
経営発達支援計画の概要 

実施者名 安城商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

「企業の持続的発展による地域経済活性化」 

 商工農住のバランスのとれた当地域では、現状において小規模事業者を支援しき

れていない経営分析をはじめとした個社支援と、その課題解決を個社支援だけでな

く、面的支援メニューへ反映させる事業連携ストーリー化によるシナジー効果によ

り、支援企業の経営資源の掘起しに基づく経営基盤の強化、売上向上に繋げ、企業

の持続的発展による地域経済活性化を目標とする。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

定期景況調査、県内景気動向調査、全国統計・財務統計調査 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

企業ピックアップ、経営分析（経営分析、製造業技術力分析、決算財務分析）

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

持続的発展に向けた事業計画策定支援（巡回・窓口による掘起し事業計画策定

支援、商業者向け・製造業者向けセミナーによる掘起し事業計画策定支援）、

創業計画策定支援（創業セミナー、創業スクール） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

持続的発展に向けた事業計画策定支援（情報提供、補助金等支援、資金繰り支

援、進捗確認）、創業計画策定支援（フォローアップ支援、資金繰り支援、補

助金等支援） 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

企業ピックアップ、需要動向調査（市場・トレンド分析）、需要動向調査（人

口分布・商圏分析） 

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】 

売上向上実践セミナー、新商品合同プ

レス発表会、会報販路開拓・プレスリ

リース、IT 活用、展示会、商談会 

７．地域経済の活性化に資する取組 

商業活性化事業（七夕まつり市内事業

者出店エリア、まちのブランド化）、工

業活性化事業（工業集積地活性化、重

点成長産業育成） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
・安城商工会議所 中小企業相談所 

愛知県安城市桜町 16-1 TEL：0566-76-5175 E-mail：info@anjo-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．取り組みの目標「企業の持続的発展による地域経済活性化」 

 
  商工農住のバランスのとれた当地域では、現状において小規模事業者を支援しきれていない

経営分析をはじめとした個社支援と、その課題解決を個社支援だけでなく、面的支援メニュ

ーへ反映させる事業連携ストーリー化によるシナジー効果により、支援企業の経営資源の掘

起しに基づく経営基盤の強化、売上向上に繋げ、企業の持続的発展による地域経済活性化を

目標とする。 

 

 

Ⅱ．実施方針 

 
  安城市における商工業振興について主導的役割を担い、上記目標を目指すにあたり、安城市

の小規模事業者をはじめとした企業を支援する以下の項目を経営発達支援計画の取り組み

方針とする。 

 

  (1)経営発達支援事業（個社支援） 

   ①経営状況分析による企業の現状把握支援 

   ②事業計画策定による創業支援、経営基盤強化と持続的発展支援 

   ③需要、経済動向調査による新製品開発、市場規模把握支援 

   ④需要の開拓による新規顧客獲得、売上向上支援 

 

  (2)地域経済活性化事業（面的支援） 

   ①商業活性化事業によるまちのブランド化 

   ②工業活性化事業による重点成長産業育成 

 

 

Ⅲ．当地域の現状と課題 

 
 １．当地域の現状 

 

  (1)地域 

   ・当地域は、愛知県のほぼ中央に位置する内陸部の都市で、愛知県では 8番目の人口（約

18.5 万人）を有する。明治 39 年に碧海郡安城村と周辺 8 村で町制を施行、昭和 27 年

に愛知県で 13 番目に市制を施行した。 

   ・人口は、公共交通機関や主幹道路の利便性の高さから名古屋のベッドタウン化等により

前年同月比＋0.6％と過去 5 年間微増を続けている点においては商業マーケットの拡大

ならびに工業における従業員確保において強みである。 
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   ・JR 東海道線の開通により、「日本デンマーク」と呼ばれた農業先進都市となり、輸送機

器産業盛隆の恩恵を受け、当地域は商工農住のバランスのとれたまちづくりが展開され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)産業 

   ・当市の商工業者数は、6,167 社であり、うち小規模事業者は 4,455 社である。 

   ・平成 21 年から 24 年にかけて商工業者数▲292 社、小規模事業者数▲213 社と減少して

いる。特に卸売業、小売業、製造業において顕著である。 

   ・事業所数でみると卸売業および小売業が全体の 26％を占め、次いで製造業者の 15％、

宿泊および飲食サービス業の 14％が続く。サービス業に関しては、美容院等の生活関

連サービス業および娯楽業を加えると全体の 23％を占め、卸売業、小売業、サービス

業を合わせると約 50％を占める。小規模事業者についても、概ね同様である。（平成 21

年および 24 年「経済センサス」より） 
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  (3)商業 

   ・JR と名古屋鉄道本線（名鉄）の公共交通機関が充実した強みをもつ当地域は、JR 安城

駅を中心とした 8商店街振興組合と JR 三河安城駅、名鉄新安城駅、桜井駅周辺の 3商

店街振興組合の計 11 商店街振興組合を有する。 

   ・JR 安城駅周辺にて毎年夏に開かれる安城七夕まつりは、商店街の夏枯れ対策のまつり

から昭和 53 年の日本商工会議所 100 周年記念の「全国郷土祭」にて披露したことから、

仙台、平塚と並んで「日本三大七夕」と称される。 

   ・現在、安城七夕まつりは、3日間で 100 万人以上の来場者を有する当地域における最大

の観光イベントである。商店街の短期的売上確保と、知名度向上による商店の顧客化の

絶好のチャンスである。なお経済効果は直接需要が約 8億円、経済波及効果は約 13 億

円（碧海信用金庫「第 60 回安城七夕まつり（平成 25 年）」経済効果より）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ・現在は、大型店、フランチャイズ店、コンビニエンスストア等の進出に伴い、店舗数は

平成 21 年の 1,695 店から平成 23 年には 1,601 店と減少（逓減率：▲5.5％）が顕著で

ある。特に店舗数の少ない繊維衣料卸売業（逓減率：▲46.6％）、各種商品小売業（逓

減率：▲61.5％）が著しく減少している。（安城市「'13 安城の統計」より抜粋） 

 



- 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ・年間商品販売額は、卸売業（681,319 百万円）、小売業（177,320 百万円）でともに県内

7位であるが、合計（858,639 百万円）では県内 6位となる。これは県内同規模都市に

おいてトップとなっている。（愛知県「平成 24 年経済センサス－活動調査 卸売業・小

売業に関する集計 産業編（市区町村表）」より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ・一方、「業種」と「営業年数」の関係グ

ラフ（２．当地域の小規模事業者の現

状の会員アンケート調査参照）のとお

り、「5 年未満」および「5～10 年」の

営業年数の割合が高い。飲食（5 年未

満：14.3％、5～10 年：21.4％）、サー

ビス業（5年未満：12.8％、5～10 年：

13.7％）が特に顕著である。 

   ・これは、飲食、エステをはじめとした

サービス業を中心に、代替わりや開業

による、やる気ある若い世代の事業主

が開業し、個性的で魅力ある新しい店

舗の増加が見受けられることが推察で

き、当市における利便性と人口増加傾

向による開業候補地としての優位性が

あると判断できる。 
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  (4)工業 

   ・トヨタ自動車の工場が集積する豊田市をはじめとした内陸工業地域と衣浦臨海工業地域

に隣接することや交通が至便なことなどから、輸送機器産業を中心とした第二次産業が

市の中心産業となっている。多くの大工場が集積し、中京工業地帯を構成する都市のひ

とつである。 

   ・トヨタ自動車の城下町として輸送機器産業を中心とする 2次、3次下請けをはじめとす

る機械工業が盛んであり、平成 25 年度「愛知県出荷額」による愛知県内製造出品荷額

4位（16,709 億円）を有するものづくり都市である。 

   ・産業別の内訳は以下のとおりであり、輸送機器産業に関連するものは全体の約 88%を占

有していることからも、輸送機器産業が当市の基幹産業といえる。 

＜安城市工業統計による製造品出荷額＞             （単位：万円）

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

食料品 10,393,499 10,683,979 11,691,771

飲料・たばこ・飼料 221,986 244,229 183,353

繊維 818,499 858,931 964,142

木材・木製品 X X X

家具・装備品 636,472 666,077 549,577

パルプ・紙 1,655,060 1,753,781 1,021,259

印刷 681,361 699,894 642,732

化学 230,743 248,504 239,232

石油・石炭 - - -

皮革製品 - - -

窯業・土石 617,377 645,245 347,451

プラスチック 7,258,713 7,908,683 14,995,880

ゴム製品 205,337 248,521 250,174

鉄鋼 3,077,466 3,673,971 3,629,088

非鉄金属 265,396 259,109 237,476

金属製品 1,820,338 1,858,861 2,344,881

汎用機械 4,598,736 5,128,641 5,554,393

生産用機械 2,195,761 3,027,923 3,084,084

業務用機械 X X X

電子部品 - - -

電気機械 17,557,631 18,676,820 24,497,210

情報通信機械 X X X

輸送用機械 73,108,796 88,143,833 79,706,503

その他 121,338 X 137,134

※朱書数値は輸送機器産業への関連の高い産業分類

   ・当商工会議所が平成 25 年度に実施した 35 社をサンプルとしたヒアリング調査の結果、

小規模事業者の輸送機器産業への依存率は、下記グラフの通り極めて高い状況にあっ

た。全体の 60％程度の小規模事業者において、収益の 80％以上を輸送機器産業に依存

することが事実として確認できた。同調査を従業員数 20 名以上の事業所にて行った結

果、収益の 80％以上を依存する事業所の割合は、23.1％であり、小規模事業者が輸送
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機器産業に依存する傾向は顕著であった。 

   ・一方で、同調査により、収益の 80％を輸送機器

産業に依存する小規模事業者の平均操業年数は

36.1 年と長く、輸送機器産業のみに特化して相

応の年数を経ていることからも一定以上の技術

力を有していることが推察できる。 

   ・また、小規模事業者が営業部門を持つ割合は

9.1％であり、小規模事業者以外の 76.9％と大き

く隔たりがあった。このことからも、営業行為

を行わずとも、製品、ノウハウを通じての受注

確保を行っている点が確認できる。 

   ・今後、小規模事業者が技術力を基に、積極的な 

営業活動、販路開拓活動を行うことで、更なる 

受注確保と新産業への進出を行うことも十分に可能と判断している。 

   ・2 次、3次下請けにおける技術力、ノウハウは他都市

に比べ秀でており、当商工会議所は、その強みであ

る技術力等と企業連携を活かした事業を展開してき

た。その異業種連携による新産業創出事業「Anjo 

Hearts PROJECT」は、日本商工会議所、県内行政機

関、企業連携体等において先進事例として評価され、

当所の職員を講師としたセミナーを多数実施してい

る。 

   ・また、同事業においては首都圏等の大規模展示会へ 

の積極的な出展を行うことで、展示会出展による販 

路開拓手法および新製品開発への市場情報フィードバック手法等について、自らの実践

によりノウハウを蓄積し、小規模事業者への指導内容の充実に効果を上げている。 

 

 

 ２．当地域の小規模事業者の現状 

 
  当地域の小規模事業者は、前述「(2)産業」のとおり▲213 社と減少し、特に卸売業、小売

業、製造業において顕著である。商業について、卸売業、小売業、宿泊および飲食サービス

業の減少を生活関連サービス業の増加で補っている。一方、工業については、パルプ、紙、

窯業、非鉄金属業において特に減少がみられる。 

 

  (1)アンケート調査による経営者の問題 

   ・平成 26 年 11 月に当商工会議所が会員事業所に行ったアンケート（送付数 2,427 社、回

答数 866 社、回答率 35.6％）では、当面する経営上の問題、悩みは以下の通り、売上

不振、利益低下、従業員採用難が上位を占め、次いで競争激化、従業員高齢化が続く結

果となった。 

 

 

 

 

▲ 小規模事業者の輸送機器産業への収益依存率
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  (2)アンケート調査による市内小規模事業者の業種、従業員数別の問題 

業種 問題（従業員 1～5名） 問題（従業員 6～20 名） 

製造 売上不振、利益低下、後継者難 従業員採用難・高齢化、利益低下 

建設 売上不振、利益低下、従業員高齢化 従業員採用難、競争激化、競争激化 

卸売 売上不振、利益低下、販路開拓難 競争激化、利益低下、従業員採用難 

小売 売上不振、競争激化、利益低下 利益低下、競争の激化、従業員採用難 

飲食 売上不振、利益低下、経費増加、駐車場不足 経費増加、従業員高齢化、従業員採用難 

ｻｰﾋﾞｽ 売上不振、競争激化、利益低下 従業員採用難、従業員高齢化、経費増加 

不動産 店舗老朽化、後継者難、利益低下 従業員採用難、利益低下、情報収集力不足 

運輸 利益低下、売上不振、経費増加 従業員採用難、従業員高齢化、利益低下 

   ・当地域における小規模事業者の問題については、業種を問わず売上不振による利益の低

下が挙げられた。それに次ぐ問題については、業種により異なる傾向にある。 

   ・製造業をはじめとした従業員 6名以上の小規模事業者では、従業員雇用に関する問題が

浮き彫りとなっている。 

   ・現在の全国的な人材不足により、雇用対策についても緊急対策事項として支援する必要

がある。 

 

 

 ３．当地域および商工会議所の課題 

 

  (1)当地域の課題 

   ・前述「１．当地域の現状」「２．当地域の小規模事業者の現状」から浮かび上がる当地

域の課題は、以下のとおりである。 

   ①商業、製造業を中心とした小規模事業者の廃業抑制 
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   ・当地域においても小規模事業者の減少は顕著である。とくに当地域においては後継者難

よりも売上不振、従業員の採用困難、利益低下などが原因である。このことから経営発

達支援事業による経営基盤強化、売上向上が必要である。 

   ②企業の中核的な人材育成と就労支援 

   ・経営基盤の強化においては、人材育成と人材確保が重要である。とくに人材確保は経営

の持続的発展を揺るがす一因となる。就労支援と併せ、設備投資等による省人化や熟練

工から設備への平準化なども必要である。 

   ③地域の強みを活かした企業誘致活動 

   ・前述の廃業抑制に併せ、当地域内の企業数増加には、企業誘致活動が必要不可欠である。

商業向けには既存の空き店舗補助金制度の見直し、製造業向けには新たな工業地域の立

地による企業誘致活動が必要である。 

   ④創業者の育成 

   ・上記企業誘致とともに、創業者支援による企業数増加も必要である。後述「Anjo 創業

支援ファーム」による創業者育成および支援による新設企業増加が課題である。 

   ⑤まちのブランディングと商業活性化 

   ・商業活性化において、中心市街地活性化やまちのブランディングは大きなツールと成り

得るが、比較的歴史の浅い当地域においては、ブランド力が弱い。安城市中心市街地活

性化協議会との連携、安城七夕まつりなど地域活性化事業と経営発達支援事業の連携に

よるシナジー効果を発揮した新たな仕組み作りが必要である。 

   ⑥成長産業をはじめとした新たな産業基盤の構築 

   ・工業活性化においては、自動車産業への過剰な依存による下請け体質からの脱却が、小

規模事業者の課題である。自動車産業はグローバル市場では拡大していくが、当地域の

小規模事業者においては調達原価の抑制、原材料の高騰等依然厳しい状況にある。とく

に収益依存度が高いことからも、今後は各社の技術力を活かした新産業への進出による

リスクヘッジが必要である。 

 

  (2)当商工会議所の課題 

   ・前述「(1)当地域の課題」から見た当商工会議所の支援上の課題は、以下のとおりであ

る。 

   ①商業、製造業を中心とした小規模事業者の廃業抑制 

   ・経営発達支援事業による経営基盤強化が必要であるが、限られた職員数において個社支

援を地域内全事業者に行うことは不可能である。各種分析の情報共有、経営計画支援の

平準化、支援スケジュールの管理、職員のスキルアップによる効率化が必要である。 

   ・また個社支援の経営発達支援事業を面的支援の地域活性化事業へ繋げる事業連携強化に

よる効果的な事業展開も必要である。 

   ②企業の中核的な人材育成と就労支援 

   ・人材育成においては、階層別スキルアップセミナー等の支援メニューを提供しているが、

企業側におけるセミナー参加による社内人員不足など諸事情が発生するため、参加しに

くい環境となっている。 

   ・また就労支援においては、近隣商工会議所や雇用対策協議会との連携による意見交換会

等を実施しているが、直接的な成果に結び付きにくい状況にある。ビジネスマッチング
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展示会における大学生の誘致や人材確保に変わる設備投資など新たな支援が必要であ

る。 

   ③地域の強みを活かした企業誘致活動 

   ・企業誘致においては、安城市の協力が不可欠である。安城市のビジョン策定への参入、

補助制度に対する意見交換等を密にしなくてはならない。 

   ・そのため当地域の商工業振興における主導的役割の担い手として、巡回、窓口時におけ

る商工業者の意見要望等の情報収集を強化し、適切な企業ニーズを安城市へ伝える組織

体制と連携体制の構築が必要である。 

   ④創業者の育成 

   ・創業者支援においては、「Anjo 創業支援ファーム」により碧海信用金庫、日本政策金融

公庫、安城市と連携している。新設した連携体であり、今後の創業支援状況、連携状況

等を検証し、創業者の増加に繋がる組織体制の確立が必要である。 

   ⑤まちのブランディングと商業活性化 

   ・安城市中心市街地活性化協議会には、まちのブランド構築を検討するプロジェクトを有

する。このプロジェクトと個社支援による商品開発等による相乗効果を模索する必要が

ある。 

   ・安城七夕まつりは、当市最大の観光事業である。開催期間 3日間に延べ 100 万人以上が

市内外から来場する。経営発達支援事業の需要の開拓の一つとして、出店エリア新設に

よる地域活性化事業と連携した支援体制の構築が必要である。 

   ⑥成長産業をはじめとした新たな産業基盤の構築 

   ・新産業への参入には、自社技術の対外的評価や社内体制、資金確保が必要である。巡回、

窓口におけるヒアリング能力、製造業分野知識など経営指導員スキルの平準化が必要で

ある。 

   ・また安城市の産業における新たな産業基盤の構築においては、安城市との連携が不可欠

であり、とくに安城市中小企業コーディネーターとの情報交換や安城ものづくり推進会

議における情報共有、事業展開を検討する必要がある。 

 

 

Ⅳ．当所の役割と当地域における中長期的な振興のあり方 

 
 １．当所の役割・具体的改善策 

 

  (1)個社支援（後述「経営発達支援事業の内容および実施期間」参照） 

   ・巡回、窓口相談時における経営課題、売上向上に関する助言等を行うことにより、管内

小規模事業者の第 1相談拠点（ファーストコンタクト）を確立。 

   ・上記「アンケート結果」を踏まえた巡回における個社ヒアリングと現状分析。 

   ・商工会議所の強みである下記連携先とのネットワークを活用した専門課題サポート。具

体的な連携機関は以下のとおり。 

   ・相談から現状分析、連携機関活用による事業計画作成支援と作成後の進捗フォローによ

る伴走型支援。 

   ・創業に関するワンストップ窓口と「Anjo 創業支援ファーム」による連携支援。 
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   ＜連携先機関＞ 
連携先機関名 連携先機関の概要 

(一社)中小企業 

支援ナビ 

中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、弁護士、司法書士、財務専

門家、販促専門家、企業 OB 等、専門分野のスキルを持った専門家派遣

機関 

ミラサポ 中小企業庁が行う専門家派遣機関 

愛知県よろず支援拠点 愛知県が行うワンストップ無料相談窓口 

Anjo 創業支援ファーム 
平成 26 年 10 月に認定を受けた産業競争力強化法に基づく「創業支援事

業計画」において創設した創業ネットワーク（碧海信用金庫、日本政策

金融公庫、安城市、当商工会議所） 

碧海信用金庫 地元信用金庫 

日本政策金融公庫 国の政策金融機関 

安城市 当地域行政 

安城市中小企業 

コーディネーター 

安城市が導入しているコーディネーター制度で、アイシン・エィ・ダブ

リュ㈱、㈱デンソーの OB による企業巡回（2年 160 社）を通じ、経営課

題支援（補助金情報提供、大学・企業マッチング等）を実施 

 

  (2)面的支援（後述「経営発達支援事業の内容および実施期間」参照） 

   ・上記「アンケート結果」を踏まえた業種別課題解決セミナー。 

   ・商工会議所の強みであるスケールメリットと上記連携先とのネットワークを活かした展

示会等の販路開拓支援。 

   ・比較的従業員の多い小規模事業者に向けた、雇用対策など商工会議所事業を積極的に

PR することによる雇用対策支援。 

   ・新商品等のマスメディア発表会によるマスメディアへの露出機会の提供とプレスリリー

スサポートを実施し、新たな需要開拓支援。 

   ・支援機関でありながら面的支援ができるオンリーワン機関の強みを活かした「まちづく

り」「ものづくり」に対する個社支援と面的支援を連携させた地域活性化事業の展開。

 

 

 ２．当地域の中長期的な振興のあり方 

 

  (1)商業 

   ・小規模事業者の個社支援の課題解決を面的支援メニューへ反映させる事業連携ストーリ

ーを企画段階からスキームに落し込むことにより、シナジー効果の高い販路開拓事業等

を実施する。これにより商業振興と創業者育成、既存事業者の売上向上を目指す。具体

的な支援方法は以下のとおり。 

   ・小規模事業者の課題である利益増加を目指した販路開拓を支援する。店舗巡回、窓口相

談において、傾聴による事業主の自店の強み等の気づきを発生させる。 

   ・経営計画セミナー等により、顧客データ等を用いた商圏分析、立地条件等の現状を分析

する。販売状況については、現状から季節指数、マージンミックス、デシル分析等によ

る商品構成、顧客構成を分析する。 

   ・分析結果を基に商圏強度の高いエリアへの販売チャネルの選定や当商工会議所販促支援

メニューの活用、安城七夕まつりを活用した出展ブースによる商品販売、店舗 PR によ

る店舗新規顧客増加とリピート率向上を目指す面的支援を展開する。 
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  (2)工業 

   ・安城市、安城市中小企業コーディネーターと当商工会議所にて「ものづくり支援ネット

ワーク」を構築し、技術力の強みを活かしたリスクヘッジ支援体制により、自動車産業

のみならず成長産業である航空宇宙、ヘルスケア等の分野へ部分的参入を目指した経営

基盤の強化と売上向上を図る。具体的な支援方法は以下のとおり。 

   ・現在保有している自動車産業の技術を活用した新産業参入の支援を行う。企業巡回、窓

口相談により、個社の企業分析を行い、新産業参入に有益となるプラス要因と、不足要

因の分析を行う。 

   ・プラス要因の分析においては、机上の経営分析では不足が生じるため、企業展示会の開

催により、自社技術の市場評価を得る機会を創出し、各社が自覚していない保有技術の

優位性を確認し、経営分析にフィードバックさせる。 

   ・各社の既存ドメインが持つ技術を如何に新産業に適用させていくかを分析し、今後の経

営計画策定に有益となる「新産業セミナー」を開催し、経営課題や必要となる設備投資

の金額及び導入時期について事業計画に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．経営発達支援事業の目標、基本方針 

 
 １．目標「企業の持続的発展による地域経済活性化」 

 
  商工農住のバランスのとれた当地域では、現状において小規模事業者を支援しきれていない

経営分析をはじめとした個社支援と、その課題解決を個社支援だけでなく、面的支援メニュ

ーへ反映させる事業連携ストーリー化によるシナジー効果により、支援企業の経営資源の掘
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起しに基づく経営基盤の強化、売上向上に繋げ、企業の持続的発展による地域経済活性化を

目標とする。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．取り組みの基本方針 

 
  安城商工会議所は、今後 5年間にわたり小規模事業者の創業から持続的発展に向けた個社支

援事業である「経営発達支援事業」と、需要開拓を連動させ効果的に展開する面的支援「地

域経済活性化事業」に取り組む。 

 
  (1)経営発達支援事業（個社支援） 

  小規模事業者に対し、創業支援から持続的発展支援を一貫して行う経営発達支援事業（下図

1）は、下記の 4 事項を連動（下図 2）させることにより、小規模事業者の売上拡大を目指

す。 

   ①経営状況分析による企業の現状把握支援 

   ・ヒアリングと決算状況把握による「経営分析」、製造業に特化した「製造業技術力分析」、

記帳指導申込者を対象にした「決算財務分析」を行い、企業の現状把握と今後の経営方

針を支援する。 

   ・後述「③需要、経済動向調査」を活用し、「②事業計画策定」へ繋げる。 

   ②事業計画策定による創業支援、経営基盤強化と持続的発展支援 

   ・セミナーと個別相談により、創業時の「創業計画」、持続的発展を目指した「事業計画」

作成の支援を行う。セミナー時には、経営指導員のスキルアップと伴走型支援を実施す
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るため、指導員による講師フォローを行う。 

   ・計画策定後は、実施状況の把握、支援メニューを活用したフォローによる一貫した伴走

型支援を実施する。 

   ・計画作成時には、前述「①経営状況分析」と後述「③需要、経済動向調査」を基に、自

社の強み、市場動向、顧客ニーズ等を把握し、今後の経営方針を検討する。 

   ③需要、経済動向調査による新製品開発、市場規模把握支援 

   ・市内動向を把握する「定期景況調査」、県内動向を把握する「県内景況動向調査」、全国

動向を把握する「全国統計、財務統計調査」を行い、企業のポジションを把握する。 

   ・需要動向を把握する「市場トレンド分析」、市内の需要傾向を把握する「人口分布商圏

分析」を行い、新商品開発における消費需要予測、既存商品のコンバーションパスの再

構築等の支援に活用する。 

   ④需要の開拓による新規顧客獲得、売上向上支援 

   ・事業計画に基づき、計画を実施するにあたり「ものコン」「合同プレス発表会」「IT 活

用」等の当商工会議所が実施する販路開拓ツールを活用した新規顧客獲得の支援ととも

に、営業スキルをはじめとした人材育成や就労支援を行い、小規模事業者の売上向上を

目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲図 1「経営発達支援事業の個社支援スキーム」 
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  (2)地域経済活性化事業（面的支援） 

  地域経済活性化事業（面的支援）である下記の 2事項は、経営発達支援事業（個社支援）の

出口支援である「④需要の開拓による新規顧客獲得、売上向上支援」と連携させることによ

り、シナジー効果を発揮させる。 

   ①商業活性化事業によるまちのブランド化 

   ・安城市、商店街連盟等と連携して開催する安城七夕まつりは、会期 3日間で市内外より

100 万人以上の来場者を有する市内最大の観光事業である。今後、まつり会場において

出店エリアを設置し、来場者に対し店舗、逸品メニューを PR することにより、新規顧

客の開拓に繋げる。 

   ・中心市街地活性化協議会「まちのブラディングプロジェクト」において、七夕まつりの

イメージを活かした「願いごとブランド」構築と七夕まつり公式キャラクターを活用し

た商品開発を行う。 

   ②工業活性化事業による重点成長産業育成 

   ・安城市中小企業コーディネーター、安城市と連携し、当市の工業事業者の 24.9％が所

在する南部工業集積地の活性化を図るため、交流会を開催する。人脈構築を築きエリア

内取引の活性化による物流コスト削減や迅速対応による短納期化の実現を目指す。 

   ・安城市と連携し、輸送機器産業への過剰な依存からの脱却と当地域における新たな産業

基盤の構築による地域ブランド化と企業誘致を推進する安城ものづくり推進会議を開

催し、当地域の産業分野における方向性を検討する。 

▲図 2「指針の 4つの事業の連動性」
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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 32 年 3 月 31 日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 
 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

  (1)事業目的 

   ・地区内の経済動向を調査、分析することにより、経営発達支援事業の目標である地域経

済活性化に資する事業展開であるかを実態把握する。 

   ・活用方法としては、小規模事業者の金融相談や売上改善相談、経営計画作成等において、

地域経済動向との比較、TKC 経営指標による全国優良財務平均との比較、人口分布に

よる商圏把握等を行い、小規模事業者の経営分析、事業計画作成等を通じて経営改善

に繋げる。 

   ・これにより小規模事業者の経営課題である売上拡大に向けた事業方針を示し、現状との

ギャップを埋める道筋を明確にし、経営の持続的発展を目指す。 

 

  (2)事業内容・調査結果活用方法 

   ①定期景況調査 

   ・【調査方法】企業巡回、会合等において四半期に一度、当商工会議所役員企業を中心に

アンケート調査票を配布し、地域の経済動向を調査、分析する。 

   ・【調査項目】「貴社の業況判断」「売上高」「売上単価」「資金繰り」「借入難度」「収益状

況」「雇用人員」について、前年同期との比較および、次期の見通しについて調査、分

析する。 

   ・【活用方法】経営分析に対する比較、事業計画策定時の地域経済指標として活用する。

あわせて当商工会議所会報にて小規模事業者へ情報提供も行う。 

   ②県内景気動向調査 

   ・【調査方法】地元金融機関が実施している地域の景気動向（愛知県内）を活用し、上記

「定期景況調査」と併せて分析する。 

   ・【調査項目】「売上」「収益」「資金繰り」「在庫」「設備」「人手」であり、調査時期も当

商工会議所定期景況調査と同様の調査期間である。 

   ・【活用方法】上記、調査と併せ、経営分析に対する比較、事業計画策定時の地域経済指

標として活用する。あわせて小規模事業者の売上等の経営相談時に情報提供する。 

   ③全国統計、財務統計調査 

   ・【調査方法】「政府統計の総合窓口」サイトを活用し、全国経済状況を分析する。 

   ・【調査項目】「国勢調査」「経済センサス」「工業統計」「商業統計」「統計 GIS」「TKC 経営
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指標（BAST）」を活用し、業種等にあわせて調査項目を変更する。 

   ・【活用方法】上記調査と併せ、経営分析に対する比較、事業計画策定時の地域経済指標

として活用する。あわせて小規模事業者の売上等の経営相談時に情報提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3)目標 

   ・定期景況調査は、現在 70 社程度を調査している。調査精度を高めるため、1 回当たり

の調査企業目標数を 100 社とする。 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

定期景況調査回数 4 4 4 4 4 4 

定期景況調査延べ件数 280 400 400 400 400 400 

 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

  (1)事業目的 

   ・小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回、窓口相談、各種セミナーの開

催等を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。 

   ・専門的な課題については、「Anjo 創業支援ファーム」の連携先である碧海信用金庫、日

本政策金融公庫、安城市に加え、安城市中小企業コーディネーター、ミラサポ、愛知県

よろず支援拠点、中小企業支援ナビ等の外部機関と連携し、掘起した経営上の悩みに経

営指導員等と同席したサポートを実施する。 

 

  (2)事業内容・分析調査結果活用方法 

   ①企業ピックアップ 

   ・企業巡回訪問、窓口相談において、融資相談や販路開拓相談等の深堀支援を希望する相

談者を中心に、対象となる小規模事業者をピックアップする。 

   ・小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金の取得を目指した経営計画作成セミナー

を複数回コースで実施し、希望する小規模事業者をピックアップし、セミナーにて経営

分析、経営計画書作成を行う。なお、このセミナーの詳細については、後述「３．事業

計画の策定・実施支援」にて説明する。 
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   ・製造業小規模事業者に対し、ものづくり展示会「ものコン。～安城ものづくりコンベン

ション」への出展を促し、出展者ガイド「技術のタマゴ」にて製造業技術力分析を行う。

   ・決算指導会、記帳指導申込者に対し、簡易な財務分析を行い、課題である売上向上を促

す決算簡易分析を行う。 

   【事例】 
・売上減少に悩む整体院より、管内景気動向を聞かれ、同業他社の冬季減少傾向を説明

した。また「最近の売上や顧客層はどんな感じか」と尋ねたところ「同業他社同様に

冬季売上高の減少とホームページからの申込みが増えてきているものの、50 代以上

の女性客層のリピート率が高い」ことが判明した。「事業内容の強みと店舗立地によ

り販促方法を再検討すると良い」と提案したところ、経営分析や事業計画作成への興

味を示し、小規模事業者持続化補助金の活用を促す結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ②経営分析 

   ・【対象者】上記①のピックアップした小規模事業者。 

   ・【支援方法】決算書、ヒアリング等により経営状況を把握し、財務分析を実施する。 

   ・【ヒアリング内容】「創業経緯」「前職」「資格」「従業員」「商品」「セールスポイント」

「取引先」「経営課題」「経費対策」「リピート率」「競合先」等を傾聴し事業者の強みの

掘起しを行う。 

   ・【財務分析】「損益分岐点」「流動比率」「自己資本比率」「売上高総利益率」「一人あたり

付加価値率」等、業種、規模等にあわせて安全性、収益性、生産性を中心に分析する。

   ・【その他分析】財務分析に加え、SWOT 分析とヒアリングにより経営課題を抽出し、(一

社)中小企業支援ナビやミラサポ等の専門知識を有するコンサルタント等と連携するこ

とにより、経営分析を実施する。 

   ③経営分析（製造業技術力分析） 

   ・【対象者】新たな需要を開拓する小規模製造事業者。 

   ・【支援方法】経営指導員、安城市中小企業コーディネーターが巡回、ヒアリングし、「技

術のタマゴ」にてコーディネーターからの第 3者評価コメントを交え、技術力を分析し、

ガイドブックとして配布する。 

   ・【活用方法】平成 26 年度は 10 社の小規模事業者を掲載し、3,000 部刊行した。 
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   ④経営分析（決算財務分析） 

   ・【対象者】決算指導会、記帳指導申込み小規模事業者。 

   ・【支援方法】決算指導時において、「前年比較による経営状況の把握」「TKC 経営指標

（BAST）による同業他社比較」「損益分岐点」「売上高総利益率」による簡易財務分析を

行う。 

   ・【活用方法】小規模事業者の意識改革に繋げ、今後の販売計画（売上計画）作成による

健全化を図る。 

 

  (3)目標 

   ・巡回訪問件数、融資相談窓口件数、セミナー開催参加者数より、経営分析件数を設定す

る。 

   ・巡回訪問件数については、愛知県小規模事業経営支援事業費補助金の巡回指導目標数値

より算出している。 

   ・融資相談窓口件数については、過去推薦実績（H23：31 件、H24：41 件、H25：38 件）

より算出している。 

   ・補助金セミナーに関しては、補助金内容により、開催頻度、開催内容を変更する場合も

ある。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問件数 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 

融資・販路開拓等相談窓口件数 22 36 36 36 36 36 

持続化補助金セミナー回数 1 1 1 1 1 1 

持続化補助金セミナー参加者数 30 30 30 30 30 30 

ものづくり補助金セミナー回数 未実施 1 1 1 1 1 

ものづくり補助金セミナー参加者数 未実施 20 20 30 30 30 

経営分析件数 36 36 36 40 40 44 

経営分析件数（製造業技術力） 10 12 12 12 15 15 

経営分析件数（決算財務） 未実施 10 10 15 15 20 
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 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

  (1)持続的発展に向けた事業計画策定支援 

   ①事業目的 

   ・前述「１．地域の経済動向調査に関すること」を踏まえ、「２．経営状況の分析に関す

ること」を実施した結果、小規模事業者が経営課題を解決するため、事業計画策定支援

を行う。 

   ・事業計画策定支援方法は、事業計画の必要性のみでは訴求力が低いため、補助金の活用

や経営革新の優位性等、小規模事業者の導入メリットを訴求したセミナーの企画を中心

に展開する。 

   ・専門的な課題については、前述「２．経営状況の分析に関すること」と同様に(一社)

中小企業支援ナビをはじめとした支援機関と連携し、経営指導員等と同席サポートを実

施し、伴走型の指導、助言を行い、小規模事業者の事業における持続的発展を図る。 

   ②事業内容・策定方法 

    ア．巡回、窓口相談による事業者の掘起し、事業計画策定支援 

    ・【対象者】管内小規模事業者に対し、企業巡回訪問、窓口相談（融資相談、決算相談

等）、上記経営分析実施事業所を中心に、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘起

しを行う。 

    イ．セミナーによる事業者の掘起し、事業計画策定支援 

    ・【策定方法（資金繰り支援）】融資相談において、特利、融資額増を希望する小規模事

業者に対し、「小規模事業者経営発達支援融資制度」「マル経融資の融資枠拡大」に必

要となる各経営計画書の作成をヒアリング等により支援し、金融支援と併せて実施す

る。 

    ・【策定方法（個別対応）】下記セミナーに日程があう場合には、セミナー参加を促し、

事業計画策定支援を行う。調整がつかない場合には、当商工会議所独自の計画書雛形

を基にヒアリング等を実施し、個別に事業計画策定支援を行う。併せてミラサポ等専

門家派遣を活用する。 

    ・【策定方法（セミナー）】前述「２．経営状況の分析に関すること」における、小規模

事業者持続化補助金やものづくり補助金取得を目指した経営計画作成セミナーおよ

び個別相談会を開催する。 

    ・【活用方法】セミナー参加者から事業計画策定を目指す小規模事業者を掘起し、事業

計画を策定した上で、補助金のより良い活用を目指す。 

    ・これにより小規模事業者が、補助金取得を目指す事業計画を作るのではなく、事業計

画による補助金の効果的な活用を促進することを可能とする。 

    ・【セミナー概要】小規模事業者を対象とし、30 名定員で 4日間、1日 2 時間の下記カ

リキュラムセミナー(案)にて開催する。 

    【1 日目】経営計画立案の考え方、進め方 

    【2 日目】市場動向、自社の強み 

    【3 日目】経営計画書作成、今後の目標、補助事業の考え方 

    【4 日目】まとめ、個別相談 
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    ・今年度開催したセミナーでは、参加者をグループ分けし経営指導員等が各グループに

張り付き、講師のフォローを実施した。これにより指導員自身のスキルアップと担当

事業者との濃密支援による伴走型支援を可能とした。 

    ・その結果、小規模事業者持続化補助金では、全国 8位の採択（後述「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」参照）を得ることができた。

    ・一方で、グループ分けの際の事業者の業種バランスが悪かったため、今後は業種、従

業員数等を考慮したグループ分けを行う必要がある。 

    ・また開催時間を 19 時から 21 時で行ったが、家族経営の飲食店等が参加できなかった

ため、アイドルタイムである 14 時から 16 時開催の 2パターンを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③目標 

    ・事業計画策定事業者数は、平成 26 年度経営計画作成セミナー参加者数を基に 3年目

10％増、5年目 20％増を目指す。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画策定事業者数 36 36 36 40 40 44 

補助金等申請書支援数 34 34 34 37 37 40 

 

  (2)創業計画策定支援 

   ・平成26年10月に認定を受けた産業競争力強化法に基づく｢創業支援事業計画｣に基づき、

「Anjo 創業支援ファーム」による継続的な創業支援を行っている。 

   ・創業希望者に対する「ワンストップ創業支援窓口」の設置、セミナー開催、専門家派遣、

資金調達支援等を行い、創業後のフォローアップとしての継続相談、信用保証料補助、

利子補助、空き店舗支援事業補助金等による伴走型支援を実施している。 

 

 

 

 

 

 

指導員 

指導員

指導員 

指導員 

講師
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   ①事業内容 

    ア．創業セミナーによる創業希望者の掘起し 

    ・創業希望者の掘起しを目的に、スタートアップセミナーを開催し、創業希望者の知識

向上を図り、創業の足掛かりとしている。 

    ・セミナーでは、「創業の心構え」「資金繰り」に加え、下記「イ．創業スクール」の参

加を呼び掛ける概要説明を実施し、創業スクールによるビジネスプラン作成に繋げて

いる。 

    イ．創業スクールによるビジネスプラン作成支援 
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    ・複数コースで実施する創業スクールを開催し、創業希望者の知識向上とビジネスプラ

ン作成による開業時の「課題抽出」「ビジネスコンセプトの確立」等、開業後の成功

率向上を目指すカリキュラムを組んでいる。 

    ・スクールでは、「基礎知識」「経営理念」「経営資源の把握」「経理」「財務」「税務」

「マーケティング」「販路開拓」「市場調査」「販売方法」等を検討し、ビジネスプラ

ン作成の支援を実施している。 

   ②目標 

    ・創業セミナー、創業スクールの開催回数、創業支援者数（参加者数）、受講による創

業者数については、産業競争力強化法に基づく｢創業支援事業計画｣（創業スクール）

に基づき設定している。 

    ・Anjo 創業ファーム支援者数、創業者数については、産業競争力強化法に基づく｢創業

支援事業計画｣に基づき設定している。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業セミナー開催数 1 1 1 1 1 1 

創業スクール開催数 1 1 1 1 1 1 

創業支援者数 20 20 20 20 20 20 

受講による創業者数 4 4 4 4 4 4 

Anjo 創業ファーム延べ支援者数 139 139 139 139 139 139 

Anjo 創業ファーム延べ創業者数 97 97 97 97 97 97 

 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

  (1)持続的発展に向けた事業計画策定支援 

   ①事業計画策定後の支援メニューフォロー 

   ・【情報提供】小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金等、国の施策のほか、県が

行う経営革新計画に伴う融資特例、市が行う展示会出展料への補助金等、事業計画から

導き出された事業内容に合った支援策の情報提供を行う。 

   ・【補助金等支援】支援策の情報提供に伴う伴走支援として、各種補助金申請書、経営革

新計画等の作成支援を行う。 

   ・【資金繰り支援】融資相談者に対しては、「小規模事業者経営発達支援融資制度」「マル

経融資の融資枠拡大」等、事業計画策定によって可能となる金融施策における事業計画

策定支援を個別に実施するほか、金融機関に対する与信補強等の情報提供をする。 

   ・【進捗確認】事業計画策定後に事業者の進捗状況確認も含め、半年に 1 度の巡回訪問を

実施し、事業支援、支援メニューの情報提供、助言等を行う。 

   ②目標 

   ・周知によるフォローアップ件数については、事業計画策定支援事業者全員をフォローア

ップするため、事業計画策定事業者数と同数としている。 

   ・事後フォロー件数については、半年に 1度とするが、事業計画策定年度は、策定後のた

め 1回程度を目標とする。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画策定事業者数 36 36 36 40 40 44 
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補助金等申請書支援数 34 34 34 37 37 40 

情報提供によるフォローアップ件数 36 36 36 40 40 44 

事後フォロー延べ件数 36 36 36 40 40 44 

 

  (2)創業計画策定支援 

   ①ビジネスプラン作成後の支援メニューフォロー 

   ・「Anjo 創業支援ファーム」を活用した以下のフォローアップによる持続型支援を実施し

ている。 

   ・当商工会議所窓口相談、経営相談等によるフォローアップ支援を実施する。 

   ・碧海信用金庫、日本政策金融公庫岡崎支店の協力を得て、ブラッシュアップしたビジネ

スプラン策定の支援、指導を行う。 

   ・融資相談者に対する、創業支援資金融資制度の斡旋、利用が可能になるよう助言する。

   ・当商工会議所の記帳指導、講習会等各種支援事業等の活用を促進する。 

   ・創業補助金等、国の施策のほか、安城市が行う信用保証料補助、利子補助、空き店舗支

援事業補助金等、ビジネスプランから導き出された事業内容に合った支援策の情報を提

供する。 

   ・支援策の情報提供に伴う伴走支援として、各種補助金申請書等の作成支援を行う。 

   ・今後は、事業計画策定後に事業者の進捗状況確認も含め、四半期に 1度巡回訪問し、事

業支援、支援メニュー情報提供、助言等を行う。 

   ②目標 

   ・周知によるフォローアップ件数については、創業スクールによる創業者全員をフォロー

アップするため、創業者数と同数としている。 

   ・事後フォロー件数については、創業スクールによる開業者に対し半年に 1度とするが、

事業計画策定年度は、策定後のため 1回程度を目標とする。 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

創業支援者数 20 20 20 20 20 20 

受講による創業者数 4 4 4 4 4 4 

情報提供によるフォローアップ件数 未実施 4 4 4 4 4 

事後フォロー延べ件数 未実施 4 4 4 4 4 

 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

  (1)事業目的 

   ・小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回、窓口相談、各種セミナーの開

催等を通じて、小規模事業者の需要動向調査を行う。 

   ・専門的な課題については、「Anjo 創業支援ファーム」の連携先である碧海信用金庫、日

本政策金融公庫、安城市に加え、安城市中小企業コーディネーター、ミラサポ、愛知県

よろず支援拠点、中小企業支援ナビ等の外部機関と連携し、掘起した経営上の悩みに経

営指導員等と同席したサポートを実施する。 
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  (2)事業内容・分析調査結果活用方法 

   ①企業ピックアップ 

   ・企業巡回訪問、窓口相談において、融資相談や販路開拓相談等の深堀支援を希望する相

談者を中心に、対象となる小規模事業者をピックアップする。 

   ・小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金の取得を目指した経営計画作成セミナー

を複数回コースで実施し、希望する小規模事業者をピックアップし、セミナーにて需要

動向調査、経営計画書作成を行う。 

   ②需要動向調査（市場・トレンド分析） 

   ・【対象者】経営分析実施事業者 

   ・【調査方法】経営分析を実施した事業者の持つ商

品の需要動向についてインターネットや専門文

献、各種白書、コンビニエンスストアによる「市

場・トレンド分析」を行う。 

   ・【活用方法】売上向上や融資相談、経営課題に応

じ、経営方針、売上効果等の情報提供をする。 

   ③需要動向調査（人口分布・商圏分析） 

   ・【対象者】小売業、サービス業、建設業等 

   ・【調査方法】安城市の統計調査を基に、人口分布

を調査する。顧客データを有する小規模商業者に

対し、顧客データとのすり合わせによる商圏分析

をする。 

   ・【調査項目】「世帯数」「顧客数」より「商圏強度」

「商圏区分」を分析する。 

   ・【活用方法】商圏分析を基に販売チャネル選定、配布エリア等の検討を事業計画、販促

計画へ反映させる。 

 

  (3)目標 

   ・巡回訪問件数、融資相談窓口件数、セミナー開催参加者数より、需要動向調査件数を設

定する。 

   ・巡回訪問件数については、愛知県小規模事業経営支援事業費補助金の巡回指導目標数値

より算出している。 

   ・融資相談窓口件数については、過去推薦実績（H23：31 件、H24：41 件、H25：38 件）

より算出している。 

   ・補助金セミナーに関しては、補助金内容により、開催頻度、開催内容を変更する場合も

ある。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問件数 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 

融資・販路開拓等相談窓口件数 22 36 36 36 36 36 

持続化補助金セミナー回数 1 1 1 1 1 1 

持続化補助金セミナー参加者数 30 30 30 30 30 30 

ものづくり補助金セミナー回数 未実施 1 1 1 1 1 
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ものづくり補助金セミナー参加者数 未実施 20 20 30 30 30 

需要動向調査件数（市場・トレンド） 36 36 36 40 40 44 

需要動向調査件数（人口・商圏） 18 18 18 20 20 22 

 

 

 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】 

 
   ・販路開拓、売上向上を目的とした業種別の IT、POP、DM、マスメディア等を活用した実

践セミナーの開催や新商品のマスメディア紹介等を実施することにより、需要開拓を促

進する。 

   ・業種を絞った展示会（H26：製造業向け展示会「安城ものづくりコンベンション」）を開

催し、販路開拓とあわせ、大都市圏展示会への出展の足掛かりとする出展支援を行う。

   ・小規模事業者ではメディアに対して効果的なプレスリリースを行うことが困難であるた

め、複数の事業者が各社の新製品、新技術、新展開を合同でメディアへの情報発信を行

うことのできる「合同プレス発表会」を開催する。 

   ・（公財）あいち産業振興機構、地元金融機関、県内商工会議所と連携し、商談会（ビジ

ネスマッチング）を開催、情報提供を行い、小規模事業者の新たな販路を開拓する。 

 

  (1)事業内容 

   ①実践セミナーによる販路開拓、売上向上支援 

   ・製造業、小売業、サービス業等の業種別による IT の活用、POP、DM 等の実践セミナー

を開催し、業種にあった販路開拓、売上向上を支援する。 

   ・これまでは、セミナー参加者に対するフォローができていなかったため、実際に活用で

きているかを確認することを目的に、セミナー参加者に対し事後フォローを実施し、セ

ミナー内容の検証、セミナー後の取組み状況を把握するとともに、取組みに対する支援

を行う。 

   ②新商品合同プレス発表会による需要開拓支援 

   ・新商品等のマスメディア発表会によるマスメディアへの露出機会の提供とプレスリリー

スサポートを実施し、新たな需要開拓支援を行っている。 

   ・プレス発表会にあわせ、愛知県よろず支援拠点と連携したプレゼンテーションセミナー

を開催し、プレゼンテーション能力向上によるプレスリリース率向上を目指す。 

   ・平成 26 年度に実施した合同プレスリリース事業については、5 社の小規模事業者が参

加した。小規模事業者はプレスリリースの手法や製品 PR 手法に不足があるため、事前

に愛知県よろず支援拠点コーディネーターを講師として招聘し、パワーポイントの使用

方法や、プレゼンテーションの基礎技術を学ぶ勉強会および個別相談会の受講を参加者

に義務付けた。その結果、7社の報道機関が出席し、延べ 8回のメディア掲載の実現と

3件の販路開拓に成功した。 
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     ▲ 合同プレス発表会の様子        ▲ 発表会の結果掲載された記事 

   ③当所会報活用によるプレスリリース支援 

   ・当商工会議所会報（月刊、2,800 部/月）の事業所紹介記事「ガンバル事業所」を活用

することにより、新商品、新サービス、新工場等について、会報を通じてマスメディア

に紹介し、新商品などの新聞掲載に繋げている。 

   ④IT 活用による販路開拓支援 

   ・当商工会議所のホームページ、メールマガジンについても上記会報掲載記事を掲載する

ことにより、市民をはじめとした多くの閲覧者に対する販路開拓支援を行っている。 

   ・全国の商工会議所が参加している「ザ・ビジネスモール」に掲載を促すことにより、全

国の商工会議所会員との BtoB 商談による販路開拓支援を行っている。 

   ⑤業種を絞った展示会による販路開拓支援 

   ・安城市中小企業コーディネーターと連携し、製造業を対象とした展示会を開催しており、

出展による販路開拓支援と出展企業の展示会への出展慣れ支援を行い、大都市圏で開催

されるメッセナゴヤ等への出展へ繋げる。 

   ・報道機関および大学等の研究機関を審査員に迎えた、「安城スゴい会社大賞」を同展示

会の出展者より選出し、マスメディアを活用した PR による販路拡大支援を行っている。

大賞受賞企業については、次年度にポートメッセなごやで開催される東海地区最大級の

異業種交流展示会「メッセナゴヤ」への出展権利を贈呈し、今後の販路開拓を支援して

いる。なお、「安城スゴい会社大賞」は、新規性、独自性、技術力、訴求力の 4 項目で

審査し、大賞 1社、優秀賞 2社を選出するものである。 
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   ・出展者説明会において、展示会における商談機会向上ノウハウを専門家から説明するこ

とにより、出展における商談率向上を目指す。 

   ・また、当商工会議所には異業種連携による新市場開発事業「Anjo Hearts PROJECT」や、

「願いごとプロジェクト」を通じ、様々な展示会情報やその効果的な出展運営に精通し

た職員がおり、来場者目線での小間運営や効果的な訴求方法を指導することが可能であ

る。 

   ・平成 26 年度に開催した、ものづくり専門展示会「ものコン。～安城ものづくりコンベ

ンション 2014～」の成果については以下の通り。 

    【会期】平成 26 年 12 月 11 日（木）～12 日（金） 

    【会場】安城市体育館 

    【来場者】1,600 名（2 日間合計） 

    【出展数】81 小間 

    【商談数】439 件（当所調べ） 

    【招聘企業】調達企業 6社、先進企業 6社、大学等研究機関 4機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑥商談会（ビジネスマッチング）出展支援 

   ・（公財）あいち産業振興機構と各地商工会議所が連携し実施する「三河・知多地域商談

会」の情報提供とあわせて参加を促し、出展準備を支援する。上記「合同プレス発表会」

や「ものコン。」において培った PR、出展ノウハウを活かした支援を行う。 

   ・そのほか、地元金融機関と連携し「しんきんビジネスマッチングフェア」や県内商工会

議所と連携した「アライアンスパートナー発掘市」等の出展支援を行う。 

 

  (2)連携とその効果 

   ・新商品合同プレス発表会による需要開拓支援においては、報道機関 7社（中日新聞社、

朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、中部経済新聞社、キャッチネットワーク、愛知
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県よろず支援拠点）と連携する。報道機関各社と連携することにより、小規模事業者が

持ち合わせない報道機関とのネットワークを構築し、パブリシティ活用による費用対効

果の高い PR が可能となる。 

   ・あわせて愛知県よろず支援拠点と連携したプレゼンテーション勉強会を実施し、プレゼ

ン力の向上をはかる。そのほかに展示会出展ノウハウ、営業スキル等の人材育成支援を

実施し、課題である人材育成と就労支援を行う。 

   ・業種を絞った展示会による販路開拓支援では、ものづくり専門展示会において安城市中

小企業コーディネーターと連携することにより、企業状況の把握や出展募集協力を可能

としている。これにより安城市との連携が深まり、行政間連携都市等をはじめとした広

域からの出展と集客力が高い展示会開催を可能としている。 

   ・あわせて（一社）中小企業支援ナビ、中日新聞社、中部経済新聞社、キャッチネットワ

ーク、名古屋工業大学との連携により、「安城スゴい会社大賞」においてマスメディア

を活用した PR による販路拡大支援を可能としている。これにより展示会のパブリシテ

ィのみでなく、小規模事業者の製品、技術、ノウハウの PR を報道機関が行い、様々な

メディアへの波及効果が期待できる。 

   ・商談会（ビジネスマッチング）出展支援では、（公財）あいち産業振興機構、県内商工

会議所、碧海信用金庫等が行う展示会情報を小規模事業者へ提供し、出展支援を行うこ

とにより、当商工会議所が行う展示会以外の様々な販路開拓先を見つけることができ、

幅広い販路開拓支援が可能となる。 

 

  (3)目標 

   ・実践セミナーについては、現状、小売業 2回、サービス業 1回を開催しているが、サー

ビス業についても 2回開催とする。 

   ・セミナーフォロー件数については、セミナー1回につき参加者 20 名を想定している。

   ・プレゼンフォロー件数については、プレス発表会における発表者定員 5社であるため、

定員数と同数としている。 

   ・バイヤー来場者数については、公共団体、無回答を除く、経営者、営業、品質、調達、

生産、試作、設計の合計人数としている。 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

実践セミナー開催回数 3 4 4 4 4 4 

セミナーフォロー件数 未実施 60 60 60 60 60 

プレス発表会開催回数 1 1 1 1 1 1 

プレゼンフォロー件数 5 5 5 5 5 5 

会報紹介記事件数等 16 16 16 20 20 20 

展示会開催回数 1 1 1 1 1 1 

バイヤー来場者数 1,133 1,200 1,200 1,300 1,300 1,300 

展示会商談件数 439 450 450 460 460 470 

商談会出展支援件数 34 34 40 40 45 45 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

 １．商業活性化事業 

 
   ・商店街連盟、町内会、市等と連携し七夕まつり協賛会を組織し、当市における観光振興

と賑わい創出を目的とした七夕まつりを開催し、中心市街地を中心とした商業活性化を

図る。 

   ・㈱安城スタイル（まちづくり会社）、町内会、市、民間事業者、NPO 等と連携し「安城

市中心市街地活性化協議会」を組織し、安城市が策定している「安城市中心市街地活性

化基本計画」に基づき、中心市街地のにぎわい創出とまちのブランド化を目的とした各

種事業を展開し、中心市街地の活性化を図る。 

 

  (1)事業内容 

   ①安城七夕まつり開催による観光振興と消費拡大 

   ・当商工会議所と市商工課が事務局を務め、「総務」「事業」「宣伝」「装飾」「市民」の各

部会を年間各 3回開催し、参画者の意見を反映させた地域一体の事業を展開し、当地域

唯一の観光振興祭りとしての方向性を検討している。 

   ・全国各地にある七夕まつりとの差別化を図るため、願いごと短冊のギネス認定等、願い

ごと日本一を掲げた七夕まつりとしての定着を図り、後述の「②中心市街地活性化協議

会による地域ブランド化」へ向けた事業を実施している。 

   ・上記の通り、経済効果は直接需要が約 8億円、経済波及効果が約 13 億円と高いイベン

トではあるが、中心市街地エリア内商店と外部からの露天商が飲食、物販需要を占めて

いる。 

   ・今後は、七夕まつり会場において市内店舗出店エリアを設置し、エリア外の飲食業を中

心に、やる気ある若い世代の個性的で魅力ある店舗の出店を促し、七夕まつりにおける

市内店舗の売上向上を目指す。 

   ②中心市街地活性化協議会による賑わい創出と地域ブランド化 

   ・当商工会議所が事務局を務め、「中心市街地管理運営」「にぎわい創出」「街なか居住促

進」「商業活性化」の各プロジェクトを年間各 4 回開催し、参画者の連携と参画者によ

る実行を促し、地域一体となった事業を展開による中心市街地の活性化を検討してい

る。 

   ・七夕まつりの願いごとブランドと七夕神社を活用した、まちのブランディング「願いご

とが叶うまち」を構築するとともに七夕まつり公式キャラクターを活用した商品開発を

まちづくり会社と商店街と連携して実施している。 
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  (2)目標 

   ・七夕まつりにおける願いごと事業数については、65 回を迎える 4 年後に 1 事業を追加

する。 

   ・中心市街地活性化協議会における願いごと事業数については、中心市街地活性化基本計

画最終年度である 3年後を目途に 1事業を追加する。 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

七夕部会開催回数 20 20 20 20 20 20 

七夕願いごと事業件数 3 3 3 3 4 4 

出店店舗数 未実施 10 10 15 15 20 

協議会プロジェクト開催回数 16 16 16 20 20 20 

協議会願いごと事業件数 3 3 3 4 4 4 

商品点数 15 15 16 16 17 17 

 

 

 ２．工業活性化事業 

   ・安城市中小企業コーディネーター、安城市商工課と連携した事業展開により、当市の工

業事業者の 24.9％が所在する南部工業集積地の活性化を図る。 

   ・上記同様に安城市との連携により、当地域における重点成長産業を示した地域ブランド

化と企業誘致に向けた安城ものづくり推進会議を開催し、当地域の産業分野における方

向性を検討する。 

 

  (1)事業内容 

   ①工業集積地における交流会による産業活性化 

   ・安城市中小企業コーディネーター、安城市商工課と連携し、当地域の工業事業者の

24.9％が所在する南部エリアにある工業集積地における交流会を年 3回開催し、人脈構

築を築きエリア内産業活性化を図る。 

   ・なお、当該地域については平成 26 年度に全 135 社の個別訪問およびヒアリングを実施

しており、下記のとおり特長されるため、強みを伸ばし、弱みを補完することを目的と
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した交流会を開催する。 

     ＜当該エリアの特徴とその深化・解決による競争力強化の目標＞ 

当該エリアの特徴  競争力強化の目標 

①他地域よりの流入者が多く、地域

内での接点・交流が少ない 
 

①地区内の人脈構築により、各社の

コアコンピタンスの相互補完と地

区内受発注の強化 

②工業用地としての利便性が高い  
②東海地区進出を見込む中小企業の

積極的な誘致と、行政への工業用

地拡充の意見要望活動の展開 

③小量品、試作加工に特化し、高度

設備、優秀人員を配置している企

業が多い 

 
③情報提供強化と、市場開拓支援に

よる新産業進出 

④客先に人材を派遣し、川上産業に

進出するフロントローディング

企業が存在 

 
④下請脱却の先進事例として紹介

し、地域内事業者の意識改革の実

践 

⑤自社製品を開発・市場化している

企業が存在。 
 

⑤販路開拓支援および知財活用支援

等による、自社製品ブランド化 

   ・人脈構築後には、企業間の発注、アウトソーシング情報の開示によるエリア内取引を促

し物流コストの削減と迅速対応による短納期化の実現を目指した情報交換会へ移行す

る。 

   ・地区内受発注を促すためには、当該エリアへの帰属意識の醸成が必要不可欠である。自

治機能のない同地区においては地区内の共有課題を議論し、自発的に行政へ意見提言を

行うことから開始し、段階を追って地区内の受発注を促す仕組みを展開していく。 

   ・少量品、試作開発を可能とする企業や、フロントローディングを行う企業が多いことか

ら、新産業への部分的参入が比較的に実現しやすいエリアといえる。このことから、参

加小規模事業者よりテーマを募集し、重要度の高いものから順に、面的支援として新産

業の情報提供セミナーを交流会の中で随時行う。 
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   ②安城市中小企業コーディネーターとの連携による地域自体のブランド化促進 

   ・安城市中小企業コーディネーター、安城市商工課との「安城ものづくり推進会議」を毎

月開催し、当地域における輸送機器産業で培った技術力、ノウハウの強みを活かしたリ

スクヘッジ支援体制の構築により、輸送機器産業のみならず成長産業である航空宇宙、

ヘルスケア分野等へ部分的参入を推進し、経営基盤の強化と売上向上を目指す。 

   ・今後の成長産業の見極めと当地域の技術力を鑑みた成長産業参入企業向けの勉強会、セ

ミナーを開催し、成長産業を絞込み当地域の重点成長産業を示した地域ブランド化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)目標 

   ・交流会開催回数については、現状 2回開催しているが平成 27 年度より 3回開催するこ

とにより、企業間ネットワークの強化を図る。 

   ・交流会における発注情報件数、取引件数については、企業間ネットワークを鑑み平成

29 年度より実施する。 

   ・成長産業参入企業向けのセミナーについては、「安城ものづくり推進会議」において重

点成長産業を検討していくため、平成 28 年より実施する。 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

交流会開催回数 2 3 3 3 3 3 

延べ参加企業数 34 50 50 60 60 60 

発注情報件数 未実施 0 0 3 5 5 

取引件数 未実施 0 0 1 2 2 

推進会議開催回数 12 12 12 12 12 12 

セミナー開催回数 未実施 0 1 1 1 1 
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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 

 

  (1)三河地域商工会議所勉強会 

   ・愛知県産業労働部が主催する勉強会は、三河地域参加希望商工会議所の支援担当者、愛

知県職員が参加している。 

   ・参加者間において県内小規模事業者需要動向、各地の支援ノウハウ、支援の現状、支援

体制等について情報交換をする。 

   ・前回の勉強会では、当商工会議所の小規模事業者持続化補助金の採択件数が高かったこ

とから、実際の支援方法を講師として参加者に説明している。 

 

  (2)西三河地区商工会議所中小企業相談所長会議 

   ・西三河 6商工会議所の中小企業相談所長が集まる会議であり、必要に応じて中部経済産

業局、愛知県等の担当者を招聘している。 

   ・中小企業相談所事業、各種補助金対応等について情報交換をしており、各地の支援ノウ

ハウ、支援の現状、支援体制等についても情報交換をする。 

 

  (3)支援機関連携会議 

   ・碧海信用金庫、日本政策金融公庫、安城市、（一社）中小企業支援ナビ、当商工会議所

が連携し、小規模事業者の持続的発展に向けた支援ノウハウ等の情報交換、管内景況等

の情報交換する連携会議を年 3回開催する。 

 

  (4)安城ものづくり推進会議 

   ・安城市商工課、安城市中小企業コーディネーター、当商工会議所が連携し、管内景況、

企業技術力等について情報交換する推進会議を毎月開催する。 

   ・同会議において、コーディネーターと当商工会議所職員にて巡回した小規模製造業事業

者の景況、経営状況を情報共有するための情報交換をする。 

   ・展示会や補助金セミナー等、現状における市内製造業事業者のニーズ把握にも役立てて

いる。 

 

  (5)創業支援事業連絡会議 

   ・前述「Anjo 創業支援ファーム」にて連携している碧海信用金庫、日本政策金融公庫、

安城市と当商工会議所にて年 3回開催する。 

   ・前述「Ⅰ．経営発達支援事業の内容の３．事業計画策定支援に関すること」における創

業支援状況（創業者カルテ）の情報共有のほか、当地域内の開業状況、景気動向、需要

動向等についても情報交換をする。 
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  (6)(一社)中小企業支援ナビ（専門家派遣機関）との連携 

   ・(一社)中小企業支援ナビは、中小企業診断士をはじめ社会保険労務士、税理士、弁護士、

弁理士、販促専門家、企業 OB 等で組織されている専門家集団である。 

   ・これまでもセミナー等にて専門家派遣を依頼してきたが、今後は随時、支援ノウハウ、

支援の現状、顧客の景況、販促支援方法等についても情報交換を可能とする連携体制を

構築する。 

 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

  (1)経営指導員等の支援能力向上の仕組み 

   ①日本商工会議所または(独法)中小企業基盤整備機構主催研修への参加 

   ・日本商工会議所が主催する全国研修会等や(独法)中小企業基盤整備機構が主催する認定

支援機関向けセミナーに経営指導員が年間 1回以上参加する。 

   ・全国研修会等では、事業計画書作成ノウハウ、経営分析手法等、支援手法、支援能力向

上を図る。 

   ・認定支援機関向けセミナーでは、経営改善計画策定、売上拡大支援を中心に支援能力向

上を図る。 

   ②愛知県商工会議所連合会主催研修への参加 

   ・愛知県商工会議所連合会が主催する経営指導員等応用研修会の一般コース、応用コース

に各経営指導員が年間 6回参加している。 

   ・経営指導員等応用研修会では、愛知県施策、中小企業白書等、経営指導員に必要な基本

的情報の共有のほか、金融、財務、経営支援のカリキュラムにより、支援能力向上を図

る。 

   ③近隣商工会議所と共催による独自勉強会の開催 

   ・西三河エリア近隣商工会議所と連携し、中小企業診断士等を講師に事業計画作成ノウハ

ウ、補助金申請作成ノウハウ、経営分析手法、売上拡大支援手法等を中心に経営指導員

を対象とした勉強会の共催を検討する。 

   ④当商工会議所会員向けセミナーへの参加 

   ・当商工会議所が開催する売上拡大等のセミナーに経営指導員が参加し、ノウハウを吸収

し、支援能力向上を図る。 

   ・前述「Ⅰ．経営発達支援事業の内容」における「３．事業計画策定支援に関すること」

のとおり、当商工会議所が開催する事業計画作成セミナー等に経営指導員が参加し、参

加事業者をセミナー中に支援するとともに支援能力のボトムアップに努める。セミナー

終了後もフォロー体制を構築し、伴走型支援を実施する。 

   ⑤外部支援機関との連携によるスキルアップ 

   ・専門課題に対し、ミラサポ、愛知県よろず支援拠点、(一社)中小企業支援ナビ等の専門

家派遣を活用するとともに、経営指導員が同行することによる支援能力向上を図る。 

   ⑥自己啓発支援制度の活用 

   ・当商工会議所の自己啓発支援制度では、当所が運営する通信教育制度を利用する自己啓
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発に関し、その受講料の一部を補助する制度を設けている。 

   ・この自己啓発支援制度を活用し、経営指導員の能力向上を自発的に促し、支援能力向上

を図る。 

   ・現在、職員の 1名が本制度を活用し、社会保険労務士資格取得を目標として、その内容

を履修している。 

 

  (2)支援ノウハウ等を組織内で共有する体制 

   ①事業計画、補助金申請支援における OJT 

   ・事業計画、補助金申請の作成支援時において、支援担当以外の経営指導員 2、3 名が事

業計画等をチェックすることにより、精度の高い支援を行う体制を構築している。これ

は、審査員が事業所を知らないことから、支援担当者以外の視点で申請を見るために実

施している。 

   ・これにより平成 26 年度小規模事業者持続化補助金第 1次公募第 1次受付において、全

国 8位、県内トップの採択件数 14 件（採択率 87.5％）、1次公募第 2次受付において、

名古屋、岡崎に次ぐ県内 3位の採択件数 23 件（採択率：62.1％）を可能とした。 

   ②資金繰り支援における OJT 

   ・資金繰り支援時において、小規模事業者経営改善資金融資の支援における内部審査会を

全経営指導員の参加により開催している。 

   ・これにより特に若い経営指導員における決算書の見方、融資実行性、情報収集方法、指

導・助言内容を学ぶことが可能である。 

   ③所内研修会による情報共有 

   ・上記「(1)経営指導員等の支援能力向上の仕組み」における各種研修会参加者は、後日、

講師として所内研修会を開催している。 

   ・これにより費用対効果の高い研修参加を可能とし、所内支援能力のボトムアップと支援

ノウハウの情報共有を可能とする所内体制を構築している。 

   ・また実際に小規模事業者支援研修を受けた職員は、参加できなかった職員に教えるため

に再度資料を読み直し、所内研修用資料を作ることにより、ノウハウの再確認と助言ノ

ウハウ向上に繋げることができた。 

 

   ④中小企業相談所ミーティングによる情報共有 

   ・当商工会議所経営指導員、補助員が参加する内部ミーティングを月 1回開催している。

   ・ミーティングでは、巡回、窓口等における情報交換、支援制度の情報共有を行っている

が、今後は巡回、窓口における小規模事業者の経営状況、課題、分析結果等についても

情報共有、支援内容の意見交換を行う。 
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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 

 

  (1)事業の評価および見直しの仕組み 

   ①Plan（計画） 

   ・前述「経営発達支援事業の目標－Ⅴ．

経営発達支援事業の目標、基本方針」

に基づいた計画により、1 年目につ

いては本計画とし、2 年目以降につ

いては「④Act（改善）」により計画

の見直しを行った次年度計画とす

る。 

   ②Do（実行） 

   ・本計画に基づき、経営指導員を中心

に専門家と連携した、前述「Ⅰ．経

営発達支援事業の内容」における支

援事業を実施する。 

   ・個社支援とその課題解決を面的支 

援へ反映させる事業連携ストーリーの構築によるシナジー効果を目指した、前述「Ⅱ．

地域経済の活性化に資する取組」における地域活性化事業を実施する。 

   ・前述「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」における

他の商工会議所、安城市、安城市中小企業コーディネーター、碧海信用金庫、日本政策

金融公庫との勉強会や会議、(一社)中小企業支援ナビ等その他支援機関との情報交換を

行う。 

   ③Check（評価） 

   ・事業実施状況については、本計画に基づき、前述「Ⅰ．経営発達支援事業の内容」にお

ける下記の 5項目と「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組」の数値目標を指標とする。

     ＜数値目標の指標＞ 

      ・地域経済動向調査 

      ・経営分析、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 

      ・地域経済の活性化に資する取組 

   ・経営発達支援を行った小規模事業者に対し、下記の項目についてアンケート調査を実施

し、支援内容の評価と次年度事業への反映を行う。 

     ＜アンケート調査項目＞ 

      ・支援内容の満足度 

      ・支援による効果 

      ・今後の支援ニーズ 

   ・事業実施状況とアンケート結果を踏まえ、下記の外部有識者による「評価委員会」を設

置し、本事業計画における成果の評価を行う。 
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     ＜評価委員会メンバー＞ 

      ・(一社)中小企業支援ナビ（中小企業診断士） 

      ・碧海信用金庫 

      ・日本政策金融公庫 

      ・安城市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④Act（改善） 

   ・前述「経営発達支援事業の目標－Ⅴ．経営発達支援事業の目標、基本方針」に基づき、

上記「③Check（評価）」を踏まえ、上記「③Check（評価）」の「評価委員会」を中心に

見直し案の提示を行う。 

   ・見直す範囲については、上記「③Check（評価）－事業実施状況」における実施内容お

よび「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」における

他の支援機関との連携状況に加え、「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組」についても、

個社支援から面的支援への有効的な施策がとられているかについて検討する。 

   ・見直し方法については、各事業内容において「継続」「改善して継続」「抜本的改善」「中

止」により判断し、「継続」以外の事業について事業遂行における「課題抽出」と「改

善のポイント」をブラッシュアップした上で、次年度計画の見直し案を作成する。 

   ・当商工会議所中小企業委員会（中小企業相談所事業の諮問組織）において、上記「③Check

評価」における事業の成果および評価を踏まえ、見直し案の方針を決定する。 

   ・中小企業委員会において決定した見直し方針に基づき、事業の成果、評価、次年度計画

（見直し案）については、当商工会議所正副会頭会議へ報告し、承認を受ける。 
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   ⑤Publicly（公表） 

   ・事業の成果、評価、見直しの結果および次年度計画については、当商工会議所ホームペ

ージ（http://anjo-cci.or.jp/）において計画期間中公表する。 

 ＜主な事業のスケジュール＞ 

項目 担当 4月 5 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3月

支援計画策定 相談所          
 

  

定期景況調査 業務 G ●  
 ●   

●
 

 
●   

経営計画・補助金セミナー 

（経営分析） 

商工業 

振興 G 

 
 

 
   

 
 

 
 

● 
  

創業スクール 
経営 

支援 G 
    

  
  

 
   

合同プレス発表会 業務 G      ●  
  

● 
 

 

展示会 
商工業 

振興 G 
    

 
   

 
 

●
 

七夕まつり 全員   
 

 ●  
  

 
● 

  

工業集積地交流会 
商工業 

振興 G 
  ● 

 
 

●
  ● 

 
  

創業支援事業連絡会議 
経営 

支援 G 

 
 ●    ●    ●  

経営指導員の資質向上 相談所 
 

           

事業アンケート（参加者） 
事業 

担当者 
         ●   

評価委員会による評価 
外部 

有識者 
          ●  

見直し案の作成 
商工業 

振興 G 
          

 
 

中小企業委員会による 

方針決定 

中小企

業委員 
          ●  

正副会頭会議による承認 
正副 

会頭 
           ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォロー ｾﾐﾅｰｱﾝｹｰﾄ 事業ｱﾝｹｰﾄ 

ﾌｫﾛｰ・ｱﾝｹｰﾄ 

ｱﾝｹｰﾄ 

ｱﾝｹｰﾄ 

ｱﾝｹｰﾄ・改善 ｱﾝｹｰﾄ・改善 ｱﾝｹｰﾄ・改善 

随時実施 

ｱﾝｹｰﾄ 

事業ｱﾝｹｰﾄ 

事業ｱﾝｹｰﾄ 
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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 8 月現在）

（１）組織体制 

 

 １．安城商工会議所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．経営発達支援事業実施体制（中小企業相談所：経営指導員 6名、補助員 2名） 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    職員数 

合計 専任職員 経営指導員 補助員 記帳指導職員  雇員 

17 名 4 名 6 名 2 名 4 名 1 名 

 

（２）連絡先 

 
   ・安城商工会議所 中小企業相談所   ホームページ：http://anjo-cci.or.jp/ 

    愛知県安城市桜町 16-1 TEL：0566-76-5175 E-mail：info@anjo-cci.or.jp 

 

中小相談所職員 

全員 

中小企業相談所 

業務 G 

経営支援 G 

商工業振興 G 

庶務・経理・各種会議等 

共済・雇用促進・広報・調査等 

創業支援・金融支援等 

まちづくり・ものづくり 
販路開拓支援等 

経済動向調査 

経営分析・需要動向調査 

事業計画策定・実施支援 

創業支援 

販路開拓支援 

経営指導員 1名、補助員 1名 

経営指導員 6名、補助員 2名 

経営指導員 2名 

経営指導員 1名、補助員 1名 

総務 G 

業務 G 

商工業振興 G 

安
城
商
工
会
議
所 

中
小
企
業
相
談
所 

経営支援 G 
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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27年4

月以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 91,750 91,750 91,750 91,750 91,750

 

中小企業相談所 

一般事業費 

講習会開催費 

観光事業費 

事業推進費 

活性化協議会事業費 

人材育成事業費 

ものづくり事業費 

70,700 

 

2,200 

1,250 

2,000 

2,100 

1,000 

12,500 

70,700

2,200

1,250

2,000

2,100

1,000

12,500

70,700

2,200

1,250

2,000

2,100

1,000

12,500

70,700 

 

2,200 

1,250 

2,000 

2,100 

1,000 

12,500 

70,700

2,200

1,250

2,000

2,100

1,000

12,500

（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 

会費、事業収入、国補助金、県補助金、市補助金 

 

 

 

（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 

１．経営分析…専門的課題に対する助言、指導 

２．事業計画作成支援…セミナー、個別相談 

３．創業支援…ワンストップ窓口、資金調達支援 

４．販路開拓支援…展示会共同企画、運営サポート 

連携者及びその役割 

 

１．連携者及びその役割と効果 

事業内容 連携者 役割・効果 

経営分析 

(一社)中小企業支援ナビ 

専門課題に対する職員同行による助言、指導によ

り、専門課題の深堀が可能となり、指導員のスキル

アップにも繋がる 

愛知県よろず支援拠点 

専門課題に対する職員同行による助言、指導によ

り、専門課題の深堀が可能となり、指導員のスキル

アップにも繋がる 

ミラサポ 

専門課題に対する職員同行による助言、指導によ

り、専門課題の深堀が可能となり、指導員のスキル

アップにも繋がる 

事業計画作成支援 

(一社)中小企業支援ナビ 

セミナー、相談会における講師派遣により、セミナ

ーの効果的運営と助言が可能となり、指導員がセミ

ナーに参加し、グループ分けにて講師フォローする

過程においてスキルアップと伴走型支援に繋がる 

ミラサポ 
事業計画のブラッシュアップにより、より精度の高

い事業計画へ仕上げることを可能とする 

創業支援 

碧海信用金庫 

ワンストップ窓口、資金調達支援により、情報交換

と資金調達支援を可能とし、創業希望者の創業率向

上と創業期の廃業率改善に繋がる 

日本政策金融公庫 

ワンストップ窓口、資金調達支援により、情報交換

と資金調達支援を可能とし、創業希望者の創業率向

上と創業期の廃業率改善に繋がる 

安城市 

ワンストップ窓口、各種補助事業により、情報交換

と各種補助事業の提供を可能とし、創業希望者の創

業率向上と創業期の廃業率改善に繋がる 

販路開拓支援 

安城市 

展示会の共同企画、運営サポートにより、財務面の

みならず事業運営のサポートによる連携強化とス

ムーズな運営を可能とする 

安城市中小企業ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

展示会の企画助言、企業募集、運営サポートにより、

製造業に精通した助言と創造業者視点による企画

提案により効果的な展示会を可能とする 

報道機関 
展示会、プレス発表会によるプレスリリースによ

り、展示会 PR と出展者のメディア露出に繋がる 
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２．連携者の概要 

連携者 
代表者 

（氏名） 
住所 電話番号 

(一社)中小企業支援ナビ 水野雅生 
愛知県名古屋市中区錦 3-5-3 

三晃錦ビル 5F 
052-955-2012

愛知県よろず支援拠点 

（（公財）あいち産業振興機構） 
多和田悦嗣 

愛知県名古屋市中村区名駅 

4-4-38 
052-715-3061

ミラサポ（㈱パソナ） 南部靖之 
愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 

栄三丁目ビル 
052-212-8156

碧海信用金庫 福田雅美 愛知県安城市御幸本町 15-1 0566-77-8101

日本政策公庫岡崎支店 大泉 正 
愛知県岡崎市唐沢町 1-4-2 

朝日生命岡崎ビル 
0564-24-1711

安城市 神谷 学 愛知県安城市桜町 18-23 0566-76-1111

安城市中小企業ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
生熊良一 愛知県安城市桜町 18-23 0566-76-1111

丸毛清孝 愛知県安城市桜町 18-23 0566-76-1111

中日新聞安城通信局 

（報道機関） 
重村 敦 愛知県安城市錦町 4-23 0566-76-3355

中部経済新聞社 

（報道機関） 
山岡賢彦 

愛知県刈谷市相生町 2-11 

佐藤会計ビル 
0566-21-6106

 

 

連携体制図等 

１．本計画における全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


