センサスによると、刈谷市内の小売業では、店舗数シェアでわずか１．２％の大

型小売店舗（売場面積1,000 ㎡以上）が小売販売額の５１．８％を占めている。 

年間商品販売額では県下５４市町村中９番目と上位である。当市には複合型多機能な大型商業施設

はないが、バロー、アピタ・ピアゴ、イトーヨーカ堂、コノミヤなどがあり、概ね食料品や日用品を

買い回し品については市内及び近隣の市町からの消費がある。 

さらには、隣接する知多郡東浦町や国道２２号線バイパスからアクセスの良い名古屋市東部には映

画館等備えた複合型多機能な大型商業施設（イオンモール）があることや東海道を中心とした鉄道網

も非常に発達しており、名古屋市中心部までのアクセスも含め市外での購買意欲、消費行動も目立つ。 

また、飲食業の状況としては、市内中核駅（刈谷駅）前で賑わいを創出してきた飲食店の様相は近

年、著しく様変わりしており、大企業のビジネスマンなどの利用者が多い駅前の好立地をターゲット

とした大手・低価格チェーン店の進出攻勢により、小規模店は顧客・売上の減少、空き店舗の増加、

後継者難による廃業等が相次ぎ、小規模事業者を取巻く経営環境は一層厳しさを増している。 

このような競争激化など様々な要因により、中心市街地周辺の個店は疲弊し、店舗の魅力も顧客満

足度も低いことが伺え、かつては、市域の銀座、広小路、新栄、東陽町など中心地には地方都市とし

ては広大な商店街・アーケード街が拡がり、休日ともなると歩行も困難なほどの人出であったにも関

わらず、現在刈谷市の商業に対する見方は、「大企業が多数本社を構えているにもかかわらず、主要

駅前、中心市域の衰退が著しいケース」として有名になっているほどである。 

このような状況や問題から、商店主たちの意識は低迷しており、商店主の中では、今後の経営方針

や販売促進について、多くが現状のままで良いという意識さえ感じられ、積極的な営業活動はされて

いない。 

現状課題としては、中心市街地の活性化策を早急に図り、小規模店における「大型店との差別化に

よる生き残り策」や、「顧客目線に立った商店・個店づくり」が課題であり、市、商店街連盟と連携

しながら、各個店の事業の持続的発展に向けた流通、販路開拓支援に取り組むことが急務である。 

 

 

あいち産業科学技術総合センターの分所

「産業技術センター」 

【設立】平成２４年１月 

【所在地】刈谷市恩田町 

【主な支援分野】機械、金属、化学、プラスチック、物流 

技術、木質材料、電気・電子 

【業務内容】技術相談、依頼試験、設備使用、施設使用、

受託研究・共同研究、講習会・セミナー、人材育成、開放

研究室、その他 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%BA%97%E8%A1%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%89
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Ⅳ．刈谷商工会議所の役割と支援上の課題  

小規模事業者の課題が多様化する中、経営改善普及事業において巡回・窓口による経営一般・金融・

税務・記帳などの指導を中心に行ってきた。 

税務としては、弥生会計による記帳指導及び所得税の確定申告支援、金融としては、金融の相談、

貸付の支援、労働保険としては、労働保険の事務代行及び書類作成支援を行ってきた。 

また、「ワンストップ・ビジネス総合支援窓口」を設置し、刈谷市及び地域金融機関、支援機関、

専門家等と広く連携することを軸に、刈谷市管内における「相談窓口の一本化、明確化、相談体制や

支援メニューの充実」を図っていくことで、事業者の経営改善事業を実施している。 

ただ、こうした展開の中で、小規模事業者を取り巻く経営環境は激変しており、目先の業務などか

ら課題を放置することで重度化・複雑化してしまう事業者や、高度・専門的な対応が必要な問題を抱

える事業者にも遭遇したり、課題が顕在化した時のみ対症療法的な事業経営を継続する事業者が多い

ことにも危うさを感じている。 

そこで、商工会議所が“地域の総合コーディネーター”としての機能を強く発揮していくことが必

要である。 

経営環境が変化し続ける中、情報が氾濫し、技術も日進月歩の現在において、改めて、小規模事業

者支援の羅針盤となり、地域ぐるみで必要に応じた適切な支援や機能を果たすべく、商工会議所が存

在感と役割を示しながら、他の支援機関と連携し、課題解決への架け橋を構築する“新たな歯車や仕

組みづくり”、あわせて組織体制の強化に取り組んでいく必要がある。 

 

 

Ⅴ．地域における小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 

【 小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 】 
 

上記の現状及び課題を踏まえ、刈谷商工会議所の１０年ビジョンを以下の通りとする。 

≪向こう１０年 長期ビジョン≫ 

刈谷市における第７次刈谷市総合計画（２０１１年版）では、人口構造の変化、国際間・地域間の

競争激化による「地域経済の衰退」の危惧をあげている。 

そこで、地域経済の中核を担う刈谷市の産業・商工業を維持・発展させていくことが重要である。 

刈谷市は、「企業城下町」とも呼ばれ、発展してきた工業都市であることから、特に、産業構造の

ポテンシャルが高い当地では、その足元の構造を揺らぎないものにするため、産業や雇用を下支えす

る小規模事業者がいきいきと力強く活動する姿に取り戻す。 

これまでの刈谷市発展の軌跡を構造的に捉えると、刈谷市という“城”やその勢力範囲を拡大させ

てきたのは、全国や世界の企業と渡り合う自動車産業が牽引する「工業」を中心としたものであり、

今その製品・技術を支える小規模製造事業者数が減少するなど、城（刈谷市）の屋台骨を揺らがす状

況を見せ始めている。その影響は、その“城下町”で賑わいを見せる「商業」「観光」の振興を阻害

し、ひいては、定住・交流する「人口」へと問題が発展していくことが危惧される。 

刈谷商工会議所は、初代会頭 石田退三の遺訓『自分の城は自分で守れ』にもあるように、地域経

済を守るために今こそ立ち上がり、明るく賑わうまちづくりを振興していくため、小規模事業者の持

続的発展を最重要支援課題とする。 

これを受け、小規模事業者が自社の経営資源を発想力豊かに活用し、いきいきと事業活動を営み、

またそれを次世代に円滑に承継し、また地域資源を有効に活用することで地域経済を活性化させ、人

や物資が集まり交流する、“足元の強固な工業城郭都市・繁栄する企業城下町”を構築することを当

商工会議所の１０年ビジョンとする。 

１０年ビジョン「足元の強固な工業城郭都市・繁栄する企業城下町」の構築のためには、刈谷市小

規模事業者の経営革新・需要開拓・事業承継・創業等に対する経営課題を解決し、小規模事業者の振

興を図らなければならない。 

そこで、刈谷商工会議所が商工業振興の主導的な役割を果たし、県、刈谷市、地域金融機関、その
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他の支援機関と連携しながら小規模事業者の経営力の向上・持続的発展と起業・創業（第二創業）の

増加のために、計画経営に重点をおいた内容で経営発達支援事業を実施していく。 

 

 

≪当初５ヵ年の振興の目標≫ 

小規模事業者の当初５か年の振興は、小規模事業者に対する「個社支援」と小規模事業者の事業活

動の場である地域全体に対する「面的支援」の両面で取り組む。 

 

＊「個社支援」については、 

「保守的・現状維持志向な経営の価値観・行動スタイルの変革」を目標に掲げるとともに、自社の

強みを活かし、経営計画に基づいた創業者支援及び既存小規模事業者の経営再構築により経営力を向

上させ、持続的に発展する小規模事業者を増加させることを目標とする。工業は、地域の宝である「も

のづくり技術の伝承」を後押しするため、既存のサプライヤーシステムのみに甘んじず、自社の技術

力や発想力を活かすための営業力も伴った「経営力のある小規模事業者」の増加を、商業は、既存商

品・サービスの磨き上げや魅力ある新たな商品・サービスの開発による需要開拓で、賑わいが創出で

きる「競争力のある小規模事業者」を増加させることを目標とする。 

 

＊「面的支援」については、 

「現場主義・双方向主義の徹底」により、適宜に現場の生の声を聞きながら事業施策・支援ニーズ

を読み取る仕組みを強化し、「繁栄する城下町」を構築するために、地域資源（農産物・鉱工業技術・

観光資源）の活用による新商品開発、認定商品の磨き上げ、販路開拓などの支援とその商品群やサー

ビスを活かした交流人口の拡大を図り、ビジネス機会の拡大に繋がる元気ある地域経済の振興を目標

とする。 

 

≪当初５ヵ年の振興の実施方針≫ 

刈谷商工会議所は、行政・金融機関などの支援機関と連携しつつ、商工会議所が身近な相談相手「経

営の診療所（町医者）」として常に小規模事業者に寄り添い伴走型で支援を行い、以下の実施方針で

「経営発達支援計画」を推進する。 

 

１．地域を挙げての小規模事業者支援体制の整備 

今後の小規模事業者支援は、小規模事業者の「経営の診療所（町医者）※」として中核的な地域総

合コーディネーターの役割を商工会議所が担い、行政（県、刈谷市）、ミラサポ、愛知県よろず拠点、

あいち産業科学技術総合センター等による専門家、日本政策金融公庫、愛知県信用保証協会、市内金

融機関などの各支援機関と連携しながら小規模事業者支援を行い、多様な小規模事業者の課題解決に

向けて地域内の小規模事業者支援体制を速やかに整備する。 

 

 

２．小規模事業者支援に係る情報の収集・発信とデータベースの整備 

小規模事業者の「経営の診療所（町医者）」としての機能を果たすために、小規模事業者の既存デ

ータに加えて、小規模事業者個々の経営情報の収集とデータベース化や小規模事業者支援に役立つ情

報の収集とその有効な情報発信方法の確立を行う。 

 

 

３．経営改善普及事業強化による伴走型支援実施体制の確立 

小規模事業者に対し、厳しい現状に対する変革の意識を促すことで、感覚的な経営から脱し、従来

の単発的な経営支援・指導体制ではなく、経営計画書に基づいた継続的な支援を展開しながら、売上

増減ばかりでなく利益に資する、中長期展望の盤石な経営基盤を強化できるよう、下記の事業の充実

を図り、小規模事業者の持続的発展に資する伴走型支援の実施可能な指導体制を確立する。 
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①経営分析による経営計画策定 

②経営計画実行可能な各種支援策 

③個々の経営課題抽出による助言・フォローアップ支援 

④高度な分析・助言が可能な専門家の派遣等 

 

 

４．地域の宝である知的資産の承継支援の強化 

競合激化による経営（営業）環境の悪化や、産業構造の著しい変化、経営者の高齢化と後継者問題

等が重なり、小規模事業者の潜在的廃業層が多く見られる中で、小規模事業者数の減少抑止への取り

組みや、ものづくり基盤技術が集積する「製造業」、歴史ある商人町としての「商業(卸・小売業・

飲食業)」において、小規模事業者が築き上げてきた知的資産（技術・ノウハウ・信用・取引先・人

材）を次代へと繋いでいくため、新製品開発での販路開拓等による収益確保及び技術の伝承、事業承

継支援を強化する。 

 

 

５．創業者の掘り起こし及び創業事業者支援の強化 

事業主の高齢化（潜在的廃業層の存在）や若手事業主が少ない状況など小規模事業者の減少を補う

ために創業支援を強化しなければならない。商工会議所から積極的に創業希望者の掘り起こしを行

い、創業後の事業者支援も含めて強化する。 

 

 

６．優れた商品・サービスの発掘・高付加価値化、地域ブランド確立による販路開拓支援 

交流人口の多い刈谷市においては、当地の地域資源を有効に活用した、着地型観光商品開発、新商

品開発、土産品・特産品への期待や重要性が高いことから、市場性・独自性・地域社会性等に富んだ

商品・サービスのブランド力・情報発信力を強化する認定制度などの各種取り組みについて、商工会

議所が支援機能を発揮していく。そのため、関係者間で意識の高揚と共有を行い、「刈谷ブランド」

への支援を強化し、交流人口を増加させ、小規模事業者の新たなビジネス創出による経営強化と地域

活性化を実現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●刈谷商工会議所の目指す「地域の総合コーディネーター」（経営の診療所）支援の概要図 

 

＜町医者の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｓｔｅｐ１  診察＞ 

定期的なヒアリング・健康

診断を通じて状態を知る。 

※診断カルテも作成する 

＜Ｓｔｅｐ２ 治療＞ 

軽度であれば、治療・処方

箋等で対応を行う。 

重度であれば、大学病院・

専門医等の仲介を行う。 

＜Ｓｔｅｐ３ 経過観察＞ 

その後のアフターケアを

行う。 

診察に 

戻る。 

※ 経営の診療所(町医者)とは・・・ 

 ※経営の診療所(町医者)とは・・・ 

患者(企業)が居住する地域に溶け込んでおり、体調に異変を感じた時に直ぐに気軽に受診でき、どんな来院者

にもオープンな、最も身近に存在する医者のことである。主に、「日常的な健康管理」や「軽い病気やけがの

受診・治療」、「予防治療」を行う。対企業でいえば、「企業業容の確認」「企業経営に係る簡易な支援」「情報

提供」等を行い、日常的なケアに関与することで、早期に異常を発見し、治療方針などの相談にものれる。 

患者に重大な症状を発見すれば、総合病院や提携する専門病院に紹介状(や診断カルテ)を出すこともできる。 
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＜刈谷商工会議所の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ｓｔｅｐ３ 実行・改善＞ 

その後のアフターケアを

行う。 

＜Ｓｔｅｐ２ 戦略・方針＞ 

軽度であれば、売上増加・

利益確保に繋がる販路開

拓等の支援を行う。 

重度であれば、各種相談セ

ンター・専門家窓口等の仲

介を行う。 

＜Ｓｔｅｐ１ 現状分析＞ 

 

定期的なヒアリング・事業

計画の策定を通じて状態

を知る。 

※診断カルテも作成する 

 

現状分析 

に戻る。 
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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．経営発達支援計画の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

〔現状と課題〕 

経営発達支援事業を実行するうえで、地域の経済動向を正確に把握することは非常に重要である。

これまで、刈谷商工会議所では、日本商工会議所からの委託事業のＬＯＢＯ調査により、地域や中小

企業が「肌で感じる足元の景況感」を毎月調査し、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・公表してきたが、下表のとおり、調査対象数およ

び回答件数について業種や規模によってバラつきがあり、一部の景況感等の回答が調査結果に大きく

影響するため、信憑性に欠け、経営指導員が巡回・窓口指導において、経済動向の確認ツールとして

有効に活用できていない現状にある。 

また、当所では以前より地域の経済動向を把握する上で、外部支援機関が行う経済動向調査の情報

収集と分析を通じた巡回・窓口指導での活用ができていない現状にある。 

そこで新たに、地域の経済動向調査を実施し、その結果を小規模事業者に対して有効に活用し、経

営支援を行う上で、「経済動向の情報を収集すること」、その情報を「比較・分析すること」、「調

査結果を有効活用する」ことが課題である。 

 

【調査対象】 

  製造業 建設業 卸売業 小売業 サービス業 計 

調査対象数 ５０ １４ ６ ２７ ６０ １５７ 

うち小規模事業者数 １ ０ ２ １８ １９ ４０ 

 

【回答件数】（平成２９年９月分） 

 製造業 建設業 卸売業 小売業 サービス業 計 

調査対象数 １６ ６ ４ ２ １６ ４４ 

うち小規模事業者数 １ ０ １ ２ ３ ７ 

 

〔改善方法〕 

 そこで、本事業の中で次の３つの経済動向調査を実施する。 

（１）ＬＯＢＯ調査 

（２）外部支援機関が行う経済動向調査の提供 

（３）小規模事業者を対象とした「小規模事業者経済動向調査」 

まず、既存事業であるＬＯＢＯ調査については、刈谷市管内の経済動向を的確に把握するために、

業種別件数のバランスを整え、現在の業種割合のバラツキの解消を図る。 

さらに、新規事業を加えた上記３つの調査・分析を相互に比較分析し「刈谷市地域経済動向調査ト

ピックス」を作成し、商工会議所ホームページや商工会広報紙などで広く情報提供を行うとともに、

経営指導員等巡回・窓口指導で小規模事業者に情報提供することにより、小規模事業者の経営分析や

事業計画策定に役立てる。 
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〔事業内容〕 

（１）ＬＯＢＯ調査（既存充実） 

目標 
管内の月単位の地域経済動向を把握し、経営指導員による経営分析・事業計画

策定に役立てる。 

頻度 月１回 

調査方法 
市内の５業種、１００企業の対象企業（うち小規模事業者５０社）に対してＦ

ＡＸで調査依頼・回収する。 

情報収集項

目 

売上、採算、仕入単価、従業員、業況、資金繰りの今期（前年同月比）と向こ

う３ヶ月の先行き見通し（今月比）の状況及び経営上の問題等について、対象

事業者の現状及び将来の予測 

分析方法 

日本商工会議所が発表する全国の調査結果（ＤＩ値）と、当所の刈谷商工会議

所の調査結果を経営指導員による経営分析に役立てる視点をもって、集計・分

析する。 

 

 

（２）外部支援機関が行う経済動向調査の提供（新規事業） 

目標 
地域経済動向を経営分析や事業計画策定における経営判断に要素として活用す

る。 

調査方法 各種調査結果を四半期ごとにホームページから収集する。 

情報収集項

目 

①中部経済産業局 管内総合経済動向調査 

生産・個人消費・設備投資・公共投資・住宅投資・輸出・雇用の動向 

②東海財務局 県内経済情勢報告 

消費・生産・雇用情勢の他、住宅建設・設備投資・公共事業・輸出入・企業

収益企業の景況感・物価・倒産の動向 

分析方法 
各種調査結果については、経営指導員会議で情報共有を図るとともに、情報収

集項目ごとの特徴について把握・分析をする。 

 

 

（３）小規模事業者経済動向調査（新規事業） 

目標 

管内の小規模事業者に特化した年単位の地域経済動向および小規模事業者が抱

える経営課題について調査し、この点を踏まえて商工会議所が行う支援策を企

画・立案する。 

対象者 小規模事業者 

対象件数 １００社 

頻度 年１回（毎年２月下旬） 

調査方法 
決算指導会に参加する小規模事業者に対して、受付時にアンケート用紙を手渡

し、記入後に回収する。 

情報収集項

目 

①売上・利益など決算状況 

②小規模事業者が抱える経営課題 

③商工会議所に求める支援内容 

分析方法 

調査結果は、業種別（製造業・建設業・小売業・卸売業・サービス業）に小規

模事業者に実情・動向・経営課題や商工会議所に求める支援内容について集計・

分析する。 
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〔活用方法〕 

刈谷市地域経済動向調査トピックス」の作成（新規事業） 

経済動向調査により収集した調査及び情報は、年１回・毎年度内に集約し取りまとめる。 

取りまとめにあたっては、前述（１）、（２）、（３）の地域経済動向調査の結果を基に、地域経 

済の全国的な動向、刈谷市と比較した経済動向等を経営指導員が調査・分析する。 

まとめた調査結果や情報は、「刈谷市地域経済動向調査トピックス」として、①小規模事業者への

巡回・窓口指導時の提供や刈谷商工会議所ホームページにより公開・情報発信を行い、刈谷市内の小

規模事業者がリアルタイムな経営情報として小規模事業者が活用できるようにします。 

また、②小規模事業者の経営計画策定時の外部環境分析や内部環境分析、自社の強みを活かした経

営力向上や販路開拓など、地域内企業の経営判断に活用する。 

さらに、③『刈谷市地域経済動向トピックス』に関して経営指導員で勉強会を行い、刈谷市管内の

小規模事業者の実状・動向・経営課題等を刈谷商工会議所経営指導員間で情報の共有活用を徹底し、

小規模事業者支援の課題抽出や検討資料や経営支援のツールとして役立てる。 

 

〔目標〕 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32 年度 33年度 34 年度 

ＬＯＢＯ調査 月１回 月１回 月１回 月１回 月１回 月１回 

外部支援機関が行う経済動

向調査 
― 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回 

小規模事業者経済動向調査 ― 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

刈谷市地域経済動向調査ト

ピックス 
― 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

〔現状と課題〕 

当所では、小規模事業者経営改善資金貸付（マル経）調査時には、返済計画のための決算内容の確

認・指導、確定申告時には、税務申告のための決算内容の確認・指導に留まり、決算書の財務状況等

の分析などは行ってこなかった。 

また、平成２５年度補正から公募が開始されて以降、小規模事業者持続化補助金の申請相談におい

ても、補助金申請書に必要となる経営分析を行うのみであった。 

 

〔改善方法〕 

今後は、広く小規模事業者に対する経営分析を実施するきっかけづくりを積極的に行う。主に、経

営指導員による巡回・窓口指導を通じて、小規模事業者の経営者に対してのヒアリングにより、定量

面である売上・利益の増減や定性面である経営者の現状認識について聴取する「①簡易分析」を行う。

簡易分析の結果から、問題点を有する事業者が行う改善への取組や新たな事業を行う取組など、意欲

ある事業者に対して、経営指導員が小規模事業者の経営者との打合せを通じて、定量面による決算書

からの財務分析や定性面によるＳＷＯＴ分析の「②詳細分析」を行い、自社の経営実態を適正に把握

するとともに、経営課題を抽出する。詳細分析の結果を受けて、問題点の真因財務分析や新事業のた

めのコア・コンピタンスの明確化を図る「③高度分析」について、専門家との帯同を通じて、より高

度な経営分析を行う。分析結果を事業計画策定の基礎資料として役立てるものとして、具体的には、

クロスＳＷＯＴ分析を活用した経営戦略の立案につなげる。 

また、経営指導員会議により個社の経営状況や課題解決に向けた取り組みについて情報共有、意見

交換を行い、所内での小規模事業者に対する指導ノウハウの標準化を図る。 
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〔事業内容〕 

【経営分析のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）経営指導員による経営分析（既存充実） 

分析内容 分析項目 手段・手法 成果の活用 

①簡易分析 

【定量面】 

売上・利益の増減 

【定性面】 

経営者の現状認識 

（経営資源の棚卸し、

ファイブフォース分析

による現状把握） 

巡回・窓口指導時に、経営

指導員が経営者に対してヒ

アリングにより経営分析を

行う。 

企業の要請に応じて、次の

詳細分析や高度分析につ

なげる。 

②詳細分析 

【定量面】 

決算書からの財務分析 

（収益性、効率性、生

産性、安全性、成長性） 

【定性面】 

ＳＷＯＴ分析 

簡易分析の結果から、問題

点を有する事業者が行う改

善への取組や新たな事業を

行う取組など、意欲ある事

業者に対して、経営指導員

が経営者との打合せにより

経営分析を行う。 

事業者および経営指導員

が事業計画策定の基礎資

料として活用する。 

③高度分析 

【定量面】 

問題点の真因財務分析 

【定性面】 

新事業のためのコア・

コンピタンスの明確化 

専門家と帯同し、経営上の

問題点や新事業のためのコ

ア・コンピタンスの明確化

を図るためのより高度な経

営分析を行う。 

事業者および経営指導員

が事業計画策定の基礎資

料として活用する。 

 

①簡易分析 

【売上・利益の増減】 

 経営指導員が巡回・窓口指導において、小規模事業者の経営者に対してのヒアリングを行い、現在

の売上の増減や、利益の増減について確認する。それぞれの増減要因を聴取するとともに、詳細分析

上の決算書からの財務分析によって得られる効果や同業他社との比較による現状把握の必要性につ

いて説明する。 

 

【経営者の現状認識】 

 経営指導員が巡回・窓口指導において、小規模事業者の経営者に対してのヒアリングを行い、経営

者の現状認識について確認する。具体的には、自社の内部環境のヒアリング項目として、《ヒト・モ

巡回・窓口指導時 

①簡易分析 

決算書提出時 

②詳細分析 

専門家帯同時 

③高度分析 

自社の経営実態を適正に把握し、経営課題を抽出す

る。事業計画策定の基礎資料として活用する。 
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ノ・カネ・情報・ノウハウ・ネットワークなど》の切り口を活用した“自社の経営資源の棚卸し”を

行う。また、自社の取り巻く外部環境のヒアリング項目として、《競合他社との敵対関係・新規参入

業者の脅威・仕入先との関係・買い手との関係・代替品の脅威》の切り口を活用した“ファイブフォ

ース分析”を行う。このようなヒアリング項目を通じて、自社の現状把握の見える化を図るとともに、

後述の詳細分析のＳＷＯＴ分析につなげる。 

 

②詳細分析 

【決算書からの財務分析】 

決算書からの財務分析では、中

小企業基盤整備機構「経営自己診

断システム」を活用し、財務状況

分析を行い、財務面での「強み」、

「弱み」を同業他社と比較して洗

い出す。主に、下記に示す３つの

特徴を生かして、小規模事業者の

事業計画策定の基礎資料として活

用する。 

 

ア、財務状況の把握 

財務指標から、収益性、効率性、

生産性、安全性、成長性の 5 項目

について、自社の経営状態を把握

できる。 

 

イ、同規模の同業他社の財務状

況の比較 

中小企業信用リスク情報データ

ベース(略称 CRD)に蓄積された同

業他社の大量データと比較するこ

とで、業界内における貴社の各財

務指標値の優劣を把握できる。 

 

ウ、経営危険度のチェック 

同業種のデフォルト企業(倒産

や借入金の延滞などにより債務不

履行に陥った企業の総称)と比較

することで、自社の経営の危険度

について把握できる。 

 

【ＳＷＯＴ分析】 

ＳＷＯＴ分析を用いて、経営指導員が経営者とともに、自社を取り巻く外部環境と内部環境を分析

し、小規模事業者の事業計画策定の基礎資料として活用する。 

分析項目 分析方法 

内部環境分析 

（強み・弱み） 

競合他社よりも優れている経営資源を《ヒト・モノ・カネ・情報・ノウハ

ウ・ネットワークなど》の切り口をもって分析する。 

外部環境分析 

（機会・脅威） 

自社のターゲットである顧客・マーケットに影響するＰＥＳＴ《政治的な

変化・経済的な変化・社会的な変化・技術的な変化》の切り口で分析する。 
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【クロスＳＷＯＴ分析】 

クロスＳＷＯＴ分析を行い、強み・弱み・機会・脅威を踏まえ、同時に、小規模事業者のヒト・モ

ノ・カネの状況も勘案した上で、実現可能性の高い今後の事業展開の方向性を分析する。そして、そ

の結果を踏まえ、小規模事業者やその経営者が目標達成に向けた課題の洗い出しや戦略立案するため

の基礎資料として活用する取り組みを支援する。 

クロスSWOT分析 
機会（O） 脅威（T） 

自社にとって有利な市場の変化 自社にとって不利な市場の変化 

強
み 

競合他社よりも優れて

いる点 

＜積極戦略＞ 

自社の強みを活かして事業機会

を掴む。 

＜差別化戦略＞ 

自社の強みで脅威を回避する。 

弱
み 

競合他社よりも劣って

いる点 

＜改善戦略＞ 

自社の弱みで事業機会を逃さな

い。 

＜撤退戦略＞ 

脅威と弱みが合わさって最悪の

事態を招かない。 

 

 

（２）専門家派遣事業等の活用（既存充実） 

上記の経営指導員による経営分析により、前述『③高度分析』が必要な場合は、当所が企画・運営

する「※刈谷モノづくり大学専門家派遣（刈谷市委託事業）」や公益財団法人あいち産業振興機構が

実施する「愛知県よろず支援拠点」、（独）中小企業基盤整備機構中部本部、ミラサポを活用する。

製造業等における製品分析・技術指導が必要な場合は、「あいち産業科学技術総合センター」と連携

し、対応する。その際、経営指導員はこれらの専門家と帯同し、対応する。 

 

※刈谷モノづくり大学専門家派遣（刈谷市委託事業） 

刈谷モノづくり大学専門家派遣は、業種は問わず、刈谷市内に本社、工場等拠点がある中小企業（従

業員３００人以下または資本金３億円以下）や、刈谷商工会議所会員事業所、刈谷市内において新た

に事業を開始しようとする方を対象に、個々の企業が抱える様々な経営課題に対して、下記の９名の

専門家の指導により解決することをねらいに行う事業である。 

 

主な資格 専門指導内容等 

労働安全衛生マネジメントシステム

評価委員 
安全衛生教育・ＢＣＰ策定指導 

中小企業診断士 経営戦略策定、販路拡大指導 

大学特任教授、 新規事業、ビジネスプラン作成支援 

特定社会保険労務士、 労務全般指導、助成金活用指導 

工場・品質コンサルタント 工場管理指導、人材育成、品質管理指導 

弁護士 法律相談 

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 会社法務相談 

弁理士 知財相談 

中小企業診断士 事業計画策定支援・原価管理指導 
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（３）経営指導員会議による情報共有・意見交換（既存充実） 

分析した個社の経営状況は、経営指導員会議で情報共有する。目的は、複数の経営指導員の視点を

生かすことで、経営課題の多面的な検討、業種ごとの経営課題の集約・分析、経営指導員のスキル・

ノウハウの共有化で、組織としての支援スキルの標準化を図る。 

 

〔目標〕 

支援内容 現状 30年度 31年度 32 年度 33年度 34 年度 

経営指導員に

よる経営分析

件数 

簡易分析 ― ８０件 ８０件 ８０件 ８０件 ８０件 

※詳細分析 ― ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 

 ※詳細分析は、簡易分析の内数である。 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

〔現状と課題〕 

小規模事業者を取り巻く経営環境が激変している中で、小規模事業者が経済社会の変化に対応し、

自らの経営を再構築するために、顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた経営計画に基づく経営を

行っていくことが重要になっている。 

これまで、刈谷商工会議所では、小規模事業者に対する事業計画の策定支援は、小規模事業者経営

改善資金貸付（マル経）や小規模事業者持続化補助金の活用など、事業者からの支援要請に基づいて

行われており、都度・受動的な対応にとどまっていた。 

また、創業予定者に対しても、これまで、創業融資や創業補助金の活用のための事業計画策定支援

の要請に対して、都度・受動的な対応を行うのみであったことや、刈谷商工会議所の創業支援窓口と

してのＰＲが不十分な面もあり、刈谷商工会議所からの積極的な支援アプローチができていなかった

ことが課題である。 

 

〔改善内容〕 

今後は、小規模事業者の持続的発展に向けて、経営指導員による巡回・窓口指導を通じて、小規模

事業者に、事業計画策定による計画経営の必要性を案内し、経営計画策定先を積極的に掘り起こす。  

具体的には、前述の『２．経営状況の分析に関すること【指針①】』の詳細分析や高度分析、クロ

スＳＷＯＴ分析でまとめた結果を踏まえて、小規模事業者の経営者として取り組むべき経営上の課題

について、具体的に事業計画を策定し、実施に向けて取り組めるよう支援する。 

また、さらなる支援対象者の増加を図るため、巡回・窓口指導時や広報等により事業計画策定の意

義（計画策定の必要性・重要性）を粘り強く説明・周知を行い、事業計画策定セミナーへの参加を促

すとともに、刈谷商工会議所が事業計画策定支援の窓口として利用してもらえるようＰＲし、事業計

画策定のきっかけづくり・動機付けを行う。下記の事業計画策定にフローのように、セミナー参加事

業所を対象とした対応や個別対応により事業計画策定の支援をする。 

 

〔事業内容〕 

（１）既存事業者向け支援（既存充実） 

下記の２つのアプローチ及び“事業計画策定のフロー”に沿って、事業計画策定の支援をする。 

手段・手法 

≪アプローチ①≫巡回・窓口指導を通じた支援内容の説明・周知を行う（下記セ

ミナー対応が適わない事業者も含む）。それにより事業計画策定に取り組む事業

者を掘り起し、経営指導員による経営分析(詳細分析)を経て、事業計画の策定支

援をする。さらに、事業者の抱える経営課題及び高度分析の必要性に応じて、専
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門家を活用し、実行可能性の高い事業計画を策定につなげるとともに、事業承継

に関する経営課題に関しては、事業引継ぎ支援センター等と連携を加えた支援を

実行する。 

 

≪アプローチ②≫事業計画策定セミナーの周知を行い、セミナーへの参加を促し

て、小規模事業者が取り組む事業計画策定を支援する。同時に、経営指導員によ

り経営分析(詳細分析)や事業計画策定のフォローアップ支援も実施する。 

 

 

【事業計画策定のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①巡回・窓口指導を通じた事業計画策定支援 

前述『２．経営状況の分析に関すること【指針①】』で経営分析を実施した小規模事業者等に対し、

巡回・窓口指導時に事業計画策定の必要性・重要性の説明・周知を行う。また、巡回・窓口指導を通

じた事業計画策定の潜在的な需要の掘り起しも展開し、事業計画策定セミナーへの参加を促すととも

に、セミナー参加に結びつかない事業者についても、刈谷商工会議所を事業計画策定支援の窓口とし

て利用してもらえるようＰＲし、事業計画策定のきっかけづくり・動機付けを行う。その後は、上記

の事業計画策定にフローに沿って実行可能性の高い事業計画を策定する。 

 

②事業計画策定セミナーによる事業計画策定支援 

事業計画策定セミナーを開催する。セミナーでは、事業計画の必要性・重要性などの説明・周知を

行う。また、セミナー参加者には、刈谷商工会議所の事業計画策定支援の窓口として利用頂ける旨を

ＰＲし、事業計画策定への着手の実行率を高める。 

 

 

（２）創業者向け支援（既存充実） 

①創業セミナーの開催 

刈谷市内での創業の促進を図るため、刈谷市と愛知県信用保証協会との共催により「創業セミナー」

を開催することにより、主に、創業予定者の掘り起しを図る。セミナーの内容としては、刈谷市の補

助金制度の活用や、愛知県信用保証協会の創業融資制度の活用、刈谷商工会議所の「創業支援窓口」

を積極的にＰＲし、起業意識や計画経営の重要性などを啓発し、創業予定者の今後の創業計画策定を

伴走型により支援をする。 

 

 

②創業支援窓口としての周知・ＰＲを通じた創業計画策定支援 

下記の創業計画策定のフローに沿って、まず、刈谷市内での創業予定者がいつでも相談に乗れるよ

経営分析実施 

詳細分析・高

度分析の結果

をまとめる。 

経営戦略構築 

クロスＳＷＯ

Ｔ分析を活用

した経営戦略

を立案する。 

事業計画策定 

専門家・センタ

ー等との連携に

より実行可能性

の高い経営戦略

の事業計画を策

定する。 

≪アプローチ①≫ 

巡回・窓口指導 

≪アプローチ②≫ 

セミナー参加 
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う、刈谷商工会議所内に「創業支援窓口」を設置し、創業支援窓口であることを周知・ＰＲするべく、

創業予定者の目に入る媒体として、当所ホームページ、刈谷市民だより、新聞、地域情報誌などのマ

スメディアへの掲載を積極的に行う。次に、窓口相談では、計画経営や事業計画策定の重要性を啓発

し、創業者の思いや保有資源の棚卸など、ヒアリングを行いながら、外部環境についての情報を踏ま

え、実現可能性の高い事業計画の策定を支援する。また、上記セミナー参加からの相談者も含め、創

業予定者とともに事業計画を策定し、目標実現に向けて課題を洗い出すプロセスの中で、課題に応じ

ては、「※刈谷市創業者支援事業補助金」の活用や、愛知県信用保証協会の創業融資制度の利用等に

も繋げることで、持続的な経営展開を支援していく。また、時期によっては、創業セミナーへの参加

を促すよう案内する。その後、刈谷商工会議所にて、実行可能性の高い創業計画を伴走型により策定

支援する。 

 

【創業計画策定のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目標〕 

（１）既存事業者向け支援 

支援内容 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の開

催数 
― １回 １回 １回 １回 １回 

事業計画策定セミナー参加

者数 
― １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 

事業計画策定件数 

（事業承継計画策定を含む） 
１５件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 

 

創業計画策定

の必要性・重

要性を説明す

る。 

創業セミナー

へ参加する。 

実行可能性の高

い創業計画を伴

走型により策定

支援する。 

会議所設置の

創業支援窓口

を周知・ＰＲす

る。 

【※刈谷市創業者支援事業補助金】 

 概 要  

市内の創業を支援するため、刈谷商工会議所と連携して創業する者に対し、創業時に必要な初

期費用の一部を補助します。 

 対象事業者  

次のいずれにも該当する創業を予定している者であること。 

①個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人で、市内に住所を有す

る（予定を含む）者、または、市内に本店を置く会社を設立することを予定している者。 

②刈谷商工会議所の創業支援を受けている者。 

③市税を滞納していないこと。 

④創業後、３年間を超えて事業を継続できること。 

 対象経費  

 ①事務所賃貸料 ②法人登記等に係る費用 ③販売の促進に係る経費 
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（２）創業者向け支援 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32 年度 33年度 34 年度 

創業セミナーの開催数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

創業セミナー参加者数  １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 

創業計画策定件数 ― ５件 ５件 ５件 ５件 ５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〕 

当所では、これまで小規模事業者持続化補助金やマル経融資の申請に係る事業計画の策定支援は行

っているが、事業者から特段相談がない限り、フォローは行っていなかった。 

今後は、実施支援体制の明確化による定期的なフォローアップや、新たに生じた経営課題や経営環

境の変化に対して、対応策のアドバイスや事業計画の修正の提案などが課題である。 

 

〔改善内容〕 

今後、事業計画策定後、３ヶ月に一度、巡回等を行い、策定した事業計画における進捗状況を確認

し、支援対象である小規模事業者の状況に応じて、必要な支援を行う。 

支援対象 
①事業計画を策定した小規模事業者 

②創業計画を策定した創業者 

頻度 ３ヶ月に一度 

指導方法 
ヒアリングと資料確認により進捗状況の確認を行い、高度かつ専門的な指導・助言

が必要な場合、専門家を派遣し対応する。 

 

〔事業内容〕 

（１）既存事業者向けフォローアップ（既存充実） 

①経営指導員によるフォローアップ 

事業計画の策定支援を行った経営指導員が、事業計画策定後も継続してその実施状況について、３

ヶ月に一度、巡回等により、事業計画の進捗状況の確認を行い、新たに生じた経営課題や経営環境の

変化に対して、適宜修正を行うことで事業計画の実効性を高めていく。 

また、経営指導員会議での実施支援状況の情報共有により、他の経営指導員の視点での意見交換を

実施することで、多面的な指導による支援体制を構築するとともに、指導のおけるノウハウの共有化

を図る。 

 

②専門家帯同によるフォローアップ 

 フォローアップにあたる経営指導員が、事業者の抱える経営課題に対して、特に、高度かつ専門的

な指導・助言が必要な場合、前述『２．経営状況の分析に関すること【指針①】（２）専門家派遣事

業等の活用』で示した専門家等による帯同で、経営課題に沿った経営支援を行う。 

 

③支援機関・行政と連携 

事業者とともに策定した事業計画について、計画実施に向けた経営課題を解決する上で、経営課題

に応じて、資金面であれば、日本政策金融公庫岡崎支店や地元金融機関等と、経営面であれば、刈谷

市委託事業「刈谷モノづくり大学」や「愛知県よろず支援拠点」等と連携を図り、事業者に合わせた

フォローアップを継続的に行い、事業計画策定で終わることなく、小規模事業者の事業の持続的発展

に繋がる、より効果的な支援に取り組む。 
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また、事業者のニーズに合わせ、経営力向上計画、経営革新計画など国や県の認定を活用した事業

計画策定の支援を行う。 

 

（２）創業者向けフォローアップ（既存充実） 

創業計画を策定した創業予定者に対して、創業計画通りに事業を遂行できているかを確認し、計画

達成に向け指導すべく３カ月に１回、経営指導員が巡回・窓口指導を通じて個別フォローアップを行

い、経営課題に応じては専門家を帯同したり、補助金の情報提供を行うなど、伴走型で支援を実施す

る。 

 
〔目標〕 

（１）既存事業者向けフォローアップ 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32 年度 33年度 34 年度 

事業計画策定フォロー件数 

※延べ策定件数×４回 
― ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 

 

（２）創業者向けフォローアップ 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32 年度 33年度 34 年度 

創業計画策定フォロー件数 

※延べ策定件数×４回 
― ２０回 ２０回 ２０回 ２０回 ２０回 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

〔現状と課題〕 

小規模事業者の経営状況は厳しさを増している中、当所管内の小規模事業者は積極的な営業活動を

してこなかった現状があり、プロダクトアウトの考え方での販売形態が多くみられ、需要動向を見据

えたマーケットインの発想での商品開発は十分にできてない。 

 これまで、刈谷商工会議所では、事業者の要請があった場合に限り、わずか１５名程度の当所組織

を活用した新商品や新サービスのニーズの確認を行うのみであり、需要動向調査としての正確性に欠

ける情報提供となっていることが課題である。 

 

 

〔改善内容〕 

今後は、小規模事業者に対し、効果的な販売促進施策を立案する支援をするため、まず、新商品・

新サービスの企画・開発段階において、消費者からニーズを取り入れるために当所職員に加えて、

刈谷モノづくり大学専門家９名を活用したアンケート調査を行える仕組みをつくり、新商品が、

ターゲット市場で受け入れられるかを事前に把握し、企画・開発の見直し、販売方法の策定に役

立てる。 

次に、調査規模を拡大した刈谷産業まつり（来場者約２５,０００人）でのブースを利用して、

直接、消費者の声を聞く機会を得て、これによって得られたデータの収集・分析を行い、商品開

発、販売計画へ反映させる。 
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〔事業内容〕 

（１）刈谷産業まつりを活用した調査（既存充実） 

刈谷産業まつりは、１１月第１週目の土日に開催 

し、来場者数約 25,000人を集客するイベントである。 

小規模事業者が企画・開発した新商品・新サービス 

をブースにおいて、直接、消費者ニーズを得る機会と 

なる。これによって得られたデータを分析し、商品開 

発、販売計画へ反映させる。 

 

 

調査目的 
新商品や新サービスのニーズをより明確化する上で、想定するターゲットに対し

て需要動向情報の収集・提供することを目的とする。 

支援対象 新商品・新サービスを企画・開発する小規模事業者 

実施時期 １１月第１週目の土日 

調査対象 かりや産業まつりの来場者約２５，０００人の方々を対象 

調査方法 

新商品・新サービスについて、刈谷商工会議所が来場者に対して、各ブースにお

いて、１事業者につき最低１００名から、下記の調査項目を基にアンケート形式

により調査する。 

調査項目 

【消費者属性】 

デモグラフィック変数を用いて、新商品や新サービスがどの市場に受け入れられ

るかを確認するため消費者属性を確認する。具体的には、年齢、性別、家族構成、

家庭のライフサイクル、所得水準、職業等を調査する。 

【新商品・新サービスの評価】 

４Ｐのうちの商品・サービスおよび価格に関して、新商品・新サービスの評価を

確認する。具体的には、新商品・新サービスを試してもらうなどして、商品・サ

ービスに対する意見や、価格に対する意見を調査する。 

分析・ 

活用方法 

新商品・新サービスが、調査項目によって収集したデータを刈谷商工会議所が集

計・分析を行い、調査内容を新商品・新サービスを企画・開発する小規模事業者

へ提供することで、どの市場で受け入れられるかの把握や、今後の新商品・新サ

ービスの企画・開発の見直し等の策定に役立てる。 

 

 

（２）当所職員及び専門家を活用したアンケート調査（既存充実） 

新商品・新サービスの試作段階において、消費者からニーズを取り入れるために当所職員及び

ターゲット市場に精通する専門家を活用したアンケート調査を行える仕組みをつくる。また、ア

ンケート調査はターゲットになり得る客層に合わせたものとする。 

調査目的 
新商品や新サービスのニーズの事前把握により、企画・開発や販売方法の見直

し等に役立てることを目的とする。 

支援対象 新商品・新サービスを企画・開発する小規模事業者 

実施時期 随時 

調査対象 当所職員１５名・刈谷モノづくり大学専門家９名 

調査方法 
持ち込んで頂いた試作段階の新商品・新サービスについて、刈谷商工会議所が

当所職員・専門家への聞き取りを通じて、１事業者あたり最低３名から、下記

かりや産業まつり２０１６の様子 
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の調査項目を基にアンケートを聴取する。 

調査項目 

性別・年代等の基本情報に加え、新商品であれば、価格・パッケージ・ボリュ

ーム等を、新サービスであれば、サービスの提供方法・新サービスによる付加

価値等をアンケート形式により調査する。 

分析・ 

活用方法 

新商品・新サービスが、ターゲット市場で受け入れられるかを事前に把握し、

新商品の企画・開発等や新サービスの提供方法等の見直しに役立て、今後の新

たな需要の開拓につなげる。 

 
〔目標〕 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32 年度 33年度 34 年度 

刈谷産業まつりを活用し

た調査事業所数 
― ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

当所職員及び専門家を活

用したアンケート調査事

業者数 

― ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

 

 

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〕 

多様な課題を抱えている小規模事業者の経営課題で上位に回答されるのが『営業・販路開拓』。ま

た、小規模事業者の販路開拓を行う際の課題では、①新規顧客へのアプローチ方法、②販売すべきタ

ーゲット市場の選定、③商品・サービスのＰＲ、の点が挙げられる。このことから、小規模事業者の

新たな需要の開拓のためには、『広報・販路開拓支援』を経営指導員等の伴走型支援により、積極的

に取り組むことが大変重要となる。 

これまで、刈谷商工会議所での広報支援の現状は、小規模事業者の新商品・新サービス、新技術の

取り組みについて、展示会のご案内や、事業者の要請による広報支援のみで、広報支援に関する支援

メニューが少なく、小規模事業者を支援するツールの提案・提供が不十分である。また、販路開拓支

援では、（公財）あいち産業振興機構との「地域商談会（三河・知多会場）」や、愛知県下商工会議

所との「アライアンス・パートナー発掘市」を連携してビジネス商談会を開催することによる販路開

拓の機会提供に留まり、営業活動に重要な事業所・商品ＰＲや商談の進め方や商談後のフォローなど

の伴走型支援が、きめ細やかに取り組んでいなかったことが課題である。 

 

 

〔改善内容〕 

今後、事業計画の策定の目標に、売上向上があり、新たな需要の開拓により新規客・新規取引先を

増やすことが必要である。そのための支援策をまとめる。 

これまでの企業の展示会や商談会の開催による域外の事業者の販売機会の増大と販路開拓支援に加

えて、事業主が講師となって、個店の魅力を市民向けにセミナーを開催することで、域内の個店の集

客力の向上を図る「かりや商人大学事業」、新商品・新サービス・新技術のＰＲに役立てる「ベスト

セレクション事業」のほか、マスメディアへのプレスリリースよる販路開拓等により、新たな需要開

拓を支援する。需要開拓にあたっては、刈谷商工会議所が中心となりトータルコーディネートし、販

路開拓・情報発信を計画的に行う。 
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〔事業内容〕 

（１）メッセナゴヤ出展支援事業 

メッセナゴヤは、愛知万博の理念(環境、科学技術、国際交

流)を継承する事業として2006年にスタートした「異業種交流

の祭典」。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

交流を図る日本最大級のビジネス展示会です。メッセナゴヤ

2016には、過去最多となる1,409社・団体が出展。出展事業所

及び来場者へ自社のＰＲをし、受注機会の増大及び新規取引先

の開拓を図るとともに、事業者同士の情報交換を通じ、共同受

注、共同開発、技術提供等の新たなパートナーを見つける。 

 

支援対象 新規取引先を開拓する小規模事業者 

実施時期 1回 毎年 11月頃 

支援内容 

展示会に向けて、小規模事業者に対して、商品・サービスのブラシュアップ・商談

の進め方・プレゼンテーション力の向上やパンフレット・チラシ等の販売促進ツー

ル等について、専門家も交えて総合的に支援を行う。 

効果 受注機会の増大及び新規取引先の開拓、共同受注、共同開発、技術提供 

 

（２）商談会・ビジネスマッチング事業 

 ①地域商談会（三河・知多会場）（既存事業改善） 

 三河・知多地区（半田、常滑、東海、大府、刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田、蒲郡、豊川、

豊橋）の製造業を中心とした個別面談方式による受発注商談会や、受注企業相互の情報交換を目的と

した交流会を（公財）あいち産業振興機構はじめ該当地区の13 会議所と連携して開催する。 

支援対象 三河・知多地域へ取引先を拡大したい小規模事業者（製造業） 

実施時期 1回 毎年 2月頃 

支援内容 

商談会参加案内は、会報やＷＥＢサイト、メールマガジンにより情報提供するほか、

巡回・窓口相談時に商談会に参加する発注企業の情報を提供して商談希望先企業を

洗い出し、小規模事業者へ参加を提案する。その後、参加が決定した小規模事業者

にはアプローチ支援として効果的な商談に向けて、商談会での予約数を向上させる

ため、受注企業概要のエントリーシートを魅力的に作成するための支援に取り組む

ほか、効果的な商談を行うために、自社の強みに基づく商談ＰＲ資料の有無を確認

するとともに、必要に応じて企業ＰＲ資料等の作成支援に取り組む。また実施後に

は、取引成約に向け必要な支援に取り組み実効性ある販路開拓に繋げる。 

効果 販売・業務請負の取引先拡大と個社ＰＲ 

 

②各地商工会議所との連携による商談会・ビジネス交流会（既存事業改善） 

愛知県内の 22 会議所が実施する事前調整型のビジネスマッチング支援サービス「アライアンス・

パートナー発掘市」への参加を促進することにより、中小・小規模事業者の販路開拓と認知度の向上

を図る。 

支援対象 愛知県内の取引先・ビジネスパートナーを開拓したい小規模事業者（全業種） 

実施時期 1回 毎年 7月頃 

支援内容 

商談会参加案内は、会報やＷＥＢサイト、メールマガジンにより情報提供するほか、

巡回・窓口相談時に事前調整型の商談会であることを説明し、小規模事業者へエン

トリーを提案する。参加希望の小規模事業者には、効果的な商談に向けてアプロー

チ支援として、商談会での予約数を向上させるため、企業概要のエントリーシート

メッセナゴヤ２０１６の様子 
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を魅力的に作成する支援のほか、効果的な商談会を行うために、自社の強みに基づ

く商談ＰＲ資料の有無を確認し、必要に応じて企業ＰＲ資料等の作成支援に取り組

む。また実施後には、取引成約に向け必要な支援に取り組み実効性ある販路開拓に

繋げる。 

効果 販売・購買の商取引、業務請負、委託・共同開発 

 

 

（３）かりや商人大学事業（既存充実） 

かりや商人大学事業は、平成２４年度より実施する事業であり、

大型店にはない“親しみやすさ”と“対面でのコミュニケーショ

ン”を活かして、個店の事業主が講師となり、個店の魅力を市民

向けにセミナーを開催することで、個店の集客力の向上と地域経

済活性化を図る目的の事業である。 

平成２８年度には、２６講座開催し、延べ９５５名の市民の参

加を頂く事業となり、今後は、講座内容等を顧客である市民のニ

ーズに沿ったテーマで来年度も開催する。 

 

支援対象 域内にＰＲしたい小規模事業者（全業種） 

実施時期 

前年度までに、経営指導員の支援先の事業者への提案や、会報等での公募によって、

講座内容一覧を作成する。その中から、市民の関心の高い時期に合わせたテーマを

所内で検討し、年間計画に落とし込み、随時、実施する。 

支援内容 

経営指導員の支援先の事業者に対して、「かりや商人大学」が個店の魅力の訴求に

よって、新たな顧客開拓の手段として活用してもらえるよう提案する。その後、参

加事業者に対しては、市民に対する講座案内で利用する刈谷商工会議所会報や、刈

谷市民だより、刈谷ホームニュース等の広報媒体への作成支援を行う。具体的には、

参加を喚起するようなキャッチコピーの活用や、事業者の顧客ターゲットを意図し

た日時の設定などを行う。講座終了後には、受講者へのアンケートを実施し、参加

者からのご意見をまとめて経営に活かしてもらうとともに、参加者名簿を提供し、

再来店を促すための台帳として活用してもらうよう指導する。 

効果 個店と事業主の魅力の訴求、店への来店促進 

 

 

（４）ベストセレクション事業（新規事業） 

刈谷商工会議所の経営指導員が参加企業を訪問し、広告宣伝、マーケティング、商品開発など、情

報が氾濫する時代において、消費者の心を動かし、購買へと誘発するため、自社に不足している「価

値の見える化」や「ブランディング」等について「刈谷モノづくり大学の専門家」とも連携し、“信

用・信頼を得るための取り組み”とし、集大成として『強みを実績に変える読本（フリーペーパー）』

を作成する。 

支援対象 新商品・新サービス・新技術のＰＲ及び新規客、新規取引先の開拓をしたい事業所 

支援内容 

前述で示した経営分析の手法であるＳＷＯＴ分析等を活用して、自社の“強み”“機

会”を活かした戦略を、経営指導員と経営者とともに伴走型によって策定支援を行

う。集大成としての『強みを実績に変える読本（フリーペーパー）』では、掲載す

る写真や本文について、より読者の関心を高める方法を提案する。 

効果 新規顧客獲得 

 

 

平成２８年度の講座の様子 
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（５）地元新聞・地域情報誌等による広報支援（新規事業） 

小規模事業者の新商品・サービス等を西三河地域に周知するために、中日新聞、中部経済新聞、キ

ャッチネットワーク、刈谷ホームニュース等を通じて、小規模事業者の特徴ある情報を提供し、報道

機関の紙面への掲載を依頼する。 

 

支援対象 西三河地域に新商品・新サービスをＰＲしたい小規模事業者 

実施時期 随時 

支援内容 

刈谷市内の小規模事業者等の新商品、新サービス、新技術等の情報を、小規模事業

者が経営指導員とプレスリリース資料の作成支援を行い、マスコミ等報道機関に情

報提供するとともに記事掲載を依頼する。 

効果 特徴ある商品・製品・技術のＰＲ、新たな販路開拓 

 

 

〔目標〕 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32 年度 33年度 34 年度 

メッセナゴ

ヤ 

出展事業者数 ４ ５ ５ ５ ５ ５ 

商談成約件数 ― 1 1 1 1 1 

地域商談会 
参加事業者数 ９ １０ １０ １０ １０ １０ 

商談成約件数 ― ２ ２ ２ ２ ２ 

ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

発掘市 

参加事業者数 １０ １０ １０ １０ １０ １０ 

商談成約件数 ― ２ ２ ２ ２ ２ 

かりや商人

大学 

参加事業者数 ２７ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ 

売上アップ事業所数 ― ５ ５ ５ ５ ５ 

ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ

事業 

参加事業者数 ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ 

売上アップ事業所数 ― ５ ５ ５ ５ ５ 

地元新聞･地

域情報誌広

報支援 

事 業 者 数 ― ５ ５ ５ ５ ５ 

売上アップ事業所数 ― 1 1 1 1 1 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

刈谷商工会議所が“地域総合経済団体”として行う、地域経済の活性化に資する取組は、今後の人

口減少、高齢化社会の到来、地域間競争の激化を見据え、暮らしの利便性や賑わい・活力ある地域経

済社会の実現に向けて、地域産業の着実な発展に寄与するものである。 

刈谷商工会議所および中小企業活性化委員会は、現在参画をする下記の事業について推進し、刈谷

市、刈谷市商店街連盟、刈谷市観光協会、関係企業・団体等と連携しながら、小規模事業者及び一般

市民へ事業を拡充していくことで、地域活性化の方向性を共有化する。 

このような形で、刈谷商工会議所がプロデュース・コーディネート機能を発揮し、ステークホルダ

ー間の調整を図りながら、地域経済の活性化を図っていくことは、地域に密着して事業を行う小規模

事業者にとって面的な支援に繋がる。 

 

（１）中心市街地の活性化 

①中心市街地活性化委員会の設置・民間有識者の意見集約［年２回開催］ 
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刈谷商工会議所内には、刈谷市中心市街地活性化基本計画に基づき、民間主体の外部有識者の意見

を取り入れることを目的とした、「刈谷市中心市街地活性化委員会」が設置されており、当所はその

事務局を運営し、刈谷市の今後のまちづくりの在り方や取り組み課題等について、年に２回の会議を

行っている。 

構成メンバーとしては、刈谷市、トヨタグループ等大企業、地元中小企業、商店街、住民代表とい

った主体が連携を図りながら、活性化事業の調査・研究・企画、地区関係者の意識醸成、民間主導の

まちの再開発事業（ハード事業）及び広域的ソフト事業への支援、個別案件に対する指導・助言を行

うなど、刈谷市の今後のまちづくりの在り方や取り組みについて関係者間で議論を深め、中心市街地

を中心とする地域活性化の実現のための方向性を明確にする場として取り組んでいる。 

 

 

②中心市街地活性化事業の推進 

刈谷市中心市街地基本計画に基づき、刈谷駅を中心とする一帯である中心市街地“都心交流エリア”

区域の活性化を目指すものとして、「刈谷市都心交流エリア活性化協議会」が組織され、前記エリア

に関わる企業や２つの商店街、住民代表、まちづくり会社、加えて、行政および当所もその一員とし

て参画し、様々な立場の者が、地域の課題への取り組み検討やまちづくりの合意形成を図る場として

機能している。 

これを受けて、関係者相互の見地を活かし、年間で定例的にワークショップを開催しながら、中心

市街地活性化施策の企画や官民の調整し、事業を推進している。 

さらに、「西三河の産業・交通のハブ都市にふさわしい『若い世代が生涯の居住地として選択し、

将来に明るい希望を抱くことができるまち』」を基本テーマとして活動する本協議会では、平成２６

年に「刈谷駅周辺まちづくり構想２０２０」を策定し、東京オリンピックが開催される平成３２年に

向け、既存メンバーからさらに観光事業者や開発業者などを加えて、構成員を拡充した委員会を新た

に設置するなど、構想実現に取り組んでいる。 

 

（検討内容） 

・公共事業のまちづくり提案内容の検討・要望書の作成 

・エリア内広場等に係る土地所有者へのまちづくり提案と要望書の作成 

・道路整備・建物・看板のルール作成 

・各商店街の活性化事業の質的向上（カリアンナイト・カリアンゼミ・カリアン朝一 など） 

 ・その他、まちづくりの景観・賑わいの健全性・ホスピタリティ・ブランド性等に資する取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
カリアンナイト          カリアンゼミ             カリアン朝一 

【刈谷駅前周辺 街バルイベント】【２商店街の商店主による街ゼミ】  【地産の青果・食材の売り出しイベント】 
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③商店街集客イベント等による地域経済活性化と、魅力ある個店の育成 

当所では、新たな商店街への来街者の増加および、市内商店街地域の個店の集客支援をする目的で、

市内の商店街振興組合・商業発展会の全１３単組と連携し、毎月の定例理事会を通じて当地域の商業

振興における問題意識の共有しながら、商店街活性化・賑わい創出に資する事業展開について協議し

ている。 

これまでも、平成１９年度より１０年にわたり「かりや商業まつり」を企画・手配・運営・開催し、

取り組みとして“豪華景品・商品券が当たる抽選会の用意”、“個店の集客促進のためのクジ引き等

の取組の支援・斡旋”、“市内全域に及ぶ広域広報支援”などの企画内容を展開してきた。 

２９年度には、これに代わる「秋の大感謝祭・レシートラリー企画」を実施しており、上記事業の

ように来店促進の仕組みに加え、地域の回遊性を有する取り組みとして展開している。 

これらの商業活性化策により、関係する地域小規模事業者の商品の購買需要を増加する効果があ

り、その結果として地域経済活性化されるという効果が期待できる。 

また、当所では、２４年度より、商業者等を講師に迎え、広く市民を対象とした「かりや商人大学」

を行っており、各店舗や商店街の市場浸透を図っている。 

この事業は、中心市街地活性化に資する、「個店のファンを増やし再来店を促す仕組みづくり」や

「中心市街地に存在する、空き店舗（スペースAqua）等の活用」を目的として、刈谷市商店街連盟

との連携を軸に「中心市街地活性化」「賑わい創出」「空き店舗対策」「商店街活性化」を図り、商店

主以外にも様々な主体を講師関係者に取り込み、テーマを拡充することで、少子化・高齢化社会等の

社会課題にも対応する「地域経済活性化」を兼ね備えた取り組みとして実施している。 

かりや商人大学を含む中心市街地活性化事業については、当所内の中心市街地活性化員会にて、今

後の方策を具体的に検討していく。 

 

 

（２）観光振興 

①刈谷産業まつり 

刈谷市では“人と産業のふれあい・交流”をテーマに、Ｂ to Ｃ、Ｂ to Ｂを目的とした地元商工

業者が出展する「刈谷産業まつり」を開催しており、製造業、建設業、卸小売業、飲食業など様々な

業種が参加している。 

特に、地場産業者の中には、消費者に対するＰＲ不足から、商機や販路開拓のチャンスを逸してい

る企業も多数あるので、新製品・新商品・特産品などの展示・即売・体験を通じて、受注機会の増大

及び新規取引先・顧客の開拓を図るきっかけ作りに繋がっており、刈谷商工会議所では、今後は個社

支援の一環として、企業出展時に、モニターの募集や需要動向などのアンケートを推進していくこと

で、新たなニーズを発見し新商品の開発に繋げ、販路開拓を促進していく。 

平成２９年度で第２１回目となる本事業について、今後も、主催者間で地域課題の意識を共有し、

地場産業者の「次代をつくる製品や地域に根ざす新たな商品・付加価値を発見する場」として、市内

近郊の住民や関係者に対する発信力の強化や認知度向上を図り、地域経済の活性化に寄与していく。 

 

主 催 刈谷市（商工業振興課）・刈谷商工会議所 

実施内容 出展企業による製品・商品の展示及び即売 

開催時期 １１月第１週目の土日（２日間） 

効 果 地域商工業者の販売機会創出と認知度向上、地域の賑わい創出 

 

②かりや優良みやげ推奨品 

刈谷地域の特産品や様々な地域資源（素材・歴史・文化・技術）を活用した商品のうち、刈谷
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市のＰＲの一環となる、優れたみやげ品を「刈谷の優良みやげ推奨品」としてブランド認定し、広く

宣伝・紹介など、地域一丸となり、観光・地域振興に寄与することを目的に実施している。 

本事業は、交流人口の非常多い刈谷市におけて、在勤ビジネスマンや大手企業等への来訪者、刈谷

ハイウェイオアシス等への来訪者・観光者などが集まることから、それを機会として取り込むことで、

「刈谷ならではの土産品」としての利用場面が期待でき、小規模事業者の面的支援にも寄与できる。 

なお、認定された推奨品は、刈谷市観光協会のパンフレット、 

ホームページ、観光案内所内紹介パネル等によりＰＲされ、 

市内外等で開催される物産展等の出品も可能である。 

刈谷商工会議所としては、認定実施主体として参画していない 

ものの、認定申請に至る製品・商品の掘り起しや、個社支援 

の一貫として小規模事業者による「ふるさと名物」の開発、販路 

開拓、マーケティング、地域ブランド化等の取り組みについて、 

よろず支援拠点などの地域資源活用の専門家と連携し、魅力ある 

土産品や着地型観光商品の開発、ブランド認定をきっかけに 

その後の販売促進活動等を支援していく。 

 

主 催 刈谷市観光協会 

対象商品 

みやげ品全般 

食品・菓子・醸造品・鋳造品・陶磁器・繊維製品・彫塑品・木彫品・民芸品・工芸

品 等 

認定期間 ３年間 

効 果 地域商工業者の販売機会創出と認知度向上、地域の賑わい創出 

 

 

  

③刈谷わんさか祭り 

刈谷わんさか祭りは、刈谷市最大の観光事業であり、「交流人口の増加」を目指し、当所・行政・

住民が三位一体となり地域活性化を図るものである。 

平成２年に刈谷市制４０周年記念行事として開催されたのが始まりで、昼間から、子ども向けの人

気キャラクターショーや、地元の伝統芸能、体験型アトラクションなど様々な集客の仕掛けを展開し、

開催日（１日間）には市内外から１５万人もの来場がある。メインは、祭りのフィナーレを飾るべく

夕方より、約７，０００発もの大規模で実施される花火打ち上げであり、音楽との調和をテーマにし

た演出が近隣にはない独創性をもたせた花火大会となっている。 

当日は、刈谷市商店街連盟・刈谷市観光協会等に加盟する事業者を中心に、刈谷市内から例年２０

０店を超える露店・飲食ブースが出店され、たくさんの「食」を提供しており、あわせて商店街情報

の発信も行っている。 

本事業の開催にあたり、刈谷商工会議所の事務局としては、地域社会への貢献や企業認知度向上の

観点から、イベントの開催可否や規模を左右する企業協賛金を集める役割を担う。 

また、当日は当所運営のブースを出展し、本市地域資源の普及活動や事業者が開発した新商品開発

のＰＲチラシの配布などを行い、今後は「ずんだ」を使った事業者の商品開発・販売を支援するため

のＰＲ活動も視野に入れていく。 

近年では、社会貢献活動の一環として、東北・熊本の物産品販売やチャリティ活動を通じて得た収

益全部を被災地支援に充てる取り組みや、自衛隊との協力により、当地域での被災状況を想定した、

どて煮の炊き出し2,000杯の無料配布等も行い、地域との結びつきを密接にする活動も展開している。 

本事業の企画・運営組織は、民間主導型の「刈谷市観光協会」が胴元となり、実行委員会（行政、

（参考）刈谷の優良みやげ推奨品 
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地域住民の代表、事業者、商工団体で構成）を設置することで、情報の一元化を図り、関係者各位に

活動の理解促進や連携を促し、観光客の誘引による地域の経済波及効果の増大を目指すといった方向

性を共有しながら、より効果の大きな運営方法や広報協力を検討し、観光振興にも大きく寄与してい

る。 

 

主 催 刈谷市（文化観光課）、刈谷市観光協会 

共 催 刈谷商工会議所、刈谷市商店街連盟、刈谷市レクレーション協会 

開催時期 ８月中旬（１日間）［前夜祭あり］ 

効 果 地域商工業者の販売機会創出と認知度向上、地域の賑わい創出 

 

 

（３）雇用創出支援 

刈谷工業高等学校との連携による「地元企業説明会」 （新規事業） 

地元企業の優秀な人材確保に資する事業として、従前より、大学生や若年求職者等の採用を予定し

ている企業の支援に取り組み、単体事業としてではなく、西三河地区（岡崎・安城・豊田・刈谷・碧

南・西尾）や定住自立圏構想のスクラムを組む地区（刈谷・知立・高浜・東浦）の商工会議所・商工

会や行政、雇用対策協会との地域連携を図り、市内外の企業を対象とした比較的広域での支援事業を

実施しており、主に「合同企業説明会」や「（理系学生採用のための）理工系大学教授等との情報交

換会」を開催してきた。また、県外採用支援事業として、平成１９年度より「高知県高等学校進路指

導主事等との情報交換会」の開催も毎年継続開催している。 

しかし、人手不足や人材の高齢化が深刻化してきており、当市の基幹産業である中小企業のモノづ

くりの現場では、技術・技能の伝承が企業の持続的発展の生命線であることから、近年では、熟練技

術者や職人が持つ技術・技能の形式化知による共有やデータ化が進むものの、大きな経営資源である

若手人材の確保・ 育成が急務となっている。 

今後も 景気の回復を受け、中小企業の人材確保競争が厳しい状況が予想されることから、刈谷商

工会議所では、人口減少対策と優秀な労働力の確保を目的とした「刈谷工業高等学校の学生と保護

者・先生向け企業合同説明会」を、同校と連携して開催する。特に、同校には、機械科・自動車科・

電機科で技術過程を学ぶ、技術者の“金の卵”である高校生が集い、当所と同校は、進路学習に資す

る取り組みを通じて平成２７年度より連携を重ね、市内中小企業による１年・２年生向け「職業講話」

や「工業見学会」を実施してきたことから、今後も、若者が地元企業を身近に知る機会を創出してい

く。 

 

主 催 刈谷商工会議所・刈谷市雇用対策協会 

実施内容 刈谷工業高等学校の学生・保護者・先生向けの（市内中小企業の）企業合同説明会 

開催時期 １月 

効 果 若手人材と地元企業の交流による雇用機会創出 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
 

１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

〔現状と課題〕 

他の支援機関との連携については、これまで行政や他の商工会議所と情報交換を行ってきたが、小

規模事業者支援に特化したものはなく、当所での支援ノウハウの蓄積ができていない。 

 

〔改善内容〕 

今後、新たに、小規模事業者支援機関連絡協議会を設置し、小規模事業者に対する支援ノウハウ、

支援の現状、現在抱えている問題点等についての情報交換を行うことで、当所での支援ノウハウを蓄

積し、小規模事業者の課題に対して、即座に対応できるよう改善する。 

 

〔事業内容〕 

①小規模事業者支援機関連絡協議会の開催 （新規事業） 

新たに、小規模事業者支援機関連絡協議会を設置する。構成メンバーは、管内の支援機関である刈

谷市商工業振興課、日本政策金融公庫岡崎支店、愛知県信用保証協会、刈谷モノづくり大学専門家、

あいち産業科学技術総合センター、愛知県よろず支援拠点コーディネーターとし、小規模事業者に対

する支援ノウハウ、支援の現状、現在抱えている問題点等についての情報交換会を年２回(４月と１

０月)に行う。 

また情報交換会において商工会議所による支援実績の報告と小規模事業者支援に関する制度等の

説明を行い、他の支援機関を通じた小規模事業者への周知と利用を促す。 

開催時期 各年度半期に一回(４月と１０月) 

開催場所 刈谷商工会議所会館 

構成メンバー 

刈谷市商工業振興課、日本政策金融公庫岡崎支店、愛知県信用保証協会、刈谷モ

ノづくり大学専門家、あいち産業科学技術総合センター、愛知県よろず支援拠点

コーディネーター 

開催内容 
各支援機関が持っている小規模事業者に対する支援ノウハウ、支援の現状、現状

抱えている問題点等の情報交換を行う。 

活用方法 
各支援機関間での情報を共有し、各支援機関の強みを活かした小規模事業者支援

の実施する。 

 

②西三河地区商工会議所中小企業相談所長会議の開催 （既存事業） 

西三河地区商工会議所（岡崎、豊田、刈谷、碧南、安城、西尾）の中小企業相談所長及び議題案件

の担当者を交え、情報交換を行う。西三河商工会議所の横の連携を深めるとともに経営支援事業の効

果的な実施を図る。 

開催時期 ２カ月に一回 

開催場所 持ち回りで開催 

参加機関 西三河地区商工会議所（岡崎、豊田、刈谷、碧南、安城、西尾） 

開催内容 
各商工会議所が持っている事業計画策定や計画経営を実践している事業所等、経

営支援事業の成功事例の情報共有を行う。 

活用方法 情報交換した内容を所に持ち帰り、管内の経営支援事業に活かす。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

〔現状と課題〕 

これまで、経営指導員等が各種研修会・セミナーへ参加してきたが、研修内容については、復命書
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等により書面での報告をもって情報共有を図ってきたが、他の経営指導員まで、情報共有や支援ノウ

ハウの蓄積が組織的に図れていないのが実態である。 

 

〔改善内容〕 

今後は、各種研修会・セミナーで学んだ研修内容を、「経営指導員情報共有会」を月に１度開催し、

経営支援に役立てるための情報共有を行う。 

また、支援事業者をデータベースによって管理する。具体的には、支援事業者の経営状況の見える

化を図るため決算情報や、ＳＷＯＴによる分析結果等を残すとともに、経営指導員の支援の履歴を記

録するなど、情報・ノウハウを蓄積し、組織的なデータ管理を実施する。 

 

〔事業内容〕 

①経営指導員情報共有会（新規事業） 

研修参加者が、月に１回開催する情報共有会において、小規模事業者に対する経営支援に役立つ研

修内容の情報共有を図るとともに、経営支援の進捗状況等の確認や、効果的な支援方法や支援事例に

ついての情報共有と支援ノウハウの蓄積を進める。 

 

②研修会・セミナーへの参加（既存事業） 

日本商工会議所主催研修会や指導員研修に参加し、税務、財務、法務の基本知識を身につけると共

に、経営指導員は積極的に西三河地区経営指導員研修会や地域実践型研修会など地域の研修会等に参

加し、近隣の支援事例を吸収する。 

また、「販路拡大」や「売上アップ」の方法をアドバイスできる能力を身につけるため、当所主催

のセミナーに参加する。 

開催月 内容 得られる効果 参加対象 

６ 
経営指導員等応用研修

（一般） 
知識向上・経営指導支援能力向上 経営指導員 

６・７・

８ 

経営指導員等応用研修

（特別） 
知識向上・経営指導支援能力向上 経営指導員 

１０ 補助員研修 知識向上・経営指導支援能力向上 補助員 

未定 
西三河地区経営指導員

等研修会 
他会議所の支援事例を学ぶ・情報交換 

経営指導員・補

助員 

未定 地域実践型研修会 他会議所の支援事例を学ぶ・情報交換 
経営指導員・補

助員 

未定 当所主催セミナー 知識向上・経営指導支援能力向上 
経営指導員・補

助員 

 

 

③経営支援ノウハウ蓄積のための経営事例データベース化（新規事業） 

前述の経営指導員による支援によって得た情報や「経営指導員情報共有会」で得た情報をデータベ

ースによって管理し、今後の経営支援の支援ノウハウとして活用する。 

具体的には、経営支援基幹システムを用いて、経営発達支援計画に基づく伴走型小規模事業者支援

推進事業を行なうにあたっての、「経済動向調査」「需要動向調査」「経営状況の分析」「事業計画

策定支援」「事業計画策定後の実施支援」「新たな需要の開拓支援」などあらゆる分野において経営

指導員の活動支援のツールとして活用するとともに、経営指導員による調査情報や支援内容の蓄積を

可能にし、共有化を図ることができる。 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

〔現状と課題〕 

現状は、当所内に市内小規模事業者から選定した「事業評価委員会」により毎年度１回、相談所事

業の実績報告を行うとともに、各相談所事業を４段階に区分して、満足度および必要度評価している。  

この評価に基づき、次年度事業の取り組みについて改善方法を事務局内で協議して愛知県へ報告し 

ている。現行の評価基準は、小規模事業者からの満足度や必要性を重点にしたもので、小規模事業者

の売上や利益に資するための支援実績や成果まで踏み込んだ評価や見直しが不十分であることが課

題である。 

 

〔改善方法〕 

経営発達支援計画の実行においては、従来からの「事業評価委員会」による事業評価に加え、年に

一回、新たに経営発達支援事業の売上や利益に資するための評価および見直しを行う「経営発達支援

事業評価委員会」を設置する。その場で出た意見および指摘事項を反映した「経営発達支援事業の改

善計画」を策定する。事業の成果・評価・見直し結果を小規模事業者が閲覧できるよう、当所ホーム

ページにて公表する。 

 

〔事業内容〕 

経営発達支援事業評価委員会の開催（新規事業） 

年に一回、新たに経営発達支援事業の売上や利益に資するための評価および見直しを行う「経営発

達支援事業評価委員会」を設置する。支援に従事する方々を外部有識者として委員に招き、その場で

出た意見および指摘事項を反映した「経営発達支援事業の改善計画」を策定する。事業の成果・評価・

見直し結果を小規模事業者が閲覧できるよう、当所ホームページにて公表する。 

 

経営発達支援事業評価委員会（イメージ） 

委員長 刈谷商工会議所副会頭 

委員 刈谷モノづくり大学専門家 

委員 あいち産業科学技術総合センター 

委員 愛知県よろず支援拠点コーディネーター 

委員 日本政策金融公庫担当者 

委員 愛知県信用保証協会 

委員 刈谷市商工業振興課 

事務局 刈谷商工会議所経営指導員 
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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 

（２９年１１月現在） 

（１）組織体制 

 

【刈谷商工会議所の全体組織】 

会 頭    １名 

副会頭    ４名 

常議員   ３３名 

監 事    ３名 

議 員  １０５名 

専務理事    １名 

事務局   １５名 

 

 

【事務局の組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）連絡先 

 

刈谷商工会議所・中小企業相談所 

担当部署：  中小企業相談所 

住  所：  〒448-8503 愛知県刈谷市新栄町 3－26 

Ｔ Ｅ Ｌ：   0566－21－0370 

Ｆ Ａ Ｘ：  0566－24－6049 

Ｅ－mail：  info＠kariya－cci.or.jp 

 

※専務理事 

※事務局長兼相談所長 

※中小企業相談所 

経営指導員５名 

補助員２名 

記帳指導職員１名 

総務課・業務課 

一般職員５名 

※主な経営発達支援計画実施体制 

専務理事１名、事務局長１名、経営指導員５名、補助員２名、記帳指導職員１名、

合計１０名で実施する。 



- 38 - 
 

 

 

（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） 

 ３０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 77,080 77,080 77,080 77,080 77,080 

 

【一般会計】 

事業費 

【中小企業相談所】 

事業費 

管理費 

 

 

 

 

 

13,580 

 

18,000 

45,500 

 

13,580 

 

18,000 

45,500 

 

13,580 

 

18,000 

45,500 

 

13,580 

 

18,000 

45,500 

 

13,580 

 

18,000 

45,500 

（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 

・国補助金、愛知県補助金、刈谷市補助金 

・会費、事業収入 

 

 

（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・事業計画作成支援・・専門家と連携し、経営課題に対する助言、指導 

２．製品分析・技術指導・・・・・・センターと連携し、技術課題に対する助言、指導 

３．創業支援・・・・・・・・・・・セミナー、ワンストップ窓口、資金調達支援 

４．商談会事業・・・・・・・・・・地域商談会、アライアンス・パートナー発掘市 

５．広報支援事業・・・・・・・・・報道機関へプレスリリースの実施 

６．地域経済活性化事業・・・・・・地域経済活性化事業の円滑な推進 

連携者及びその役割 
 

事業内容 連携者 役割 

①経営分析・事業計画

作成支援 

刈谷モノづくり大学専門家 小規模事業者の抱える各種経営

課題に対し、該当する専門家を招

聘し、解決に向けたアドバイスを

行う。 

（独）中小企業基盤整備機構中部本部 

ミラサポ 

愛知県よろず支援拠点 

愛知県事業引継ぎ支援センター 

②製品分析・技術指導 あいち産業科学技術総合センター 

産業技術センター 

小規模事業者の抱える技術課題

に対し、センターの研究員と連携

し、解決に向けてアドバイスを行

う。 

③創業支援 ㈱日本政策金融公庫岡崎支店 

愛知県信用保証協会 

刈谷市 

創業希望者に対し、事業計画策定

から創業前及び創業後の様々な

経営課題に対して、連携し、支援

する。 

④商談会事業 公益財団法人あいち産業振興機構 

名古屋商工会議所 

小規模事業者の販路開拓に対し、

事業を通じて、解決に向けてアド

バイスを行う。 

⑤広報支援 報道機関 

中日新聞刈谷通信局 

中部経済新聞社 

ＫＡＴＣＨ 

刈谷ホームニュース 

報道機関と連携し、小規模事業者

の新商品、新サービス等の情報発

信を支援する。 

⑥地域経済活性化事業 刈谷市 

刈谷市観光協会 

刈谷市等と連携し、地域経済活性

化事業の円滑な推進を行う。 
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氏名又は名称 代表者名 住所 

愛知県 知事 大村 秀章 〒460-8501 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号 

刈谷市 市長 竹中 良則 〒448-8501 

刈谷市東陽町 1丁目 1番地 

刈谷市観光協会 

（刈谷市文化観光課 内） 

会長 杉浦 世志朗 〒448-8501 

刈谷市東陽町 1丁目 1番地 

刈谷市雇用対策協議会 

（刈谷市商工業振興課 内） 

会長 稲垣 武 〒448-8501 

刈谷市東陽町1丁目1番地 

刈谷市商店街連盟 会長 伊藤 政美 〒448-0844 

刈谷市広小路 5丁目 46番地 

ミラサポ（㈱パソナ） 代表 

南部 靖之 

〒460-0008 

愛知県名古屋市中区栄3-6-1栄三丁目ビ

ル10階 

公益財団法人あいち産業振興機構 

（愛知県よろず支援拠点） 

理事長 

森  鋭一 

〒405-0002 

名古屋市中村区名駅四丁目 4 番 38 号 

（独）中小企業基盤整備機構 

中部本部 

中部本部長 

花沢 文雄 

〒460-0003 

名古屋市中区錦二丁目 2 番 13 号 

名古屋センタービル 4 階 

名古屋商工会議所 会頭 山本 亜土 〒460-8422 

名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会

議所ビル 

愛知県事業引継ぎ支援センター 

（名古屋商工会議所内） 

センター長 

   森 孝一 

〒460-8422 

名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会

議所ビル 6Ｆ 

愛知県信用保証協会 理事長 

小川 悦雄 

〒453-8558 

名古屋市中村区椿町 7番 9号 

株式会社日本政策金融公庫 

岡崎支店 

支店長 

硯見 仁 

〒444-004 

岡崎市唐沢町 1-4-2（朝日生命岡崎ビ

ル) 

あいち産業科学技術総合センター 

産業技術センター 

センター長 

   児島 雅博 

〒448-0013 

刈谷市恩田町一丁目 157番地 1 

中日新聞刈谷通信局 支局長 

   土屋 晴康 

〒448-0842 

刈谷市東陽町 1丁目 27 

中部経済新聞社刈谷支局 支局長 

   小島 圭司 

〒 

刈谷市相生町 2-11佐藤会計ビル 

株式会社キャッチネットワーク 

（ＫＡＴＣＨ） 

代表取締役社長 

森  雅博 

448-0803 

刈谷市野田町大ヒゴ１番地 

株式会社中日総合サービス 

三河支社（刈谷ホームニュース） 

支社長 

長谷川 清高 

〒446-0057 

安城市三河安城東町一丁目 20番地 3 

 

 

 

 

 

 

https://www.navitime.co.jp/address/23210070000/愛知県刈谷市広小路5-46/
https://www.bing.com/local?lid=YN5286x8587901&id=YN5286x8587901&q=%e4%b8%ad%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%88%e8%b0%b7%e9%80%9a%e4%bf%a1%e5%b1%80&name=%e4%b8%ad%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%88%e8%b0%b7%e9%80%9a%e4%bf%a1%e5%b1%80&cp=34.9889984130859%7e137.003524780273&ppois=34.9889984130859_137.003524780273_%e4%b8%ad%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%88%88%e8%b0%b7%e9%80%9a%e4%bf%a1%e5%b1%80&FORM=SNAPST
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

小規模事業者 

刈谷商工会議所 

地域経済活性化事業 

経営発達支援事業 

既存事業者向け 

 

 

 

 

 

 

創業希望者向け 

刈谷モノづくり

大学専門家 

支援 

①経営分析支援 

事業計画作成支援 

②技術指導・製品

分析 

あいち産業科学技

術総合センター 

⑤広報支援 

③創業支援 

愛知県信用

保証協会 

刈谷市 

報道機関 

ミラサポ 

中小企業基盤整備

機構中部本部 

創業予定者 

愛知県よろず支

援拠点 

刈谷市 
刈谷市観光協会 

④商談会事業 

あいち産業

振興機構 

名古屋商工

会議所 

日本政策金

融公庫 

連携 

連携 

連携 連携 

連携 連携 

刈谷市商店街連盟 

連携 

刈谷市雇用対策協議会 

連携 

愛知県事業引継ぎ

支援センター 
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