
経営発達支援計画の概要 
実施者名 豊田商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

目標 

巡回指導を核とした一気通貫型の経営発達支援事業を通し、地域内小規模事業者が業種・業界の

構造変化へ対応する“応用力”を身につける支援体制を構築する。 

（応用力＝販路開拓、新技術・新サービスの研究・開発、商品・サービスのブランド化・差別化等）
 

上記地域内小規模事業者の“個の力”を高めることと並行し、地域振興による内需拡大・外需獲得の

推進による、小規模事業者の経営環境の改善を目指す。 

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【指針③】 

  （１）情報の収集      調査項目の再設定と巡回と連動した新たな収集方法の確立 

  （２）情報の整理・分析   連携メリットを活かした詳細な分析レポートの作成 

  （３）情報の提供      巡回による情報提供先の拡大   

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）実施概要       経営指導員による一気通貫型の支援体制の構築 

（２）実施方法       ①小規模事業者リストの整備 ②階層的な支援スキームの整備 

               ③階層別の支援 
 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）実施概要       成長ステージに合わせた実現可能性の高い事業計画の策定 

（２）実施内容       ①創業期の支援 ②成長期の支援 ③成熟期の支援 
 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）実施概要       一気通貫型を締めくくる継続的なフォロー体制の構築 

（２）支援内容と頻度    事業計画策定後から１年間の定期点検の実施 
 

 ５.需要動向調査に関すること【指針③】 

  （１）情報の収集      ①内需把握調査の実施 ②外需把握統計分析の実施 

  （２）情報の整理・分析   需要把握データベースの柵作成・活用 

                経営指導による個別的な需要調査の実施 

  （３）情報の提供      ①伴走支援による課題解決に向けた分析結果の提供 

                ②会報やメルマガを通した小規模事業者への提供拡大 
 

 ６.新たな需要開拓の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  （１）支援に対する考え方  既存事業を小規模事業者の販路開拓に焦点を当てた拡充・改善 

  （２）支援対象（事業）   ①とよたものづくりブランド ②とよたビジネスフェア 

                ③地元スーパーとの商談会事業 
 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

  （１）地域活性化の方向性  地域内の消費喚起・地産池消（内需拡大）の推進 

  （２）多様な機関が参加し地域の特性を踏まえた事業の展開 

                ①とよた元気プロジェクトの推進 ②とよた産業フェスタの開催

連絡先 

豊田商工会議所 中小企業相談所 担当責任者：児玉道春 

〒471-8506 豊田市小坂本町 1-25 

TEL:０５６５－３２－４５９３    FAX:０５６５－３２－１０００ 

 URL:http://www.toyota.or.jp/    Ｅ－mail：kodama@toyota.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.地域の現状 
１.概要 
豊田市は愛知県北部（西三河地方）に位置する中核都市であり、名古屋までは車で約 40 分、鉄道で約

50分の位置にある。歴史をたどると、明治から大正にかけては養蚕やガラ紡による製糸業を中心に発展。

その後、1938 年にトヨタ自動車挙母
ころも
工場が完成し「くるまのまち」としての第一歩を踏み出した。自動

車産業が軌道に乗り始めた 1958 年、商工会議所から市宛てに市名変更の請願書が提出され、翌年に市

名を挙母
ころも
市から「豊田市」に変更。ゆえに現在はトヨタ自動車が本社を置く企業城下町として広く知ら

れている。 

2005 年 4 月に周辺６町村※1と合併。この合併により現在、人口は県下 2位の 42 万 2,750 人※２、面

積は愛知県の約１８％を占める県下 1位の９１８.47 ㎢※３となっている。 

2008 年 3 月に豊田市の今後 8 年間のビジョンを示す「第 7 次総合計画」を策定。都市と農村部それぞ

れの特徴を活かし持続的な発展を目指すとともに低炭素社会の形成に向かって環境問題に先進的に取り

組んでいる。現在、「第 8次総合計画」の策定中であり、当所からは専務理事が策定に携わっている。 
 

※１ 西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町の 6町村 

※２ 平成 27 年  8 月 1日現在【出典：Web 統計とよた】 

※３ 平成 24 年 10月 1日現在【出典：平成 25年豊田市統計書】 
 

 ２.立地 
豊田市の立地は北部から東部にかけて中山間地域が広がり市域の約 70％を占める。南西部は三河平野に

連なる平坦な田園地帯であり、西側は名古屋市東部の丘陵地に連なっている。自動車の生産拠点として

物流網が非常に発達しており、市内には７つの IC/SIC がある。 
■東名高速道路  ： 豊田 IC 

■伊勢湾岸自動車道： 豊田東 IC  豊田南 IC 

■東海環状自動車道： 豊田松平 IC  鞍ヶ池 PA/SIC 豊田勘八 IC 豊田藤岡 IC 

それに加え現在は、市の南北を走るバイパスが建設中であり、市内幹線道路網も着々と整備されている。

しかし、自動車網の整備が計画的に進むなか鉄道網は相対的に弱く名古屋市中心部や中部国際空港など

へ行くには 1時間程度の時間を要する。将来的にはリニア開通の 2027 年までに名鉄【名古屋―豊田市】

間に特急を運行させ、約 40分に短縮する計画はあるものの、観光産業など地域外の外需獲得を目指す場

合に人の移動の障壁になっている。 
 

３.人口 
豊田市の人口は現在約 42万人。基幹産業の成長で人口の増加が続いてきたものの、国家レベルでの課題

である人口減少・少子高齢化への対応は避けて通れない。特に生産年齢人口の減少による人的資源の不

足は、労働集約型産業を基幹とする豊田市においては喫緊の課題である。 

高齢者数の将来推計は、平成 22年実績は 69,550 人（16.6％）、平成 29年に 92,000 人（21.4％）平

成 42年には 107,000 人（25.1％）に達する見込みであり段階的な高齢化の進行が見られる。 
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   【高齢者数の将来推計】 

 

 

 

 

 

  
 

４.産業・事業所 
豊田市の最大の特徴は基幹とする自動車生産を中心とした製造業の産業集積。経済産業省の平成 24年版

工業統計調査において製造品出荷額12兆 880億円は全国 1位、千葉県に匹敵する金額を誇る。 

特に自動車においては、トヨタ自動車を頂点とする産業ピラミッドが形成されており、市内従業者全体

の実に 46％(11 万人)が製造業に従事している。（下図参照） 

このことからわかるように、市民の所得は約半分が製造業から生み出されており、製造業の景気が直接

的に豊田市の経済に大きな影響を与える、一極集中型の産業構造・経済構造が最大の特徴である。 

これまではトヨタ自動車の発展に伴い市内経済も大きな恩恵を受けてきたが、2008 年リーマン・ショッ

ク時には市の法人税収入が 90％減となるなど、市政運営が景気に左右される脆さも露呈している。特に

自動車は輸出産業ゆえに為替の影響を大きく受け、世界経済にも注視していなければならない。 

しかしながら、世界規模の取引があるのはごく一部の大企業であり、産業ピラミッドの大部分を占める

小規模事業者は、製造業1,651 事業所のうち実に 81％（1,339事業所）を占め、そのほとんどは国内

取引を主とする地域需要型企業である。この小規模事業者が雇用の受け皿として市内経済を支えており、

地域経済の持続的な発展において重要な役割を担っている。（下図参照）自動車産業は世界的に“地産地消”

化が進み、新興国・先進国でも役割が明確に分かれてきている。海外企業と直接取引がない小規模事業

者が、世界経済の動きに対応してくためには、業界の構造変化等に対応する新たな販路開拓（異業種・

異分野含む）はもちろん、技術開発など「応用力」を身につけることが不可欠であると考えられる。 
 

  ■産業分類別従業者構成比 
   

  

 

    

 

 
 
 

また、市内事業所数は従業員数と合わせ近年減少傾向が見られる。事業承継が日本の喫緊の課題として

注目されているが、特に豊田市の製造現場においてはこれまで培った技術やノウハウを次の世代へ確実

に承継していくことが課題として求められている。商工会議所が行う各種調査においても、ものづくり

人材（理系人材）の不足を経営課題としている事業所が目立ち、後継者不足と合わせ技術の伝承先を増

やしていく取り組みが求められている。 
 

製造業

46%

卸売・小売業

12%

宿泊・飲食業

8%

サービス業

7%

その他

27%

(11 万人) 

(総計：23.7 万人) 

■従業員規模別企業数（製造業） 

《出典：豊田市》

←（０～29人） 1,339 社

←（30～99人） 195 社 
←（100～499 人） 84 社 
←（500～999 人）  17 社 
←（1000 人～  ） 16 社 

《出典：豊田市》

〔出典〕豊田市 第７次総合計画 《単位：人・％》
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加えて、経営者の事業承継が大きな課題となるのは商業分野である。市内の商店数は 1991 年の 3,303

店をピークに減少が続いており歯止めがきかない状況にある。 

製造業の副次的な影響（世界経済動向や為替動向など）を受ける商業分野においては、その恩恵に関し

ては十二分に享受する体制づくりをすすめ、デメリットへの対策として新たに近隣外需を獲得する地域

振興策を展開するなど、事業の継続を意識した地域の経営環境を高めることが必要である。 
 

 

Ⅱ.地域が抱える課題と今後のあり方 
 “2015 年版ものづくり白書”にも記載されているように、自動車産業のトップメーカーは海外展開によ

る世界規模の「地産地消」を推進しており、トヨタ自動車においては国内生産台数 300万台の維持を明

言しているものの、生産比率は海外が国内を大きく上回っている。それに合わせ部品の現地調達率も上

昇しており、内需の落ち込みの要因のひとつになっている。 
 

（参考資料）自動車生産台数の推移 《出典：トヨタ自動車株式会社》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

国内おいても、当地域に加え、九州・東北の 3 拠点体制の構築により仕事量が分散され、さらに国内の

生産拠点の位置づけが「海外拠点との差異化を図るための拠点」と位置づけられており、当地域では特

に新しい技術や製品など新たな付加価値を生み出す「研究開発」拠点としての役割が求められている。

現在、トヨタ自動車は豊田市内の本社から 15kmほどの地点に 650ha の研究開発施設を建設中であり、

完成すればテストコースや実験棟、車両整備棟、データ解析を行う事務管理棟などからなる世界屈指の

一大開発拠点となる。ガソリン車からハイブリッド車、そして EV（電気）から FCV（燃料電池）へと自

動車の進化は著しく、世界規模で戦うトヨタ自動車のお膝元として、求められる技術水準は世界最高峰

と言っても過言ではない。       

■豊田市の事業所数 
2012：13,786 事業所（従業員数 237,125 人）→

2009：14,831 事業所（  〃  257,959 人） 

■規模別の事業所内訳（H24） 
従業員 300人以上 ：0.5％ （68事業所） 

 〃 20～299人 ：12.2％（1,679 事業所） 

 〃 0～19 人   ：87.3％（12,039 事業所) 
《出展：平成 21年平成 24年経済センサス》 
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※日野・ダイハツを除く

※2014年 

・国内：315 万台 

・海外：601 万台 

※2005 年に国内・海外生産比率が逆転し

その差は年々、大きく開いている 
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よって、小規模事業者はこれまでの自動車の“生産”に加え、“研究・開発”の分野への対応が必至とな

り、高度化する新技術や新素材への対応として、高度な知識を有した人材の獲得・育成や設備の導入が

必要になる。また、技術承継をセットにした事業承継が求められており、それらをワンストップで解決

できる施策と未知の分野にトライする小規模事業者への伴走型支援が必要不可欠と考える。 
 

また、商業分野に関しては、製造業の景気動向に左右されるブレ幅を極力小さくすることが持続的な発

展に向けての不可欠な要素である。それに加え、人口減少による内需の漸次的な減少に耐えながら持続

的な発展へと向かうには、行政が行う人口増加策に期待することはもちろん、マクロ的視点で行う観光

振興など地域経済の活性化やミクロ的視点で行う個々の事業所の商品・サービスのブランド化（差別化）

を積極的に推し進めていかなければならない。既存の需要が先細りするなか、新たな販路開拓が必要な

のは言うまでもなく、郊外・市外の大型店への集約が進む消費の行き先を、地域内へそして小規模事

業者へと回帰させる施策が求められている。 

近年、豊田市の近隣市町には大型店舗の出店計画が相次いでおり、大型店による地域内需の流出を最小

限に留める魅力的なまちづくりの推進が行政との共通認識である。地域内での消費を活性化すべく、小

規模事業者が“個の力”を最大限に高める経営環境の整備が必要なことは言うまでもなく、経営発達支

援計画の目標に据え伴走型支援と並行して推進していかなければならない。 
 

 

（参考資料）近隣市町に出店予定の大型店舗 《出典：豊田市中心市街地活性化協議会》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

※「ららぽーと東郷」を始めとする大型店舗の出店、整備計画があり、本市の商業環境は一段と厳しさを増す 
 

 

 

 

 

名  称 時 期 

・土岐アウトレット（増床） ・イオンモール岡崎（改装） H２６ 

・アイモール三好（増床） H２６ 

・アリオ赤池（新規）   ・イオンモール長久手（新規） H２７ 

・イケア長久手（新規） H２８(予定） 

・ららぽーと東郷（新規） H３０(予定) 

豊田市中心市街地 
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Ⅲ.課題を踏まえた目標の設定 
前項に記載した「豊田市の現状と課題」を踏まえ、経営発達支援計画の目標を設定する。 

まず、地域内小規模事業者の抱える課題を大きくふたつ≪工業（製造業）≫と≪商業≫にわけ、その課題解

決に必要な支援策を示すと以下のようになる。 
 

≪工業（製造業）≫ 

小規模事業者が抱える主な課題 対応するために必要な支援 

・内需縮小に伴う仕事量の減少 
（生産拠点の海外シフト、九州・東北への分散等）

・新たな販路開拓  ・新分野への参入 

・新技術・新サービスの開発 

・高度化する技術への対応（新技術対応等） ・優秀な人材の育成確保 ・最新設備の導入 

・アジア新興国との競争（低価格化） ・商品の差別化、高付加価値化（ブランド化） 

・後継者不足 ・事業承継、後継者育成 
 

  ≪商業≫ 

小規模事業者が抱える主な課題 対応するために必要な支援 

・人口減少による売り上げの減少 ・新たな販路開拓  ・商品開発 

・差別化、高付加価値化（ブランド化） 

・大型商業施設への需要の流出 ・新たな販路開拓  ・個店の魅力向上 

・消費者ニーズの変化・多様化 ・商品開発     ・新分野への参入 

・消費行動の変化（ネットショッピング等） ・新たな販路開拓  ・商品開発 

・差別化、高付加価値化（ブランド化） 

・後継者不足 ・事業承継、後継者育成 

 

これらの課題を解決するにあたり、まず豊田市の産業構造は大きく変化していくことを前提に考え、

小規模事業者はそれらに対応する“個の力”（販路開拓、研究・開発など）を高める必要がる。 

それに加え、人口減少問題など需要の低下を補う地域の活性化が不可欠である。 

よって、経営発達支援計画の目標を以下のように定義する。 

 
 

☆目標： 

巡回指導を核とした一気通貫型の経営発達支援事業を通し、地域内小規模事業者が 

業種・業界の構造変化へ適応し飛躍する“応用力”を身につける支援体制を構築する。 
（応用力＝販路開拓、新技術・新サービスの研究・開発、ブランド化・差別化、法改正などへの適応等） 

 

上記地域内小規模事業者の“個の力”を高めることと並行し、地域振興による内需拡大・   

外需獲得の推進による、小規模事業者の経営環境の改善を目指す。 
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Ⅳ.目標達成に向けた支援の方針 
 

１.商工会議所に求められる役割（支援） 
豊田商工会議所は 2014 年 5月に、小規模事業者 427事業所に対し経営課題についてのヒアリング調査

を実施。このヒアリング調査を通して、小規模事業者が商工会議所に求める役割（支援）に関して 

①「有効な補助金・助成金の情報提供とそれを活用した新商品・サービスの開発・研究」 

②「円滑な事業承継につながる後継者の確保と、優秀な従業員の育成・採用支援」 

③「既存の枠組みを超えた、新しい販路開拓の支援」 

などの意見を得ることができた。 
 

小規模事業者が売上を増加させ利益の確保していくためには、経営資源に直接作用する具体的な支援

が必要であり、支援の方針に反映させていく。 
 

２.取り組みの方針（方向性） 
上記を踏まえ、目標達成に向け以下の事項を取り組みの方針（方向性）として据える。 
 

 

  ①“個の力”を継続的・段階的に高める一気通貫の支援体制の構築 
経営指導員等の計画的な巡回支援を通して課題の掘り起しを行い、事業所毎の経営カルテを共有する

ことで効果的な経営計画策定を推進する。経営分析、事業計画の策定から実施のフォローまで小規模

事業者の“個の力”を継続的・段階的に高めていく支援体制を構築する。 
 

②伴走型個社支援をサポートする小規模事業者への情報提供手段の確立 
個社支援のサポートとして広く面的な「情報」支援を展開。各媒体（会報、HP、メルマガ等）におけ

る情報提供の質（内容・方法・提供先）と頻度・時期（タイムリー性）を高めていく。セミナー・講

演会など広く情報提供を行い、その後は勉強会や個別支援などピンポイントの支援に移るといった段

階的な支援方法を確立し高効率・高実績を生む支援体制構築の足がかりとする。 
 

③伴走型個社支援と並行した地域振興策（内・外需の獲得）の推進 
個社支援と並行して地域の魅力を高める活性化策の推進、いわゆる地域事業者の経営環境改善にも取

り組み、創業増・廃業減となる活気ある地域経済を目指す。当所主催のイベントを通じて販路開拓機

会の提供と地産地消を推進することで、市民と市内の事業所で「カネ」が上手く循環する仕組みの構

築を目指す。また、豊田市と連携し、市外からの観光客・ビジネスマンを増やしながら地域にお金を

落としてくれる仕組みづくりを小規模事業者と一緒に取り組む。 
 

④行政・支援機関等と連携した人材育成・事業承継基盤の構築 
小規模事業者が支える地域の雇用。その従業員ひとりひとりの育成・成長が事業所の更なる発展、ひ

いては地域の更なる発展につながっていく。行政はもちろん当所外郭団体である豊田市雇用対策協会

や、ものづくり人材の育成に特化した “とよたイノベーションセンター”※４の更なる活用・機能強化

などを進め、中長期的な展望を持った「ヒト」の育成に努め、円滑な事業承継基盤をつくる。 
 

※４：豊田市・豊田商工会議所・豊田工業高等専門学校によって設立した技術系支援機関。詳細 16頁参照
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⑤専門的な支援スキルの向上と共通カルテによる情報の共有化 
個々のスキルの分析は非常に難しく定量的に測ることが困難であり、基礎的な研修に頼っているのが

現状である。しかしながら、本計画を遂行するにあたりこれまでの支援スキルでは対応できないケー

スも十分に考えられ、特に専門的な知識の習得と支援機関との情報の共有化が課題として挙げられ

る。今年 7月に当所が豊田市と豊田信用金庫と締結した包括連携協定（14頁参照）を絶好の機会とし、

知識・ノウハウの共有はもちろん共通カルテの利用を推進し、支援スキルの質を高める。 
 

【主な連携支援機関】※詳細は後述 

      ・豊田市 ・豊田市内６商工会 ・豊田信用金庫 ・豊田工業高等専門学校 

      ・豊田市商業連合協同組合（商店街）  
 

 

経営発達支援計画の目標図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

■計画前 

■計画後

製造業の産業ピラミッド
地域の小規模事業者

 

納品（納入先の拡大） 

UP！ 

■変化に対応できる応用力 

■経営環境の改善 

地域外からの来訪客 

(観光客、ビジネスマン) 

付加価値の高い

商品・サービスの提供

地域外の企業 

(異業種や新分野) 

新たな取引先の開拓 
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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 

豊田商工会議所は、小規模事業者の持続的な発展が地域経済にとって不可欠であるとの考えのもと、 

経済の構造変化に対応するための応用力、すなわち“個の力”を高める取組みと、地域振興の推進による創

業増・廃業減となる経営環境の改善を目指すべく、下記の支援体制を構築し支援にあたる。 
 
 

 

経営発達支援事業の体系図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

地域の小規模事業者

【指針①】経営分析 

・事業所リスト（経営カルテ）の整備、クラウド一元管理 

・階層別の支援スキームの構築 

【指針④】新たな需要の開拓 

・主催事業による販路開拓支援 

・主催事業による商品・サービスの差別化(ブランド化支援) 

地域経済の活性化支援 

・イベント開催による売上拡大、PR 

・地産地消の推進   ・観光振興 

支
援
力
向
上
に
向
け
た
取
組 

・
専
門
知
識
の
習
得
、
情
報
共
有
体
制
の
構
築 

【指針②】事業計画策定・実施支援 

・成長ステージ別の多様で多彩な支援体制 

【指針③】需要動向調査 

・需要把握データベースの構築、活用 

経営発達支援計画の目標達成！ 

・構造変化に適応し飛躍する”応用力”を身につける

ための支援体制の構築 

・地域振興による内外需獲得など、創業増・廃業減と

なる経営環境の改善 

【指針③】地域経済調査 

・各種調査を活用した経済動向情報の収集 
一

気

通

貫

型

の

連

動

し

た

支

援

体

制 

経営発達支援事業 
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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）情報の収集 

【現状把握】 

支援体制の構築や伴走型支援の方向性、そして体制の見直しなどを決める指針として、地域経済がおか

れている状況の把握（特に定点観測）は欠かすことができない。現状、豊田商工会議所では地域の小規

模事業者の景況感を把握するため毎月「LOBO調査」の実施と、提携支援機関である豊田信用金庫と年 2

回「豊田景気実感調査」を行っている。 

本計画においては、既存の事業を継続し引き続き活用しながら、これまでの単なる情報把握調査から発

展しより個社支援につながる調査体制へ改善していくため、項目の再設定（改善）を行い、経営指導員

の巡回支援と連動した小規模事業者への情報提供の拡大（活用）を図る。 
 

①LOBO調査 ≪既存事業≫ 

■概要：日本商工会議所が商工会議所のネットワークを活用し各地域の足元の景況感を全国ベースで 

行う調査として毎月実施。当地域においては、それに独自の項目を加え 5業種対象に行って

いる。 

■対象：業種別に選定した業種市内中小・小規模事業者（250事業所）回収率約 60％ 

■業種：工業、建設業、小売業、飲食業、サービス業 

■項目：売上、採算、仕入単価、従業員、業況、資金繰りについての現状と見通し（2～3か月先） 

■方法：FAXによる送付・回収 

■提供：会報誌（毎月 6,000 部発行）、経営分析等においての基礎資料、役員会資料の基礎資料 
 

②豊田景気実感調査 ≪既存事業≫ 

■概要：内閣府が作成・公表している景気ウォッチャー指数（街角景気指数）と同じく、経営者など

経済動向に敏感な立場の人々の景況感を半年毎に調査。豊田信用金庫と共同で実施。 

■対象：業種別に選定した市内中小・小規模事業者（300 事業所）回収率 80％ 

■業種：製造業、非製造業、小売業、飲食業、サービス業、住宅関連業、雇用関係（ハローワーク等）

■項目：現状・見通しの景気判断、その理由など 

■方法：ヒアリング調査（不在時などは郵送にてフォロー） 

■提供：会報誌、金融機関情報誌、HP経営分析等においての基礎資料 
 

 

 （２）情報の整理・分析 

【判断と今後の見通し】 

上記 2つの情報収集に対して、LOBO調査は約 3日間、景気実感調査では約 3週間の分析期間を設けてい

る。特に LOBO調査は毎月の定点観測により時系列の貴重な情報を得ることができ、豊田市内における数

値の変化と日本経済のニュースと関連づけて把握することで、日本の経済動向が豊田市の経済にどのよう

に作用したのか判断に活かすことができる。 

また、豊田景気実感調査においては、豊田信用金庫が主として分析を行っており、金融機関の持つ情報網

を駆使した詳細な分析をもとに、景気ウォッチャー指数と比較している。 
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【現状の課題と改善】 

今後の改善点として、まず各調査の項目の再設定を行う。 

まず、LOBO に関してはこれまで FAX による送付・回収のみの展開であったが、巡回によるヒアリング

方法を加える。この過程において、ヒアリング専用の設問の追加（選択方式ではなく具体的な意見の記

入を加えるなど）を行いより詳細に経済動向を把握することに努める。 

次に、豊田景気実感調査では豊田信用金庫と連携しているメリットを活かし金融面(資金繰りなど)に特化

した設問を追加する。金融機関の分析力を活かし具体的な金融面での課題把握を行う。 

また、調査結果の分析においては、経営分析などで必要な経済動向把握のための詳細な分析結果のほか

に、巡回・窓口などで小規模事業者へ対して説明できる概要版の分析レポートの作成を行う。 

これを巡回時の手段に加えることで、巡回先の開拓にもつなげることができる。 
 

（３）情報の提供 

【手段・活用方法】 

現在、豊田商工会議所からの情報発信手段としては、 
 

1.「会報誌（毎月 6,000 部発行）」 

２.「HP（年間 350,000PV）」 

３.「メルマガ（毎月 1,300 通発信）」  が主な展開手段となる。 
 

これに加え、巡回による情報提供先の拡大を行う。 

まず、調査結果について、概要版の分析レポートを用いて経営指導員の巡回時に調査結果の概要説明 （経

済動向の説明）を行う。このことで後述する経営分析など個社支援への導入として、情報提供による巡

回のきっかけづくりにも活用できる。 

また、小規模事業者へ広く浸透させるため、市内商店街が加盟する豊田市商業連合協同組合と連携し、商

店街に加盟する小規模事業者への依頼や巡回による情報提供など展開手段の拡充策を実施していく。 
 

 （４）目標 

豊田市内の正確な経済動向把握と小規模事業者への情報提供を目的とするため、依頼先の拡大と巡回に

よる提供数の増加について目標を設定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
※豊田信用金庫と連携して提供していく 

 
 
 

目標/時期 現状 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

LOBO調査 

 依頼先の拡大 250 事業所 300 事業所 350 事業所 400 事業所 

 巡回提供数 実施実績なし 100 事業所 200 事業所 250 事業所 

豊田景気実感調査 

 依頼先の拡大 300 事業所 330 事業所 360 事業所 400 事業所 

 巡回提供数※ 実施実績なし 300 事業所 350 事業所 400 事業所 
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２.経営状況の分析に関すること【指針①】 
 （１）実施概要 

【現状の課題と改善】 

小規模事業者の持続的な発展に向け、経営状況の分析について経営指導員による巡回・窓口での指導を

核として進める。情報提供や御用聞きになっていた現状の課題を改善すべく、伴走型個社支援のサポー

トとして、セミナーや勉強会による“面的支援”、中小企業診断士などによる“専門支援”を組み込んでいく。

当所が行う支援履歴はすべて経営カルテに記載しクラウド上で管理する。そうすることで経営指導員間

の情報共有も図れ、情報を一元管理することで一気通貫型の経営支援体制の構築につながる。 

現状は経営指導員 1人につき年間 150件の巡回件数のみをノルマとしているが、この件数を伸ばすこと

に加え、ひとつひとつの事業所を丁寧に複数回訪問し経営及び財務状況を正確に把握・解決することに

焦点を当てる。これまでの巡回件数と合わせ支援実績数（経営分析数など）も目標に加える。 
 

具体的な実施方法として、新たな経営分析支援手段の確立すべく 
 

  1.小規模事業者リスト（経営カルテ）の整備 

  2.支援策を測る段階的な階層別支援スキームの整備 

  3.階層別のアプローチによる財務分析などの経営分析支援   と段階的に進めていく。 
 
 

 （２）実施方法 ≪新規事業≫ 

  【手段・活用方法】 

  ①小規模事業者リスト（経営カルテ）の整備 

まず地域内小規模事業者の正確な実態を把握し伴走型個社支援につなげていく。そのためには地域内に

存在する小規模事業者のリストを整備することが必要になる。 

現在、豊田商工会議所は市内小規模事業者約 4,800 事業所のデータを保有している。平成 24 年経済セ

ンサスによると豊田市内の小規模事業者は 8,000 事業所であり、残り 3,200 事業所について順次リスト

整備を進めていく。 

その方法として二通りの方法を計画している。ひとつめが巡回による情報収集。ふたつめがその他機関

からの情報提供。巡回による情報収集においては、市内をエリア分けし経営指導員等をそれぞれを配置。

巡回中に発見した新規創業事業所への訪問や廃業店舗のリスト照会を行うなどし、事業所リストの更新

を継続して行っていく。他機関からの情報提供についてはNTTタウンページ㈱が運営する「タウンペー

ジデータベース」の活用を進める。作成したリストは事業所毎に管理番号をつけ経営カルテとして活

用する。クラウド上で管理し、経営指導員等の巡回等支援履歴を残しながら、事務所の移転、代表者の

変更など常にメンテナンスを行っていく。 
 

【非保有データの作成方法】※NTTタウンページ㈱資料から引用 
  １.タウンページデータベースから所在地や業種等を指定し事業者データを抽出 
  ２.抽出した事業所データを保有するリストと照合し、非保有リストを作成 

  ３.非保有リストに基づき、ダイレクトメールを送付したりコールセンターを活用し 

会社情報をヒアリングすることで、付加価値を加えた新たなデータベースを構築する。 
 

この事業を活用することで、短期間のうちにまとまった件数の事業所リストを整備することができる。 
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タウンページデータベース活用図 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

②事業所ごとの支援策を測る階層的なスキーム整備 

「小規模事業者の事業継続につながる“応用力”向上」という支援の軸を定め、経営環境の変化への“危機

意識”を切り口とした体系的な支援体制を整える。 
※【危機意識＝現状の経営環境の変化・構造変化に対しての意識・認識度】と定義。 

そして、上記①にて得た事業所リスト（経営カルテ）を設定基準ごとに分類し、階層別に適切な支援を

行う。階層の分類方法については、以下の通り。 
 

《危機意識の設定基準》 

□危機意識：高 

すでに事業計画を策定しており、計画に基づいた事業展開を行う小規模事業者を位置づけ

る。計画通りに進行していくための支援を行い、場合によっては専門家を派遣して高度なチ

ャレンジを支援し計画の進捗状況の確認を継続して行う。 
   

□危機意識：中  

事業計画はまだ未策定なものの、経営分析後の財務計画に基づく事業計画の作成を目指す小

規模事業者を位置づける。SWOT分析など各種分析手法を用い、事業計画策定を支援する。 
 

□危機意識：低 

自社が抱える具体的な経営課題や進むべき事業の方向性はまだ見えていないが、経営環境を

改善していこうと経営者を中心に考えている小規模事業者を位置づける。経営分析を行い自

社の現状を正しく認識したうえで課題や問題点を把握してもらう支援を行なっていく。 
 

□危機意識：なし 

一時的な運転資金の融資などその場対応的な改善しか意識のない小規模事業者を位置づけ

る。この状態では、事業計画策定などの継続支援は困難である。そこで、根本的な経営課題

の解決に向けて意識改革を促すとともに、危機意識を持ってもらうよう働きかける。 
 

 

階層別に分類した「危機意識：中・低」の事業所を伴走型個社支援の対象として設定し、それぞれ経営

分析による危機意識の引き上げと、事業所への事業計画策定へつながる活用を行う。 

 
 

【データの活用！】
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経営分析支援スキーム図 

 
 

  

③階層別の支援方法 

小規模事業者を階層別に分類し、危機意識の階層が高いほどより個別でより専門的な支援を行う。 

特に経営分析に関しては、危機意識：中・低に分類した事業所を中心に巡回支援を行い、経営課題の

把握や財務分析などの経営分析を行っていく。事業所の階層は支援実績やセミナーへの参加実績などを

考慮しながら、常にメンテナンスを行い更新していく。 
 

《階層別の具体的な支援方法》 

□危機意識：高 
 →事業計画の進捗チェック、中小企業診断士をはじめとする専門家派遣による高度な経営革新など 
 

□危機意識：中 
 →巡回・窓口支援による SWOT分析、３C分析など事業計画作成に必要な各種分析など 
 

□危機意識：低 
 →巡回・窓口支援による環境分析、財務分析、資金繰り表の作成、ABC分析、現場検証など 
 

□危機意識：なし 
 →経済動向調査に基づく情報の提供、セミナー・勉強会参加の呼びかけ、資金繰り表の作成など 

 

 
 

④効果・活用方法 

多くの小規模事業者の中から伴走型支援の対象を明確に定義することで、個々のレベルアップに必要な

各種調査・分析を適切に行うことが可能となり、小規模事業者自身が自社の抱える強みや課題・問題点

を正しく認識することができる。 

また、経営指導員が定期的な巡回先を選定できるようになることで、巡回先の偏りの解消や、訪問から

指導への巡回内容の充実を図ることができる。即ち、支援を求める小規模事業者に適切な支援ができる

巡回体制の構築を実現することができる。 

また、それ以外の階層に対しても、商工会議所の各支援事業の利用率向上などの効果が期待できる。 
 

【支援方法】集団支援（セミナーへの参加促進、情報提供） 

・経済動向情報の提供による危機意識の醸成（意識改革） 

・セミナー・勉強会などによる基礎知識の習得 

【支援方法】伴走型個社支援（巡回・窓口など）

・丁寧な巡回による具体的な経営課題の抽出 

・経営分析（財務分析）による課題解決策の提案 

“危機意識：中・低”の小規模事業者を

伴走型個社支援の中心に据える！ 

【支援方法】専門支援（スペシャリスト紹介）

・専門家による高度な経営革新（開発など） 

・異業種、新分野へのチャレンジ支援 

階
層
ご
と
に
適
切
な
支
援
を
行
い
、 

危
機
意
識
を
段
階
的
に
高
め
て
い
く 
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（３）目標 

経営指導員 1人につき年間 150件の巡回支援ノルマを段階的に引き上げる。 

また、それぞれの階層ごとに小規模事業者への支援実績を目標に設定する。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（１）実施概要 ≪新規事業≫ 

 【考え方・目標】 

構造変化に柔軟に対応できる事業計画の策定は、経営の安定化、財政の健全化に加え、新事業・新分野

への挑戦なども計画的に視野に入れることができる小規模事業者支援の根幹であると考える。 

経営状況の分析結果【指針①】や当地域の経済動向【指針③】を踏まえ、前項の経営分析において

【危機意識：中・低】に分類した事業所に対し、経営分析から継続した事業計画策定支援を行う。 

そのなかでも、事業所を３つの成長ステージに分けることで内容・ポイントを細分化し、実現可能性の

高い事業計画の策定を目指す。 

具体的には、成長ステージを①創業期（創業～3年目）②成長期（4年目以降）③成熟期（事業承継や新

分野への挑戦を視野）の３つに分け、よりきめ細かい伴走型の支援を実現する。 

特に事業計画策定については、豊田市経済の持続的な発展を左右する問題であるとの認識から、支援機

関締結した包括連携協定を十分に活用しながら進めていく。 
 

□豊田市・豊田信用金庫・豊田商工会議所による包括連携協定について 

 ■概要：緊密な連携と協力のもと、幅広い分野において相互の経営資源を最大限活用し 

市内経済の活性化を推進する。 
 

 ■締結：2015 年 7月 3日 
 

 ■内容：１.創業支援ワンストップ窓口の設置 

     ２.事業承継研究会の設置（各種調査やセミナーの開催） 

３.地方創生推進連携（地域経済データの共有・分析）  など ※関連項目のみ抜粋  
※取組内容については、今後詳細を詰めていく 

 

 

目標/時期 現状 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

巡回訪問件数 

 巡回訪問件数 1,413 件 1,500 件 1,550 件 1,600 件 

経営分析実績件数 

 危機意識：中 実施実績なし 30 事業所 50 事業所 100 事業所 

 危機意識：低 実施実績なし 50 事業所 100 事業所 150 事業所 

専門家派遣支援実績数 

 危機意識：高 実施実績なし 5 事業所 10 事業所 20 事業所 

危機意識向上セミナー参加者数 

 危機意識：なし 実施実績なし 50 名 100 名 150 名 
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（２）実施内容 

  【支援手段・支援対象】 
前項において【危機意識：中・低】に分類した事業所に対し、経営分析から継続した事業計画策定支援を行う。 

危機意識/成長ステージ ①創業期 ②成長期 ③成熟期 

危機意識：高    

危機意識：中 創業サポートセンターの

活用による創業計画（事業

計画）策定支援 

・補助金・助成金の活用支援 
 

・経営革新支援を軸とする

事業計画策定支援 

新分野への挑戦や事業

承継を見据えた事業計

画の策定支援 危機意識：低 

危機意識：なし    
 

①創業期の支援 

創業期の支援ではまず経営者が考える事業の構想が継続的に成長できるか、そして継続的にお金が回っ

ていく仕組み（販売計画など）があるのか、2点の十分な検討を行う。その結果を事業計画・資金計画に

落とし込んでいくことで、漠然とした構想を実現可能性の高い計画へと変えていく。 

また、創業初期（1年～3年）の時期においては、想定と異なる事態に直面したとき適切な軌道修正を行

い事業計画に反映することが求められる。その際に、何を修正すべきなのか見極めることが支援の上で

の大きなポイントになる。 
 

この期間の支援策として、商工会議所が 2000 年に開設した創業サポートセンターの利用拡大と、豊田

市・豊田信用金庫と当所で締結した包括連携協定による創業支援ワンストップ窓口の設置を支援策の柱

とする。創業サポートセンターを活かしつつ、その機能強化（ワンストップ化）というかたちで連携協

定支援策を盛り込むことで、創業計画（事業計画）の策定から資金繰りに関しての相談まで実効の上が

る支援を効率よく行う。 
 

１. 創業サポートセンターの活用（改善：創業支援ワンストップ窓口の設置） 

現状の課題として、市内で創業を希望する人は、相談する場所の違い（商工会議所や金融機関など）に

よって創業までのプロセスや期間に違いが生じていた。そこで、改善策として、包括連携協定を通した

事業計画の策定から資金調達・開業までをワンストップで支援できる窓口の設置を行う。 

具体的な構想や実施計画はこれから協議に入るが、共通の創業シートを整備することで各機関への申請

や相談履歴などを一元管理し、創業支援のパッケージ化を図ることで相談から創業までの期間を短縮す

る。その情報は当所が整備する経営カルテへと連動させる。 

【実施開始時期：2016 年 5月（予定）】 
 

□創業サポートセンター ≪既存事業≫ 

■概要：豊田商工会議所内に 2000 年に開設。専門のコーディネーターが常駐し、 

新規創業の支援を行う。 

■対象：豊田市内での創業（独立）希望者 

■業種：全業種対応  

■内容：開業届の作成支援、事業計画の策定支援、創業融資に関する相談など 

■実績：相談件数：94件 創業件数：15件 創業融資件数：7件 ※2014 年度実績 
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②成長期の支援 

創業期を経て、成長期は事業拡大を目指す時期。このときに、今後の事業の方向性をしっかりと見据え、

社内体制の整備や人材育成・採用、資金調達など中長期的かつ幅広い視点での事業計画策定支援が必要

になる。この時期の支援策は、財務分析など経営分析の結果に基づいた資金調達手段としての補助金・

助成金の活用支援、経営革新支援、専門家による派遣支援を行っていく。 
 

１.補助金・助成金の活用支援 

６頁で紹介した経営課題ヒアリング調査において、「補助金・助成金の活用支援」は商工会議所に求める

支援策として挙げられた。そのことに鑑み、国・県・市の補助金・助成金制度を把握し、積極的な制度

活用を事業計画策定に盛り込んでいく。特に豊田市産業部と連携し、その際、制度の申請書類の記入支

援などフォローも行うことで、「点」の支援でなく「線」の伴走型支援を実行していく。 
 

２.事業計画・経営革新計画の策定支援 

経営革新による高い付加価値を生み出す事業計画の策定は、経営発達支援事業の大目標に掲げた「小規

模事業者が構造変化に対応する“応用力”を身につける」ことにおいて必須の要素であると考える。 

経営指導員による巡回・窓口支援を基本として、経営革新に係るメリットを理解させながら策定に向け

ての意思確認をし、事業者との連携を密にして事業計画を策定する。 

その際、フォローを欠かすことなく丁寧な巡回を心がけ、進捗状況の確認や課題の解決に努めていく。 

また、計画の策定の際に重要となる自社の経営資源について、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」それぞれ

において当所が支援できる施策を用意する。 

特に製造業の「ヒト」の育成や採用に関しては、とよたイノベーションセンターの活用・機能強化によ

る“ものづくり人材（技術系）”育成を支援していく。一時的な研修体制を改善し、特に製造過程の上工程

（企画・構想）から下工程（設計・制作・製造）まで管理できる一気通観（すべて見通す）型の技術マ

ネジメント能力を備えた人材育成に注力する。 

製造業小規模事業者が構造変化に対応する“応用力”を身につけるための最先端施設として位置付ける。
 

□とよたイノベーションセンター ≪既存事業≫ 
 

 ■概要：2012 年４月に豊田市・豊田工業高等専門学校・豊田商工会議所が共同で設立 

    ：基幹産業である製造業小規模事業者の人材育成や技術支援など基盤強化に努める 

 ■目的：「ものづくり人材の育成」「技術・経営相談（金融や事業計画含む）」「新産業創出」を

三本柱として市内製造業の持続的な発展を支援する 

 ■事業内容：１.技術力の向上・人材育成をめざした講座の開設…年間300名参加（2014年実績） 
          ・機械製図の基礎、電気・電子回路の基礎 

          ・機械加工、計測評価技術  ※㈱デンソーより講師派遣 

          ・生産設備制御、保安技術  ※㈱デンソーより講師派遣 など 
 

       ２.技術専門相談や経営全般に関する相談    …年間 276件（2014年実績） 
          ・技術支援相談、金融支援相談（資金繰り）、経営支援相談（事業計画の策定） 
 

       ３.新技術・新産業創出に向けたセミナー    …年間 276名参加（2014年実績） 
          ・ものづくり補助金等補助金活用セミナーなど 4回開催 
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さらに、「モノ」「カネ」に関しては、売上増・収益改善を目的として設備投資や運転資金の融資実行が

必要と判断した場合は、「小規模事業者経営発達支援融資制度」の利用を事業計画に盛り込む。そして融

資実行後のフォローに関しては、通常よりも頻度を上げて取り組んでいく。 
 

 

③成熟期の支援 

事業の成熟期は、市場の成熟に伴う新分野への挑戦や経営者の高齢化に伴う事業承継などを念頭に事業

計画を策定していく。当所会員のうち「後継者が見つからない」などの理由で自分の代で廃業を選択し

た小規模事業者は、2013 年度 125 件、2014 年度 110 件。この様に毎年 100 件程度の廃業数があり、

豊田市において製造業が持つ優れた技術が承継されず廃れていくことは、地域経済の持つ強み・財産が

失われていくことに等しく、円滑な事業承継の仕組みを整えていかなければならないと認識している。 
 

１.新分野への挑戦 

事業計画を策定し【危機意識：高】事業所として、新分野への挑戦として異業種・新分野との取引拡大

を目指すことは “応用力”の獲得につながる重要な支援策のひとつである。しかしながら、当所経営指導

員では各業界の専門知識にまで精通するような人材は育成できていないのが現状であり、専門家と連携

した支援が主となる。これは事業承継に関しても同様である。 

豊田商工会議所と提携する専門家は、税務、法務、労務、IT、知的財産、マーケティング分野があり、

現在は週 1回～月 1回の頻度で所内に窓口を開設している。 
 

 

□専門家による相談 ≪既存事業≫ 

 ■税務相談（税理士）：月 1回    ■法律相談（弁護士）：月 1回   

 ■労務相談（社労士）：随 時    ■IT 相談      ：月 1回 

  ■特許相談（弁理士）：随 時    ■販売促進相談   ：随 時 
 

 

現状の課題として専門家のみが対応し経営指導員は内容を把握していないことが挙げられる。そこで、

経営指導員を中心とした中小企業診断士や各種専門家で組織するチームによる対応に改善し、小規模事

業者の伴走型支援と連携支援機関との情報共有・連携強化を図っていく。 
 

２.事業承継への対応 

上記新分野への挑戦と同じく、事業承継への対応も高度な専門知識を有する問題であり専門家とチーム

を組んで対応する。現状では、事業承継への対応としては専門家の紹介にとどまっていることが課題と

して挙げられる。そこで、14頁記載の包括連携協定の事業として「とよた事業承継研究会」の立ち上げ

を行う。具体的には、 
 

□とよた事業承継研究会 ≪新規事業≫ 

①実態調査の実施 ：地域内の現状把握・課題抽出 

②セミナーの開催 ：調査結果に基づく課題解決・実態の周知などの情報発信 

③事業承継への対応：専門家と連携した事業承継への対応を盛り込んだ事業計画の策定 
 

などを実施していく。 
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（３）目標 

事業計画策定支援が、地域内小規模事業者の事業継続への具体的な支援へとつながることを目標とする

べく、成長ステージごとに計画の策定実績を目標として設定して伴走型支援に取り組んでいく。 

各事業所に行った支援策については、共通の経営カルテに記載していくため、事業所の成長ステージ 

把握とともに、現在進行している支援策の進捗状況も確認できる。 

そのため、次項「事業計画策定後の実施支援」についても継続して行える支援体制を構築する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 （１）実施概要 

計画策定後の実施支援は、丁寧な「伴走型支援」の実行が求められる。よって、計画の遂行支援として、

経営指導員による巡回・窓口フォロー、支援機関・専門家と連携したフォロー、など策定の過程から実

施による実績を挙げるまで途切れることのない一気通貫型のフォロー体制の構築を目指す。 

また、地域の経済動向【指針③】の変化を事業計画の遂行に機敏に反映させ、時代の変化に対応した

“応用力”を伴走支援を通して身につけることで、小規模事業者の利益を確保する。 

支援履歴については、事業所リストと連動した経営カルテにて把握しているため、担当の変更や専門家

への状況説明についてもスムーズに遂行することができる。 
 

  【フォロー体制イメージ】 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

目標/時期 現状 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

創業期：創業サポートセンターによる創業支援（H28以降は包括連携協定支援を含む） 
 創業計画(事業計画)の策定 12 件 30 件 35 件 40 件 

成長期：事業計画の策定（経営指導員による巡回・窓口実績） 

 事業計画の策定 実施実績なし 50件 100 件 150 件 

成長期：経営革新計画の策定 

 計画革新計画の策定 実施実績なし 10件 15 件 20 件 

成熟期：事業承継支援（H28以降は包括連携協定支援を含む） 

 事業承継支援の数 実施実績なし １件 ３件 5 件 

事業所リスト 

経営カルテ 

支援履歴を一元管理 

【段階ごとに多彩な支援メニューの提供】 

 
効率的・効果的なフォロー体制

【途切れることのない支援】
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 （２）具体的な指導内容と頻度 

①経営指導員による巡回・窓口フォロー 

事業所リストと連動した経営カルテに、経営指導員等が支援した履歴を記載することで過去の支援実績

を把握するとともに現在の進捗状況の把握を可能にする。 

先述の【危機意識】に連動した階層に関しても、常にフォロー支援実績に対するメンテナンスを行うこ

とで適切な支援を行える体制を常に整える。 

経営指導員のフォローは、１.実施状況の把握  ２.実施過程において発生した新たな課題への対応 

を重点に取り組む。 

また、フォロー支援の頻度として、事業計画策定から１か月点検・３か月点検・6か月点検・１年点検を

実施し、進捗状況の把握を欠かすことなく、それと並行して小規模事業者にとっても事業計画遂行への

モチベーションを維持してもらう丁寧なフォロー支援を行う。 

さらに、融資の実行を事業計画に盛り込み、「小規模事業者経営発達支援融資制度」等の融資制度を利用

した事業者に関しては、上記定期点検に加え、融資支援後の点検として実行後１年間は毎月の巡回フォ

ローを行うことで、資金繰りへの機敏な対応を行う体制を整える。 
 

②支援機関・専門家と連携したフォロー 

経営指導員によるフォロー支援の際、新たな課題への対応として高度な専門知識を必要とする場合は、

その都度、支援機関・専門家と連携したフォローを行う。（専門家に関しては 17頁参照） 
 

（３）目標 

事業計画策定事業者に対しての定期点検フォローの 100％実施を目標にするとともに、高度な課題に対

応する支援機関・専門家と連携したフォローの実績を設定。小規模事業者の利益を確保するため、

変化に対応し応用できる“個の力”の育成を伴走型の支援体制で支えていく。 
 

 

 

 

 

 
 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 
（１）情報の収集 

【現状把握】 

小規模事業者が時代の変化や構造変化に対応していくためには、地域外の需要（外需）の動きを把握し、

地域内の需要（内需）をそれぞれ捉えることが必要であると考える。 

その動きを調査・分析したデータベースを保有し、事業計画によって生み出された商品やサービスを個

別に当てはめていくことで、利益の確保につながる需要があるかどうかを判断していく。 

まず、豊田市内の正確な内需を把握するために、包括連携協定（14頁）を活用した地域創生推進連携事

業による内需把握調査を実施する。経営指導員は小規模事業者の事業計画の策定前後に商品・サービス

について地域内需の把握が必要になった場合、内需把握調査を活用した市場規模・市場動向の分析を行

い、個別の事例に対応していく。また、専門家などを通した商圏の把握や競合の分析も並行して進める。
 

目標/時期 現状 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

事業計画策定後のフォロー支援 

 定期点検実施率 実施実績なし 100％ 100％ 100％ 

 専門フォロー件数 実施実績なし 5件 10 件 15 件 
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①内需把握調査の創設・実施 ≪新規事業≫ 

■概要：豊田市・豊田信用金庫との包括連携協定において、内需把握を主とする調査を行う。 

■業種：製造業(主として自動車)・商業・建設業・飲食業・サービス業・金融業 

■対象：200～300 事業所（予定） 

■時期：四半期ごと（予定） 

 ■収集：事業所リスト（経営カルテ）を上記業種毎に分類し、アンケート調査や個別商品に対する 

     需要調査を行う。 

 ■整理・分析：需要動向、市場調査、競合調査などに活用 

 ■提供：対象となる小規模事業者へ提供 

    ：経営指導員よる個別事例対応の資料 

 ■備考：詳細な内容・開始時期などについては今年度中に連携機関と協議を進める。 
 

 

この調査を通して、地域内需要の基礎資料とする。 

経営指導員はこの基礎資料を参考に個別依頼に対応する調査・分析（市場・競合など）を行う。 

その結果を、販路拡大支援などにつなげていく。 
 

 

次に、地域外の需要把握として、当所で毎月作成している各種統計資料の分析レポートを活用する。 
 

②外需把握を目的とする統計資料分析レポートの作成 ≪既存事業≫ 

■概要：国・県・市が発表する統計データを収集。公共性が高く調査項目の連続性、速報性に優れた

指標を用いることで具体性や説得性の高い分析を行う。 
 

■収集：国：家計調査【総務省】、商業動態統計【経済産業省】、毎月勤労統計調査【厚生労働省】など 
    県：Web統計あいち（主に所定外労働時間と生産動向、鉱工業指数を把握） など 
    市：Web統計とよた、とよしん景況レポート（豊田信用金庫の行う四半期ごとのレポート）など 

①企業活動：在庫率指数・稼働率指数・生産指数など ※主に製造業の経済動向の把握 
 

    ②業種別 ：自動車産業→新車販売台数など 

         ：建設業  →建設工事受注、新設住宅着工数など 

         ：サービス業→小売業販売額、全国百貨店売上高など 

    ③雇用  ：所定外労働時間、有効求人倍率、完全失業率など 

■整理・分析： 需要把握データベースの作成などに活用 

■提供：会報誌、HP等情報提供手段（10頁参照）を活用し提供 
 

この分析レポートを活用し、これまでの単独利用でなく①内需把握調査と連動させる改善を図ることで

地域内外の需要把握にも活用できる需要把握データベースを作成する。 
 

（２）情報の整理・分析 

【需要把握データベースの作成・活用】 

上記①内需把握調査と②統計分析レポートを分析し作成した需要データベースを活用することで、自動

車産業のような地域内・外に需要が広がる業種の市場動向や将来の市場規模などを把握することができ

る。また、その継続した調査によって将来の市場動向を推測することができれば、今後の支援方針を決

める重要な指標になる。 
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※需要データベースの活用イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【経営指導員による需要調査（具体的手段）】 

経営指導員は、小規模事業者からの依頼や事業計画実施のフォローなど、新商品・新サービスの需要調

査が必要と判断した場合に需要把握データベースを活用した需要調査を行う。 

その後、より詳細な以下の個別調査を行うことで、売り上げの増加や利益の確保につなげていく。 
 

１.商圏調査 

豊田市庶務課が毎月発表する「人口統計」を活用し、市内各地区の人口・男女比・世帯数から商圏を分析する。

新規出店場所の選定やチラシ折込（ポスティング）場所の選定材料として活用する。 
 

２.売場（競合）調査 

新商品の投入を企画している場合、需要把握データベースにて売上の変動などを確認したのち、実際の売り場

（量販店・スーパー・コンビニなど）を視察し、大手企業から販売されている商品内容や POP、陳列方法・量、

価格帯などを調査・分析する。パッケージデザインの選定や競合の動向把握に活用する。 
 

３.外商・バイヤー調査 

百貨店などの外商やバイヤーへのヒアリング調査を行い、商品の需要や販売予測・意向などの調査・分析を行

う。マーケティングのひとつとして活用する。 
 

その他必要な調査・分析は個別案件ごとに検討して実施する。 

中小企業診断士など専門家や連携支援機関の協力が必要な場合は、案件ごとにチームで対応する。 
 

（３）情報の提供 

  【経営指導員による伴走支援】 

経営指導員が伴走型個社支援のなかで地域内需の把握が必要になった場合、需要把握データベースの活用

と具体的な需要調査に基づく課題解決に向けた個別的で具体的な分析結果を小規模事業者に提供する。 
 

【分析レポートの提供】 

会報・メルマガを通して小規模事業者に提供する。また、当所HP内にある「とよた cci 統計資料室」コ

ーナーにて分析レポートを公表し市内にあるすべての小規模事業者が閲覧できる体制を整える。 

また、巡回指導先の事業者やヒアリング調査などの訪問先に対して、分析レポートを定期送付する

メルマガへの登録を促すことで継続した関係維持と共に、小規模事業者の意識向上にも活用する。 
 

伴走型支援で作成した事業計画

【経営指導員による需要地調査】 

             など 事業計画内に記載されている 

固有の商品・サービス 

需要データベースを個別商品の需要を図るフィルターとして活用し、その商品の最新の

需要動向をデータ上で把握することでその後の支援方針をより正確に定めることができる。 

支援の方向性を定

めるフィルターと

して活用 

需要把握データベース
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（４）目標 

小規模事業者への情報提供・活用を目標に設定する。 

経営指導員の巡回指導による需要調査の活用、また分析レポートを定期的に提供する小規模事業者を

拡充させることを目指し新規メルマガ登録件数を目標に設定する。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
（１）支援に対する考え方 
【実施概要】 

小規模事業者が商工会議所に求める役割・支援（６頁参照）として、「既存の枠組みを超えた、新しい販

路開拓の支援」が挙げられている。経営者自らが広告塔であり“営業部”であることも多い小規模事業者に

おいて、販路開拓への支援は小規模事業者の売上増加や利益の確保に直結する支援が必要であると考え

る。経営発達支援事業においては既存の事業に対する課題を把握した上で小規模事業者の販路開拓に焦

点を当てた拡充・改善を行い、小規模事業者の利益確保につながる事業へブラッシュアップを行う。 
 

（２）支援対象 

【実施事業】 

①豊田ものづくりブランド事業  ≪既存事業≫ 

■概要：製造業小規模事業者の優れた技術、製品のブランド認定を行う。 

認定技術・製品は、“お墨付き”による価値向上と各種支援策を活用し販路開拓を行う。 

■目的： “自動車産業で培った高度な技術を有する豊田市”が認定した技術・製品として、 

認定を受けた技術・製品の価値を向上させ新たな販路開拓を支援する。 

■支援対象：豊田市内に本社があり優れた技術・製品を有する小規模事業者 

   ：特典を活用して地域内外に販路拡大を求める小規模事業者 

■基準：１.独自性 ２.市場性 ３.革新性 の３点を評価基準に据える。 

■特典：１.【販路開拓】マスコミ・企業への PR支援 

    ２.【販路開拓】見本市・展示会（メッセナゴヤ等）への出展 など一部抜粋 

■訴求対象：優れた技術・製品を求める事業所（PR支援は地域内、展示会出展は地域外） 
 

【支援機関との連携など有効性に対する取り組み】 

 １.豊田ものづくりブランド推進協議会への民間企業など多様な支援機関の参画（連携） 

  →自動車関連企業の参画による専門知識の提供。それに加え、豊田信用金庫やとよたイノベー 

ションセンターから中小企業診断士が参画し、高度な需要開拓に寄与する体制を構築する。 
 

目標/時期 現状 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

小規模事業者への情報提供実績 

 経営指導員による 

個別の需要調査 

実施実績なし 10件 20 件 30 件 

 分析レポート提供 
（メルマガ新規登録件数） 

実施実績なし 50件 100 件 150 件 
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２.豊田市と連携した高い公共性によるブランド価値の向上 

 →ブランド価値の向上に向け豊田市長を特別顧問として任命し、ブランドの価値を向上する。 
 

【拡充と課題の改善】 

  １.小規模事業者の掘り起し 

   →新たに巡回・窓口指導を通した小規模事業者のリサーチを行い、制度の周知と優れた技術や 

製品が埋もれて評価されない小規模事業者の機会損失を減らす。    

  ２.販路開拓特典の強化と出展対応講習会の実施 

   →上記掘り起しから、出展数の増加と展示会規模の拡大（全国規模・海外開催など）を行い、 

特典としての販路開拓機能を強化する。また、出展商品の商談確立を上げるためのプレゼン 

講習等を行い、慣れない出展に対応する支援策を並行して行う。 
 

  ３.対象業種の拡大 

   →現状は、製造業に限定している業種を工芸品や農産物などに拡大する。農商工連携や 

６次産業化を支援することで幅広い業種の小規模事業者の販路開拓につなげる。 
 

②とよたビジネスフェア ≪既存事業≫ 

■概要：中小・小規模事業者の販路開拓を主な目的とする、企業間取引の拡大に特化した 

ビジネスマッチングイベント。製造業や商業だけでなく食品や一次産業の事業所 

も出展することで、６次産業化につながる販路開拓も行っている。 

■目的：地域内の小規模事業者に出展を促し、新たな販路の開拓を目指すことを目的とする。 

さらに、広域連携の視点から近隣のものづくりの盛んな地域（浜松、多治見、関、 

諏訪等）にも出展を呼びかけ、地域外の販路開拓も並行して行う。 

■支援対象：製造業や食品産業・一次産業を行う中小・小規模事業者 

■実績：2014 年：来場者 4,642 人、出展企業 128事業所 

        ：見積依頼・部品発注 252件、後日面談アポ 686件 

■訴求対象：同業種・異業種との販路開拓を目指す事業所 
 

【支援機関との連携など有効性に対する取り組み】 

 １.あいち豊田農業協同組合（JAあいち豊田）と連携した6次産業化を目指した販路開拓 

  →概要でも記載した通り、食品や一次産業の事業所も出展することで 6次産業化につながる 

   新たな販路開拓を行う。 
  

 ２.他地域の商工会議所を通した広域連携（浜松、多治見など）による地域外の販路拡大 

  →近隣の商工会議所と連携し、他地域にも販路開拓を行っていく。 
 

【拡充と課題の改善】 

  １.商談スペース・プレゼンコーナーの拡充 

   →現状と比較し、会場により多くの商談スペースを設置し、販路開拓機会の増加を促す。 

また、プロジェクターとスクリーン、プリンタ等を設置した簡易なプレゼンコーナーを 

会場内に数か所設置し、パソコンやデータを持ち込めば即興でプレゼンが行える環境を 

整えることで、スムーズな商品紹介や見積依頼・発注につなげる。 
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２.試食・試飲などが行える簡易なキッチンスペースの設置 

     →食品・一次産業事業者の具体的な商品紹介を通して販路開拓に寄与すべく、レンジやコンロ 

など簡単なキッチンスペースを設け、実演による商談効果を高める環境を整備する。 
     

 

③地元スーパーとの商談会事業 ≪新規事業≫ 

 ■概要：地元大手スーパー（トヨタ生活協同組合※）との商談会を企画し、小規模事業者へ 

販路開拓機会の提供を行う。 

 ■目的：店頭販売のみに終始していた商業小規模事業者が、大型店への販路を開拓することで 

売上増・利益確保へとつなげていくことを目的とする。 

 ■対象：生鮮品などスーパーの食品売り場で扱う商品を扱う商業・小売業小規模事業者 

 ■訴求対象：地元スーパーへの販路開拓を目指す事業所 
 

 

【小規模事業者支援の取り組み】 

  １.小規模事業者の掘り起し 

   →巡回・窓口指導を通して小規模事業者のリサーチを行い、地元スーパーへの販路開拓を 

経営課題とする小規模事業者の掘り起しを行う。 
 

２.商談成功率を高める商品の改善支援 

   →商談ノウハウ（プレゼンなど）を高める講習会の開催や、専門家を通した具体的な商品の改善 

    支援などを行い、貴重な商談機会を確実に得る取り組みを行う。 
※トヨタ生活協同組合…市内に 17店舗を展開する大手地元スーパー

（３）目標 

小規模事業者への販路開拓実績を目標とする。 

各事業において、既存の取り組みから小規模事業者の販路開拓に特化した支援策を拡充させることで

売上の増加・利益の確保につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標/時期 現状   平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度

豊田ものづくりブランド事業 

 小規模事業者の掘り起しに係る 
ブランド認定数の増加 

5 件 10 件 20 件 30 件 

 見本市・展示会での商談実績 
（商談による契約数など） 

3 件 10 件 15 件 20 件 

 農商工連携・6次産業化実績 実施実績なし １件 ３件 5 件 

とよたビジネスフェア 

 出展による商談実績 
（見積依頼・部品発注など） 

252 件 300 件 350 件 400 件 

 出展による商談実績 
（後日面談アポなど） 

686 件 800 件 900 件 1000 件 

地元スーパーとの商談会 
 商談成立実績 実施実績なし 1件 3 件 5 件 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
（１）地域活性化の方向性 

【実施概要】 

地域が抱える課題（7頁）の通り、豊田市の経済は大きな構造変化を迎えている。地域経済を活性化させ

小規模事業者の経営環境を改善していかなければ、事業所数の事業継続を維持・発展させることはでき

ない。特に小規模事業者の大部分はその売上を地域内の需要に頼っており、地域の産業基盤の底上げに

資する事業を展開し、地域内の消費喚起・地産地消（内需拡大）を推進してかなければならない。 

その過程を産学官連携によって行うことで、様々な角度から多面的な支援を行っていく。 
 

（２）多様な機関が参加し地域の特性を踏まえた事業の展開 

【実施事業】 

①とよた元気プロジェクトの推進 

■概要：2008 年の世界同時不況（リーマン・ショック）の影響により、基幹の自動車産業が壊滅的な打

撃を受け地域経済の停滞を払しょくすべく発足。行政・産業界を中心とした地域経済を構成す

る多様な機関と共に「地産地消・市内消費喚起」を推進する。 

現在策定中であり豊田市の将来ビジョンを示す「第8次総合計画」（当所専務理事が参画）にも

盛り込まれ、「We Love とよた」を合言葉に市民と産業界とを結び一体感を生み出す共通テー

マとして活用していく。 
 

■事業：１.プレミアム付商品券の発行による市内消費喚起 
 

    ２.補助金の創設（次世代自動車普及促進補助金） 
     基幹である自動車産業の活性化と環境都市の推進を目的として、事業所車輛としてハイブリッド自動車

を購入した場合、購入費用の一部（上限 12万円）を補助する制度を豊田市とともに展開。 
 

    ３.市外からの来訪者に市内産品をPR・販売 
豊田スタジアムは名古屋グランパスのホームスタジアムとして年間 10 試合程度 J リーグの試合が開催

される。その際、市内小売業等小規模事業者を観光 PR ブースに出展してもらい、市外からの来訪者に

向けて市内商品を PRする。 
 

４.とよた PR大使による地域内事業の更なる活性化 
地域外に対する豊田市の魅力発信・イメージアップと、地域内事業へ市民の参画意識を高めることを目

的として「とよた PR大使」を任命する。 
 

■連携：・豊田商工会議所 

・豊田市（産業部商業観光課） 

・豊田市観光協会 

・一般社団法人豊田青年会議所 

・あいち豊田農業協同組合（JAあいち豊田） 

・豊田市商業連合協同組合（商店街） 

・市内商工会 

・市内観光協会       など（一部抜粋） 
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②とよた産業フェスタの開催 

■概要：世界に誇る豊田市の産業を市民により広く周知し、郷土愛の醸成と地域経済の活性化を目指す

ことを目的として豊田スタジアムにて開催。 

当所を中心として各機関と連携して市民向けに開催するイベントであり、製造業・商業・農林

業など市内の様々な事業所が出展する。前述“とよた元気プロジェクト”の「WE LOVE とよた」

を合言葉として、市民参画による市内経済の活性化につなげる。 

また、次世代の育成として子どもたちに参加してもらう企画を多く行い、豊かな自然や観光資

源、自動車関連を始めとする高度な産業、加えて未来の最先端技術を紹介・体験し、地域への

愛着を育むステップとしても活用している。 
 

■実績：2014 年開催実績 

    ・来場者数：124,500 人（2日間実績）  

・出展者売上（経済効果）：約 2,900 万円（2日間実績） 
 

■出展：・飲食関係：47事業所・団体  ・その他産業関係：66事業所・団体 

    ・行政・大学など：8団体 
 

■連携：・豊田商工会議所 

    ・豊田商工会議所青年部 

    ・豊田商工会議所女性会 

・豊田市 

・あいち豊田農業協同組合（JAあいち豊田） 

・豊田市商業連合協同組合（商店街） 

・豊田市消費者グループ連絡会 

・市内商工会              など（一部抜粋） 
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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  
【実施概要】 

①地域支援連絡協議会の開催 

 包括連携協定を結んだ豊田市（担当部署：産業部）と豊田信用金庫（担当部署：経営支援部）と、

四半期ごとに具体的な支援事例（支援ノウハウ）の発表や最新情報の提供、経済動向や需要動向に基

づいた今後の支援計画についての協議会を開催。豊田市からは各種市政情報（補助金・助成金制度等）、

豊田信用金庫からは融資など金融施策の展開や税制情報を迅速に小規模事業者へと展開できる。 

 豊田市が 2015 年度内に策定する地方創生に係る総合計画の策定にあたり、当所が調査した経済動向や

需要動向を提供し反映していくことで、市内小規模事業者の実態をより反映した計画の策定につなげ

ることができる。 

今後は、包括連携協定の具体的な事業内容について議論していくため、開催頻度を増やし相互の意志 

疎通を図りながら進めていく。また、協議会メンバーの資質向上を目的とし、中小企業診断士や

税理士などを招いた勉強会を定期的に開催することで支援力向上に積極的に取り組む。 
 

  ②市内商工会との情報交換会 

豊田市内には 6 つの商工会（藤岡・小原・足助・下山・旭・稲武）がある。半年ごとに情報交換会を

開催し、商工会議所と商工会エリアにあるそれぞれの小規模事業者の経営状況や需要動向を共有する。

また、豊田市にある経済団体として連携できる事業を模索し共通の課題に対する行政への意見要望な

どを行うことで、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を目指す。 
 

③愛知県主導地域実践型研修会への参加 

 愛知県産業労働部が主導する資質向上を目指す研修会へ積極的に参加する。西三河地区（岡崎・西尾・

安城など）の商工会議所経営指導員と中部経済産業局及び中小企業基盤整備機構も参加する。各団体

の支援ノウハウや、他商工会議所の支援状況などの情報交換を通し連携基盤構築を図る。 
 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 
【支援能力の分析】 

当所の経営指導員や一般職員が、地域内の小規模事業者を支援するにあたり、従来の経営指導に加え、

事業計画を策定するための経営・税務など幅広い分野の専門知識を身につける必要がある。それに加え、

常に最新の経済動向を把握する情報収集能力や鋭い観察眼が求められる。 
 

【支援能力の向上】 

①愛知県商工会議所連合会の主催する研修への参加 

経営指導員 9名、補助員 3名は、愛知県商工会議所連合会が主催する年間 36 時間以上の研修へ毎年

参加する。 

1.一般研修（6時間）：最近の経済動向や小規模事業者を取り巻く経営環境、事業者支援施策など。 

2.特別研修（6時間×5日間）：経営指導員が小規模事業者を支援するために必要な経営・税務・金融・

労務などの分野の専門知識など。 
 



 
 

28 
 

 

②日本商工会議所などが主催する研修・勉強会への参加 

税制改正情報や税制大綱・中小企業白書の解説など経済動向や国の施策の方向性、法改正による小規

模事業者への影響を習得することで、小規模事業者の利益確保に資する支援ノウハウの取得を図る。

また、経営指導員に限らず一般職員にも積極的に参加させることで商工会議所全体の資質向上に努める。
 

③資格取得制度の活用促進 

中小企業診断士や社会保険労務士、税理士などの資格取得の受講費用の負担や資格手当を設定するこ

とで、経営指導員等の資質向上を促す。専門知識と鋭い観察眼を養う。 

■現在の取組実績：税理士試験科目合格（1名） 

：簿記検定 1級合格（1名） 

※現在、中小企業診断士、社会保険労務士等の資格取得に挑戦中 
 

 
 

 【組織内での情報共有・資質向上体制】 

①業務連絡会議の開催 

中小企業相談所として月 2回業務連絡会議（相談所ミーティング）を行い支援状況や課題解決事例・

支援ノウハウの共有、経営分析の結果や事業計画策定の進捗状況報告など、多様な情報共有を行う。

また、月 2回の幹部会議（部長級会議）にて出された他部署の状況も合わせて展開することで商工会

議所全体の情報を把握する。各部署の情報は職員共有フォルダにて常時閲覧可能な状況になっている。
 

②若手育成とノウハウの伝承を目的とするOJT・Off-JT の実施 

上記連絡会議内にて、支援課題と支援ノウハウの共有化を図りベテランから若手への知識やノウハウ

の伝承を行う。高度な知識を有する課題の場合、連携支援機関から専門家を招聘するなど課題を解決

まで導くことを重視したOff-JT を実施する。 

また、OJT に関して若手経営指導員に対しては経験年数の多い指導員が小規模事業者への巡回へ同行

し伴走型支援能力の向上を一緒に図る。 

 

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 
【実施概要】 

 毎年度、経営発達支援事業の実施状況及び成果について、以下の方法により検証を行う。 
 

   ①中小企業診断士、税理士、学識経験者等の有識者の方々により、事業の実施状況を査定して 

    いただき、成果の評価・見直し案の提示を行う。 
 

   ②経営指導員・補助員会において、評価・見直しの方針を決定する。 
 

   ③正・副会頭会議や常議員会において、事業の成果を報告し、見直しを含め方針の決定をする。 
 

   ④事業の成果・評価・見直しの結果を豊田商工会議所のホームページで期間中公表する。 

   ＵＲＬ（http://www.toyota.or.jp） 
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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 

【実施体制】 

経営発達支援事業に取り組む実施体制については、豊田商工会議所中小企業相談所を中心に据えながらも

 部署横断しながら全所的に対応していく。 

 実施人員についても、主として相談所長を中心とする経営指導員による小規模事業者支援に取り組むが、

事業内容によっては部署横断のプロジェクトチームを組織し、一般職員なども必要に応じて支援協力する

ことで適正な人員配置による実績の上がる実施体制を構築する。 
 

 

【実施人員内訳】 

専務理事 1名、事務局長 1名、一般職員１４名、経営指導員９名、補助員３名 
 

【事務局体制】 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    ★部署横断での事業実施体制を構築 
 

 

 

（２）連絡先 

担当部署：豊田商工会議所 中小企業相談所  担当者：相談所長 児玉道春 

住  所：愛知県豊田市小坂本町１－２５ 

電話番号：０５６５－３２－４５９３ 

   Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.toyota.or.jp/        Ｅ－mail：kodama@toyota.or.jp  

 

 

 

 
 

専務理事 

事務局長 

中小企業相談所 総務部 商工振興部 

一般職員    3 名 

 

経営指導員   9 名

補助員     3 名

一般職員    １名

一般職員    7 名

 

プロジェクト推進部 

一般職員    ３名

 

経営発達支援事業主担当部署 



 
 

30 
 

 

（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） 

 27 年度 28 年度 29 年度 

 必要な資金の額 109,600 64,600 64,600

１. 事業費 

①調査研究費 
（LOBO調査など） 

②計画策定・実施支援費 
（事業計画策定など） 

③需要開拓費 
（ビジネスフェアなど） 

２. 地域活性化費 
 （産業フェスタなど） 

３. 管理費 
(経営指導員の支援力向上) 

400

2,000

36,000

70,000

1,200

400

2,000

36,000

25,000

1,200

400

2,000

36,000

25,000

1,200

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

・国補助金、愛知県補助金、豊田市補助金 

・会費、商工技術検定料、共済事業収入、諸団体事務受託手数料 

・記帳指導手数料、労働保険事務手数料・報奨金、共済手数料 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。   



 
 

 
 

（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. 包括連携協定に係る事業（別表１ 14頁参照） 

① 創業支援ワンストップ窓口の設置 

② 事業承継研究会の設置（各種調査実施） 

③ 地方創生推進連携（地域データの共有・分析） 
 

連携者及びその役割 
１. 包括連携協定に係る事業 

① 豊田市 
連携者：豊田市長 太田稔彦 

役 割：市内経済の持続的な発展に寄与する 

行政サービスの提供 

    住 所：豊田市西町 3-60 

② 豊田信用金庫 
 連携者：理事長 黒田 連 
 役 割：市内 26支店のネットワークと金融支援ノウハウの提供 
 住 所：豊田市元城町 1-48 

 

連携体制図等 

１. 包括連携協定に係る事業（創業支援ワンストップ窓口の設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２.とよたイノベーションセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・共通カルテによる情報共有体制の構築 

・定期的な連絡会の開催 

（支援ノウハウの共有、情報交換など） 

豊田商工会議所中小企業相談所 

（創業サポートセンター） 

豊田市 
豊田信用金庫 

地域内小規模事業者 

創業希望者 

中小企業相談所（創業サポートセンター）を 

支援窓口として情報等の集約化を行う 

創業計画（事業計画）策定支援 

創業までのフォロー体制 

相談 

 

豊田市 

豊田高専 

豊田商工会議所 

とよたイノベーションセンター 

（豊田高専内に設置） 

製造業に従事する 

地域内小規模事業者 
相談 

 

技術力向上・人材育成講座の開設 

技術的な専門支援 

新技術・新産業創出に向けたセミナー  

3団体が連携し「とよたイノベーション 

センター」を豊田高専内に設置 

「ものづくり人材の育成」「技術・経営相談」 

「新産業創出」を柱に各機関の持つ情報や 

支援ノウハウを１つに集約 

２. とよたイノベーションセンターに係る事業（別表１ 16 頁参照） 

① 技術力の向上・人材育成をめざした講座の開設 

② 技術専門相談や経営全般に関する相談 

③ 新技術・新産業創出に向けたセミナー 

2. とよたイノベーションセンターに係る事業 

① 豊田市 左記と同様   

② 豊田工業専門学校（豊田高専） 
 連携者：校長 髙井吉明 
 役 割：専門知識を持つ高度な人材と最新設備の提供 

住 所：豊田市栄生町２-１


