
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
西尾商工会議所（法人番号 １８３１０５０００００８） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 
恵まれた地域であるが故の変化を好まない保守的経営から脱却し、時代の変化に対応で

きる経営体質を構築するため、『見直す経営、見通す未来』をキーワードとし、計画経営の

促進による売上向上を目標とし、経営発達支援計画を実施する。 

事業内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

①景況調査 

    ②外部支援機関が行う経済動向調査の提供 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  ①経営意向調査アンケート 

  ②経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  ①事業計画策定支援 

  ②創業支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①定期訪問 

②資金繰り支援 

③補助金活用 

④専門家派遣 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  ①統計資料の活用 

  ②消費者調査 

  ③テストマーケティングの実施 

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催事・展示会出展支援 

  ②商品・サービスのプロモーション支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
  １．西尾産業物産フェア 

  ２．三河観光 GON 

連絡先 

西尾商工会議所 中小企業相談所 

〒445-8505 愛知県西尾市寄住町若宮 37 

TEL (0563)56-5151  FAX (0563)57-0002 

E-mail info@nishio.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.西尾市の概要 ※西尾市第７次総合計画より 

本市は、愛知県のほぼ中央を北から南へ流れる矢作川流域の南端に位置し、面積は 160.34k ㎡で、愛

知県全体の 3.1％を占めている。 

中部圏の中心である名古屋市の 45km 圏域にあり、東は蒲郡市、幸田町、北は岡崎市、安城市、西は

碧南市と接し、南は三河湾に面している。 

矢作川が形成した岡崎平野の

最下流域にあり、矢作川のかつて

の本流（現矢作古川）に沿って形

成された標高 10ｍまでの低地が

広がっている。東部は標高 348.8

ｍの主峰三ヶ根山を頂点とする山

地で、また三河湾内には、有人離

島の佐久島や無人離島の梶島、

前島、沖島が点在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域的な幹線道路として国道２３号岡崎バイ

パス（名豊道路）や国道２４７号が市内を東西に

通過。名古屋をはじめ西三河や東三河の各都

市や衣浦港、三河港や中部国際空港ともアクセ

スしている。しかしながら、高速道路（自動車専

用道路含む）は通過していないため、高速道路

のインターチェンジまでのアクセスに時間がかか

る。 

鉄道は名鉄西尾線が新安城と吉良吉田をつ

ないでいるほか、名鉄蒲郡線が吉良吉田と蒲郡

をつないでいる。 

 

 

名古屋・豊田まで４０㎞ 
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Ⅱ. 人口の概況 

① 総人口 
平成２８年４月現在における西尾市の人口は 170,869 人である。我が国は人口減少時代に突入し、少

子高齢化の進展は避けられない状況になってきた。しかしながら、３大都市圏である名古屋圏に支えら

れ、当市が合併した平成２３年以降、人口は微量ながらも増加を続けている。 

各年 4 月１日現在（単位：人）

区分 西尾市 増減率 愛知県 増減率 全国 増減率 

平成２４年 169,573 人 ＋0.24% 7,414 千人 ＋0.122% 127,567 千人 △0.109%

平成２５年 169,769 人 ＋0.12% 7,415 千人 ＋0.013% 127,354 千人 △0.167%

平成２６年 169,890 人 ＋0.07% 7,427 千人 ＋0.162% 127,136 千人 △0.171%

平成２７年 170,110 人 ＋0.13% 7,459 千人 ＋0.431% 126,939 千人 △0.155%

平成２８年 170,869 人 ＋0.45% 7,487 千人 ＋0.375% 126,777 千人 △0.127%

 

Ⅲ.産業 
 

① 工業 
西尾市の工業は、事業所数が減少しているものの、従業者数や製造品出荷額等は増加している。これ

は、規模の小さい事業所が減少していることがうかがわれる。平成 20 年(2008 年)には世界的な経済不況

の影響を受けて、本市の工業生産も落ち込んだが、その後は回復の兆しをみせている。 

工業については、西三河地域において戦後著しい発展を遂げた自動車産業に関連する事業所が多数

立地しており、輸送機械、生産用機械の生産額が大きいことが特徴である。 

 

工業統計調査結果 

年 事業所数(件) 増減 従業員(人) 増減 年間製造品出荷額(百万円) 増減 

平成22年     677    32,008    1,260,954 

平成24年     637 △40   30,026 △1,982    1,041,875 △219,079

平成25年     626 △11   33,304 3,278     1,350,695 308,820

 (資料：平成22・24年工業統計調査、平成24年経済センサス活動調査) 

 

●製造品出荷額 

 １兆３，５０６億９，５８６万円 （県内８位） 

◎うち輸送用機械器具・製造品出荷額 

 １兆３０７億６，２０９万円 （県内５位）  （Ｈ２５値 工業統計調査） 

 

② 商業 
西尾市の商業は、5 年前の平成 19 年と比較すると、減少傾向で、商店数は 26.4％、従業員数 24％、

年間商品販売額は 19.5％減少した。年間商品販売額の減少率より商店数の減少率が高いのは、規模の

小さい商店の減少が多いことがうかがえる。 

 

 商業統計調査結果(卸・小売業) 
年 商店数(件) 増減 従業員(人) 増減 年間商品販売額(万円) 増減 

平成16年 1,370 8,344 188,436 

平成19年 1,988 618 12,100 3756 279,147 90,711

平成24年 1,464 △524 9,191 △2,909 224,716 △54,431
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Ⅴ.西尾商工会議所の概要 

西尾市は、平成 23 年 4 月に旧西尾市と幡豆郡３町（一色町、吉良町、幡豆町）が合併し、現在の西尾

市となり、市内には西尾商工会議所の他、一色町商工会と西尾みなみ商工会が存在し、管轄区域はある

ものの様々な事業で連携している。当所の管轄地区は、合併前の旧西尾市である。（左下図参照） 

当所管轄の旧西尾地区は、古くから西三河南部の中核都市として発展を続けてきた。 

国内屈指の生産量を誇り、地域ブランドとして定着している「西尾の抹茶」の生産をはじめ、洋ラン、切り

バラ、植木、観葉植物など園芸植物の一大産地である。また、自動車産業に関連する事業所が多く立地し

製造品出荷額の大部分を占める。 

城郭城下町として発展してきた風情のある街並みや、伝統行事等の歴史遺産をはじめ、日本有数の抹

茶生産量、優良な製造業の集積など、多彩な地域資源を有している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当所は、昭和３１年１２月２４日に法人登記。会頭１名、副会頭３名、常議員３３名、議員１００名、監事３

名、専務理事１名、理事１名、職員１２名、嘱託職員２名、パート４名で組織している。 

Ⅵ.小規模事業者の現状と課題  

西尾市は “三河三都”の一都として、豊橋、岡崎と共に昔から栄え、発展を続け、商機能を担う商店街

や大型店及び都市施設の多くが中心商業地に集中している。近年、中心商業地に外部資本大型店の出

店が続き、商業関係者、小規模事業者の経営状況は厳しさを増している。 

この状況の中、「大型店との差別化」の生き残り策は必須であるが、社会環境の変化や、商店主の高齢

化、後継者不足等、様々な問題から、商店主たちの意識は低迷している。平成 20 年の西尾市商業協同

組合による商店主の意識調査によると、「今後の経営方針」と「販売促進」の設問では、「現状のままでよい

」と答えた割合が６割あり、積極的な営業活動はされていない。 

工業面において当地域は、切削加工、金型、鋳造などのものづくりの基盤技術の集積地という特色を有

しており、好調な自動車産業を生産技術面で支えている地域である。 

しかしながら、「良いモノづくりさえすれば仕事が来る」と恵まれてきた三河（西尾）近辺の企業も、近年、

トヨタ自動車の国内生産拠点の県外拡大や、トヨタ自動車のほかデンソー、アイシン等に対する海外メー

カーの積極的な営業活動を受け、今後の受注の先行きが不透明な状態となっている。 

長年に及ぶ垂直取引構造の結果、発注先から支給された図面や素材を基にした賃加工を中心に高い

生産技術力を備えている反面、製品企画力・研究開発力・マーケティング力や営業力といった「製品開発

、営業活動面での優位性」を持つ企業は少ない。生産専門工場的な特化が強みであると言えるが、それ

を売り込む営業活動面に課題がある。 

当市の商工業の両面から共通して言えることは、恵まれた地域であるが故の、変化を好まない保守的経

営体質である。 

この様な現況及び課題を踏まえた当所の「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」は次のとおり。 

 

区分 平成 18年
統計調査 

平成 24年 
経済センサス 比較増減

管内商工業者数 4,644 4,459 △185
小規模事業者数 3,652 3,477 △200
会員数（年度末） 2,054 1,947 △107

旧西尾市・・・・・西尾商工会議所 
一色町・・・・・・一色町商工会 
吉良町、幡豆町・・西尾みなみ商工会 旧 
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Ⅶ.小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

人口減少・高齢化、競争激化等厳しい経営環境の下で様々な課題をもつ当地域の小規模事業者は平

成18年から24年にかけて4.8%減少している。地域雇用及び住民生活の両面において重要な役割をもつ

小規模事業者をこれ以上減少させないために、小規模事業者自身を元気にする「個社支援」と、小規模

事業者の活動の場である地域全体を元気にする、地域経済の活性化を通じた「面的支援」の両面を充実

させる方針で取り組む事が不可欠であると考える。 

当所の小規模事業者支援の中長期的な考え方は、西尾市が策定した「第７次総合計画（平成２５年度

～平成３４年度）」における、産業全体の基本方針「活力と魅力ある産業づくり」の中長期的な振興のあり方

を踏まえ、西尾市や地域支援機関と連携し、中核となって小規模事業者の持続的な発展を支援するもの

とする。 

また、１０年先を見据え、小規模事業者の減少を抑えることができるよう、「常に提案」することを忘れず、

『入口支援から出口支援まで、提案型の伴走支援』をスローガンに掲げ、小規模事業者の経営力向上及

び創業者の増加を目指し、各事業を推進する。 

 

Ⅷ.経営発達支援事業の目標 

上記振興のあり方を踏まえ、当所は経営指導員の資質向上を図りつつ、愛知県、あいち産業振興機構

、中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点、地元金融機関と連携しながら、創業から、事業計画作成・実

行、販路開拓へ、発展段階に応じた伴走型支援を行う。 

地域の経営課題である、恵まれた地域であるが故の変化を好まない保守的経営から脱却し、時代の変

化に対応できる経営体質を構築するため、『見直す経営、見通す未来』をキーワードとし、計画経営の促

進による売上向上を目標とし、経営発達支援計画を実施する。 

 

Ⅸ.目標達成のための方針 

会員事業所だけでなく、地域の小規模事業者や創業者の伴走者になり、課題解決まで丁寧にサポート

することに努める。現状、会員外の小規模事業者や創業者における商工会議所の認知度は低く、様々な

支援施策の周知が行き届いていない。 

商工会議所の認知度を高め、経営指導員を始めとする職員のコミュニケーションスキルを磨き、敷居を

低く、寄り添った支援をしながら、指導員自身の資質向上を同時に図る『伴走向上』により、小規模事業者

から『ありがとう』を言っていただけるような支援体制を構築する。 

 

     ①支援対象者の把握 

     ②計画経営の必要性、重要性、事業計画策定のメリットの周知 

     ③発展段階に応じた伴走型支援 

     ④小規模事業者の売上向上と職員のスキルアップ 

 

 
                 
           『見直す経営・見通す未来』 
 
 

 
              
                         

                                         

 

時代の変化に対応できる 

経営体質の構築 

保守的経営からの脱却 計画経営の促進による 
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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２９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】 
 

（現状と課題、実施概要） 

地域の経済動向についての情報は、四半期ごとに行う定期景況調査の分析結果を巡回・窓口指導時

に提供するとともに、地元報道機関を通じて、新聞掲載をしている。調査対象の事業者は、４業種１０業界

に区分し調査・分析し、業種ごとに取りまとめ、景況調査報告書として公表している。 

現在の課題としては、当所が提供する情報は、景況調査報告書にとどまっており、小規模事業者等が

地域の経済動向を把握するには情報が不足している。 

今後は上記調査に加え、地元金融機関が実施する中小企業景気動向調査レポートや中部経済産業

局が実施する管内総合経済動向調査の情報を収集し、会報誌やホームページに掲載し、経営判断に利

用してもらうと共に、経営分析及び経営計画策定時に活用してもらう。 

 

①定期景況調査（既存事業） 

調査方法 小規模事業者の景気状況を把握するため、市内の10業種、200企業について四半期ご

とに巡回及び FAX で調査。 

調査業種 ４業種１０業界 

小売業（衣服見廻品小売、飲食料品小売、日用雑貨小売）、製造業（輸送用機械器具製

造、機械同部品製造、鋳物製造、金型製造、プラスチック製品製造）、飲食業、建設業 

調査項目 前年同期比較と今後の見通し 

○動向調査 

（小売業）業況、売上額、商品販売単価、商品仕入単価、採算、資金繰り 

（製造業）受注量、受注単価、売上額、原材料単価、採算 

（飲食業）業況、売上額、販売価格、採算、資金繰り 

（建設業）受注量、完成工事高、材料仕入単価、採算、資金繰り、引き合い、業況 

○付帯調査 

・新規設備投資実施の有無と計画 

・直面している経営上の問題点と必要とする取組みについて 

分析手段 ４業種１０業界各２０社の調査結果を集計し、経営指導員５人で集計結果をDI分析する。

調査項目は前年同期と比較する。 

活用方法 調査結果をホームページ、新聞及び会報で提供するとともに、巡回や窓口相談時に調

査結果の概要説明を行う。 

 

②外部支援機関が行う経済動向調査の提供（新規事業） 

調査方法 各種調査結果を毎月及び四半期ごとにホームページから収集 

収集する調査

及び項目 

①西尾信用金庫 中小企業景気動向調査レポート 

 製造業・サービス業・卸売業・建設業・小売業・不動産業の業況・売上額・収益 DI 

②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 

③東海財務局 県内経済情勢報告 
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 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 

分析手段 各種調査結果を相談所会議内で分析する。 

活用方法 各種調査結果については、ホームページでリンク先を掲載して周知すると共に、職員が

把握し巡回・窓口相談時に口頭や紙面で提供する。 

 

（目標） 

項目 現状 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

定期景況調査回数 ４ ４ ４ ４

定期景況調査対象企業数 ２００ ２００ ２００ ２００

外部支援機関が行う経済

動向調査の発表回数 
０ １２ １２ １２

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
（現状と課題、実施概要） 

経営状況の分析について、管内事業所の課題は『保守的な経営体質』にあり、積極的な営業活動がさ

れていない。 

『見直す経営、見通す未来』のキーワードのもと、計画経営促進には、自社の経営状況を分析する必要

性について気づきを促す必要がある。 

現状では、地域内小規模事業者の本質的な実態把握は、融資あっせん先や記帳指導先、各種補助金

申請支援先に限られている状況であるため、支援を必要としている埋もれた経営者を見逃している可能性

もある。 

今後は支援対象となり得る事業所を的確に把握したうえで、地域内小規模事業者の持続的な発展に向

け、自社・市場・競合、強み・弱み・機会・脅威、財務状況を分析の意義・有効性を啓発し、多くの事業者に

経営状況分析の実施を促進し、売上向上を図る目標設定や経営計画策定、新規顧客獲得に活用する。 

また、専門的で高度な分析については、ミラサポ、よろず支援拠点等外部支援機関や専門家と連携し

支援する。 

 

①経営意向調査による経営計画策定対象者の抽出（新規事業） 

巡回、窓口相談時や当所会報で経営意向アンケートを実施し、支援対象者を把握する。調査項目は『

現在の経営状況（年齢、代、性別、業種、業歴、従業員数、売上状況、利益状況）・今後の経営ビジョン（

企業の成長度合い、今後３年間の方針の有無、売上・利益目標の有無、商圏拡大の意識等）・経営計画

策定への意欲』等とし、状況に適応した支援メニューを提案するためのステージ分けに活用する。 

把握した情報は所内で共有し支援ステージに沿った支援施策を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステージＢ 

計画経営を推進し、経営計画策定による売上向上

を目指した伴走支援の実施 

ステージＡ 

事業計画を策定しており、販路開拓の方向性が 

明確な事業者を対象に販路開拓支援と専門家派遣 

ステージＣ 

やる気にさせる後押し。セミナー等で意識変化と

マインドアップ。 

創業者には商工会議所の活用術を周知 
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②経営分析支援【既存事業を拡充】 

上記『経営意向アンケート』で分析した結果を基に、事業所における意向を踏まえ、経営分析支援を実

施する。経営分析支援は、セミナーでの面的支援と、経営指導員や専門家の個別相談で対応する。

 
（具体的な事業） 
分析項目 ①自社の競争優位性（バリュープロポジション）の分析 

②強み・弱み・機会・脅威の把握 
③財務分析（決算書・資金繰り・損益分岐点） 

手   段 ①３C分析 
②SWOT分析、ヒアリング（商品・サービスの強み、事業者自身の強み） 
③決算書分析は、中小企業基盤整備機構のインターネットサービス「経営自己診断シス

テム」や「ローカルベンチマーク」を活用する。自社の値を個別に業界基準値と比較でき

る。また、「業種別業界情報」(３５０業種の経営指標（変動損益計算書の平均）を掲載)も

比較検討に活用する。 
･変動損益計算書を活用した目標売上高設定 
･前年の決算書と比較し、売上・原価・利益の増減の原因を分析し、その対策を

講じる。 
・損益分岐点売上高を分析し、利益目標を設定する。 

・財務指標を自社と同じ業種・規模の他社と比較分析し、財務上の強み・弱みを把握

する。 

提   供 ・報告書や電子データで提供 
活用方法 ・顧客が求める価値と自社が提供できる価値を分析し、バリュープロポジションの策定

に活用する。 

・売上向上に有効である強み・機会を踏まえた戦略プランの策定に活用する。 

・必要売上高を設定し、それを達成する売上・原価・利益の増減対策、経営改善対策

の経営計画の効果的策定・作成に活用する。 
効   果 小規模事業者が自社の経営を見直すキッカケを与え、経営の方向性を見通すことが

できる。また、作成した分析結果を事業計画策定に役立てることができる。 

経営自己診断システムやローカルベンチマークは利用方法も安易なため、利用方法

を教えることにより、適宜事業者自身で活用が可能となり、経営分析を日常化できる。 

 

（目標） 

項目 現状 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

巡回・窓口相談件数 ４６３ ８００ ８５０ ９００

経営意向調査アンケート 

調査企業数 
０ ３００ ３００ ３００

経営分析事業所数 ９０ ９５ １００ １０５

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

（現状と課題、実施概要） 

   平成 28 年度における事業計画策定支援は、小規模事業者持続化補助金の申請支援を７１件、創業補

助金の申請支援を２件、経営革新計画の申請支援を１３件、経営力向上計画の申請支援を４件実施した

。当所の事業計画策定支援における課題は、計画作成支援が補助金申請支援に限られていることである

。今後の支援は、事業者が経営課題を解決するため、経営分析の対象者（上記支援ステージ B～C）をメ

イン対象と捉え、保守的経営からの脱却を図るため、『見直す経営・見通す未来』のコンセプトのもと、後述

の事業計画作成のメリットを継続的に伝えるとともに、伴走的な作成支援を行う。既に計画経営を実行して
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いる事業者（支援ステージ A）に関しては、経営革新計画の申請を提案していく。 

また、創業支援は、５者間連携（西尾市、一色町商工会、西尾みなみ商工会、西尾信用金庫、西尾商

工会議所）を有効活用し、行政と民間が一体となって、創業に係る様々な課題解決を支援している。 

具体的には、創業希望者等に対して、個別窓口相談、創業セミナー、創業塾、販売体験及び展示会へ

の出展、外部専門家及び外部機関の活用、覆面調査及びオムニバス調査の実施、円滑な資金調達の実

施、ビジネスマッチング支援の実施である。 

 

【事業計画策定のメリット】   

１．今度の事業イメージを明確にすることができる 

２．事業イメージ実現に向けた道筋を描くことができる 

３．経営者の頭にあることを文書化することで、他者に対してより分かりやすく説明することができる 

４．その結果、今後の事業の理解と納得を得て、他社の協力を引き出すことができる 

５．事業計画が計画の羅針盤となり、実行することができる 

６．実行後の検証（振り返り）が可能となり、更なる改善に向けたアクションを取りやすくなる 

７．基本となる事業計画を作成していることで、公的支援制度や融資等のための事業計画に活用できる 

８．事業計画を作成し、実行していることで対外的な信用力が向上する 

９．事業計画を作成していることで、対内的なベクトル合わせが可能となる 

 

＜事業計画策定スキーム＞ 西尾ＰＳＡＳサイクルの実行 

 

 

  

 

 

     

  

Ｐ：周知・告知 対象：全事業所 

経営相談、巡回・相談時に呼びかけ事業計画策定を促す。経営指導員の担当地区内の小規模事

業者に「事業計画策定の重要性」を説明し、小規模事業者の理解度を高める。 

また、当所会報（毎月１日発行）やホームページに、過去事業計画を策定し、計画に基づく経

営を行うことで、利益率の向上等で経営の安定に繋がった方などの記事を掲載することにより、

事業計画策定希望者の掘り起しを行う。（ホームページには動画をアップする） 

事業計画策定者に、作成した経緯・感想等を聞き、より多くの方に声を届ける。 

Ｓ：セミナー （既存事業拡充） 対象：支援ステージＢ及びＣ 

中小企業診断士等の専門家と共に事業計画策定セミナーを開催し、成り行き・思い付き・場当

たり的な経営からの脱却を促す。やる気を掘り起し、支援ステージを上げる。 

具体的内容は、目標に対し何をすべきかが明確になるというメリットを伝えると共に、手順を伝える。 

 

Ａ：個別相談 （新規事業） 対象：支援ステージＢ 

定例個別相談会を月１回開催し、事業計画策定を支援する。小規模事業者が、効果的で実現性

の高い計画を策定するために、中小企業診断士等の専門家や中小企業庁が運営する企業支援サイト

「ミラサポ」、あいち産業振興機構が運営する「よろず支援拠点」等の講師を活用し、事業計画策定支援

を行う。尚、個別相談は経営指導員の資質向上の観点から必ず同席する。 

 

Ｓ：策定支援 （既存事業拡充） 

個別相談後の伴走支援として、当所経営指導員が策定まで伴走支援する。 

   策定後は実施状況をヒアリングし、当所会報に掲載することで策定のメリットを広くＰＲす

る。 

セミナー（Seminar） 周知・告知（PR）

策定支援（Support） 個別相談（Advice）  
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女性（ママ）喜業応援事業 （既存事業拡充） 
昨今「ママ向けサービスの小規模開業」が増加しており、リクルートによる２０１５トレンド予測にも「ママ喜

業」というワードがあがっている。 

目的は沢山お金を稼ぐことではなく、自分の経験を次のママ世代に活かすことで、双方のママが子育て

を喜ぶ状態を生み出すことであり、特技、趣味を生かして、子育てする中で感じたストレスや、気づいたこと

をベースにした小規模な開業で、ＳＮＳの活用により、広範囲な関係と小額の費用による起業が実現して

いる。 

しかしながら、女性が働き続けることができる企業が限られ、専業主婦が比較的多い当地域は、出産

後、仕事から離れる女性が多く、そういった女性が「ママ喜業」のような活動を始めているが、相談窓口が

ない。 

このような状況において、創業の一歩手前の方を対象に、税務・法務の基本的知識、創業するための方

法などをサポートし、将来的な創業する後押しをし、どの選択が一番自分に合っているかを知ってもらい、

納税や保険加入などの知識を習得し、安心して活動（創業）してもらう機会を提供する。 

 

（具体的な事業） 

事 業 名 女子のためのプレ創業塾 

事業対象 ネットショップで手作り雑貨を販売したり、特技を生かしたワークショップを開催したり、趣味

や特技を活かして「ビジネス」の一歩手前のようなことをはじめている女子を対象に、会計

管理はどうすればいいか、申告は自分でできるものなのか、扶養はどうなるのか、なかなか

聞きづらいような疑問にも、答えるセミナー。いつかは自分の店をＯＰＥＮさせたい そんな

人もＯＫ！ 

事業内容 税理士・社労士・経営指導員のプチ講習会、情報交換会、座談会 

３回シリーズ 

１．基礎知識 情報交換 

２．基礎知識 情報交換  

（創業とは、融資とは 、事業計画とは、マイナンバー制度による納税情報の公開等） 

３．ママ喜業した先輩を囲んで座談会 

募集人数 20 名程度 

会 場 商店街の飲食店スペース等 

事業効果 主婦層や趣味程度にネット販売等で利益を出している方（グレーゾーン）をきちんとサポー

トすることで、地域の活性に繋がり、創業者を増やす。また、女子のネットワークを活かし

て、商工会議所の活性に繋がる。 

 

（目標） 

 

 

 

項目 現状 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

事業計画策定件数 

（各種補助事業計画・経営力

向上計画含む） 

７５ ８０ ８５ ８５

経営革新計画策定件数 １３ １０ １０ １０

創業計画書策定支援件数 ２ ７ ８ １０

創業セミナー及び 
創業塾開催回数 

３ ３ ３ ３

女子のためのプレ創業塾 
実施回数（参加者数） 

１（１４） ２（４０） ２（４０） ２（４０）
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 （拡充実施） 

 
（現状と課題、実施概要） 

小規模事業者は、日々の活動に追われ事業計画を実行できない状況がある。また、これまでの当所の

支援は巡回・窓口指導を実施していたものの、充分なフォローアップ支援を行っていなかった。事業計画

策定後の事業者に対し、定期的な支援を行う仕組み作りが課題となる。 

事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な指導・助言を実施するために、経営指導員等に

よる持続的支援を図る。 

事業計画遂行状況を確認するために四半期に一度の指導をする他、必要に応じて専門家を派遣、経

営発達支援計画認定後に活用できる制度を紹介することで伴走型の指導・助言を実施する。 

 

（具体的な事業） 

支援対象 事業計画を策定した小規模事業者 

実施時期 四半期に一度  ※但し、創業者には１年間、毎月実施。 

支援方法 巡回・窓口指導を行い、計画実行のための支援を行う。 

支援内容 ①事業計画の進捗確認 

②経営資源・財務の内容、その他経営状況の分析 

③資金繰り支援 

小規模事業者経営改善資金（マル経資金） 

小規模事業者経営発達支援資金の斡旋 

④補助金支援 

 事業計画を策定した事業者に対し、各種補助金・助成金の申請支援を行う。 

 経営発達支援計画認定後に活用できる制度を利用した支援を実施。 

⑤専門家の活用 

中小企業庁が運営する「ミラサポ」やあいち産業振興機構等の専門家派遣を 

活用。 

 
（目標） 

項目 現状 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

指導員によるフォローアップ件数 

（経営計画策定事業者数×4回） 
６１ ３６０ ３８０ ３８０

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

（現状と課題、実施概要） 

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る。また、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とが多いと感じられる。 

当所では、上記のような課題を抱える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、市場の動向、商品・サービスの需要動向調査を実施する。 

また、消費者調査においては、現状では、新商品を開発した小規模事業者等から試食や意見を求めら

れることがあり、所内でアンケート等を実施することもあったが、今後は需要動向調査の事業として行い、

適切なフィードバックを行う。 

 

（具体的な事業） 
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①統計資料の活用 （既存事業拡充） 

経営革新計画等の申請、事業計画策定に際し、事業者と同業種の各種統計データの収集を行う。小規

模事業者では同業他社やマーケティング会社等から POS 情報を入手することが難しいため、RDS（流通

POSデータサービス）の「地域のPOS情報」を提供する。「地域のPOS情報」はRDSが全国の参加小売業

から収集したPOSデータを地域ごとに集計した情報であり、インターネットを利用して、自店と「地域のPOS

情報」を、カテゴリーやアイテム単位で簡単に比較できるため、小規模事業者にとって活用が容易である。

また、必要に応じてミラサポや中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点の専門家の協力をいただき、

情報収集に努める。これらの情報から顧客ニーズと市場動向分析を行い、需要を捉えた経営計画策定の

ために活用する。 

活用する主な調査データ 収集項目 

業種別業界情報（書籍） 業種ごとの動向、特性、ノウハウ、経営指標、今後の課題、将来性 

日経テレコンＰＯＳ ＥＹＥＳ 商品のジャンル毎の売上ランキング、シェア、平均価格、商品購入者

の性別、年代ごとの傾向 

RDS:流通 POS データサービス 

地域の POS 情報 

新商品の立ち上がり動向の迅速な把握、競合他社商品とのシェア分

析、商品開発などのマーケティング戦略、営業マンの得意先情報支援

ツール、広告・キャンペーンなどの効果測定、販売・需要予測、地域

別・業態別の売れ筋情報の把握、消費者ニーズに対応した売場作り、

適正在庫の把握等 

※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。 

 

②消費者調査（新規事業） 

   新商品・新サービスの企画段階において、消費者からニーズを取り入れるために当所組織を活用した

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対象先

を変え、ターゲット層の実態に合わせる。 

消費者調査は売り手側の４P と買い手側の４C を意識し、消費者に受け入れられるかを調査する。 

４P（調査内容の視点） ４C（購入する側の視点） 

Product：製品 Customer Solution：買いたい価値は？ 

Price：価格 Customer Cost：納得できる価格は？ 

Place：場所 Convenience：買いやすい場所か？ 

Promotion：プロモーション Communication：販売促進活動はどのようなものがうけいれられるか？

 

（具体的な事業） 

支援対象 新商品・新サービスを開発・企画する小規模事業者 

実施時期 随時 

調査対象 当所職員、女性会員、青年部員、アクサ生命保険社員及び一般消費者 

調査方法 書面アンケート 

調査内容 上記視点を意識した、内容で業種や商品、サービスで適宜変更 

活用方法 新商品・サービスを企画・販売する事業者において、その商品・サービスが対象とする

市場に受け入れられるかを事前に調査し、開発や販売に役立てる。 

提供方法 分析結果やアンケート結果を作成し提供する。 

効   果 新商品・サービスの市場性を把握する。 

 

 

③テストマーケティングの実施 （既存事業拡充） 

新商品開発に取り組んでいる事業者向けに、当所主催の産業物産フェアでブースを設置し、実験的に

販売できる場を提供する。ブースでは上記と同様な消費者調査を実施し、ニーズや販促効果を測定す

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。 
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（目標） 

 

 

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、実施概要） 

当所の経営発達支援計画では、小規模事業者の『計画経営による売上向上』を目標としている。 

『売上向上』を実現させるため、事業者が抱えている問題を解決し、事業内容に適切で効果が高く、実

現可能性の高い販路開拓策を提案する。 

現状、当所の販路開拓支援メニューは物産フェアや合同プレス発表会等、小規模事業者の中でも開発

力のある事業者に向けられており、小企業向けにはセミナーの開催に限られている。良い製品・商品・サ

ービスを持つ、埋もれている小規模事業者の掘り起こしを行い、実態や経営状況、販路開拓の意向を把

握した上で、支援ステージに合った販路開拓メニューを提案し、売上の向上につなげる。 

また、大規模展示会への共同出展にあたっては、単なる出展機会の創出にとどまらず、合せて開催す

るセミナー・勉強会を通じて効果的な出展方法を学ぶ機会や小規模事業者が出展しやすい出展方法の

提案等を行い、出展経験の少ない企業でも負担なく最大限の効果を発揮できるよう出展をサポートする。

さらに、展示会後にも勉強会を開催してフォローアップを行い、今後の継続的な出展に繋げることで当地

域の販路開拓と企業営業力の強化を推進する。 

＜支援ステージの区別＞ 

目的・ターゲット・要素（マーケティングミックス＝４P（product/price/promotion/place）の意識レベル 

支援ステージ A＝意識【高】  支援ステージ B＝意識【中】 支援ステージ C＝意識【低】 

  

意識レベル 支援メニュー 

支援ステージＡ 

売り込み商談マーケット（バイヤーへ直接売り込み）の紹介（名商事業） 

ザ・ビジネスモールの紹介（大商事業） 

展示会への出展（製造・卸） 

催事への出展（小売・飲食） 

専門家・よろず支援拠点の活用 

ジェグテックの活用紹介 

支援ステージＢ 

地域商談会事業の紹介 

アライアンスパートナー発掘市の紹介 

展示会への出展（製造・卸） 

催事への出展（小売・飲食） 

プレスリリースの活用 

専門家・よろず支援拠点の活用 

支援ステージＣ 
ＷＥＢ・ＳＮＳの活用セミナー 

催事への出展 

 
（具体的内容） 

事業名 産業物産フェア出展（既存事業） 

支援対象とターゲット ステージＢ～Ｃ 県内市内に販路開拓を検討する小規模事業者 

手段 西尾市内事業者が出展し、産業物産の展示及び販売、体験を通じて新規顧

項目 現状 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

需要動向調査提供件数 ６５ ９０ ９５ ９５

消費者調査実施件数 ５ ２０ ２５ ３０

テストマーケティングの実施 

企業数 
２ ５ ５ ５
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客を開拓する。 

売上だけでなく、広告宣伝の意識を伝える。 

現状と効果 

平成 23 年度より「にしお産業物産フェア」を年 1回開催。平成 27 年度は、産

業展に 18 社、物産展に 40 社の合計 58 社が出展。2 日間で来場者は約 2

万 8千人であった。出展事業者アンケートでは、50％の事業者が『ＰＲ効果や

売上に成果があった』と回答。また 75％の事業者が『次回も出展したい』と回

答し、出展事業者にとって満足いく結果となった。 

他の支援機関との連携 

当所、西尾市、一色町商工会、西尾みなみ商工会、西尾茶協同組合が連携

して開催。連携により出展事業者が増え、来場者・新規顧客開拓の増加効果

が高まる。 

課題と改善 

出展事業者が参加したことにより、どれほどの販路開拓に効果があるかといっ

た調査が不十分であることが課題である。今後は、販路開拓効果を検証し、

事業改善を図る。 

 

事業名 合同プレス発表会（新規事業） 

支援対象とターゲット ステージＡ～Ｂ 県内に新規取引先を開拓する事業者 

手段 

事前に参加事業者を対象に講師を招いてプレゼンに関するセミナーを 2 回

開催し、プレゼン能力の向上を図る。また合同プレス発表会当日のプレゼン

終了後には、マスコミ記者との交流の時間を設け、人脈の拡大を図る。情報

発信力に乏しい小規模事業者を対象に、マスコミ記者にむけて新商品、新サ

ービス、新事業等の情報発信を支援し、売上アップに繋げる。 

 

【プレス発表会の流れ】 

第 1 回セミナー→第 2回セミナー(リハーサル)→プレス発表会 

現状と効果 

・新商品、新サービス、新事業等の効果的にＰＲでき、新規取引先の開拓が

図れる。また、マスコミ記者との情報交換を通じ、ＰＲ方法やマスコミとの人脈

を構築することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 メッセ名古屋出展事業（既存事業） 

支援対象とターゲット ステージＢ～Ｃ 展示会出展で販路開拓を検討する小規模事業者 

手段 

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。また、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。 

現状と効果 

平成 18 年から毎年 1 回開催。これまで 10 回開催。平成 27 年度は、1

社が参加した。参加事業所からは成約につながり大変満足度の高い事業

である。 

 

 プレゼンの様子 記者との交流の様子 
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事業名 
展示会共同出展事業（新規事業） 

東京オートモーティブワールド自動車部品加工ＥＸＰＯ 

支援対象とターゲット ステージＡ 展示会出展で販路開拓を検討する小規模事業者 

目的 

ポテンシャル（潜在能力）豊かな西尾の自動車部品企業のさらなる認知度の

向上を図るため、企業が持つ技術や製品、業務プロセス等における“セール

スポイント（強み）等”を展示会で広域的に情報発信することにより、取引先や

事業提携先の開拓など企業の競争力強化を支援し、地域産業の活性化に

寄与することを目的とし、県内外の企業に製品や技術等を PR し、新たなビジ

ネスマッチングを目指す。 

手段 

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。また、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。 

現状と効果 

平成 27 年度に西尾市企業誘致課と共同開催。平成 28 年度は未実施。 

あいち中小企業応援ファンド助成金を活用し、中小企業 11 社と大企業 1

社で共同出展。参加事業所からは成約につながり大変満足度の高い事業

であったと評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題と改善 

補助金を活用した結果、少ない費用負担で出展ができたが、補助金が無

くても出展できる支援体制を構築する必要がある。 

また、出展社の多くは中小企業であり、小規模事業者が出展できる環境

づくりが必須である。 

 

（目標） 

項目 現状 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

産業物産フェア 

1 社あたりの商談件数 
２件 ５件 ５件 ５件

合同プレス発表会 

1 社あたりの商談件数 
５件 ５件 ５件 ５件

メッセナゴヤ出展事業 

1 社あたりの商談件数 
５件 １０件 １０件 １０件

展示会共同出店事業 

1 社あたりの商談件数 
０件 １０件 １０件 １０件

売上向上事業所数 ５件 １０件 １０件 １０件
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

平成２３年４月に西尾市・幡豆郡三町が合併により、新「西尾市」が誕生した。それにより地域ブランドの

「西尾の抹茶」、「一色産うなぎ」をはじめ、国宝「金蓮寺」、吉良家ゆかりの「華蔵寺」などの歴史文化施

設、その他、佐久島、吉良温泉など多くの観光資源を有する地域となった。 

今後西尾市は、「西尾市観光基本計画」（計画期間１０年間：平成２６年度から平成３５年度）に則り、こ

れらの観光資源を有効活用し、効果的な観光振興を推進していく。平成２８年４月より西尾市観光協会が

一般社団法人になり、西尾への着地型観光の旅行商品の販売など各種事業に取り組んでいく。地域一体

となって西尾の知名度を上げて、交流人口の増加、地域活性化を図っていく方針である。 

また、西尾市は自動車産業をはじめとした「ものづくり」が盛んな地域であるものの、トヨタ自動車の国内

生産拠点の県外拡大や海外メーカーの進出により事業所数が減少しており、さらなる競争力強化、取引

先の販路拡大が必要となる。 

 

（事業内容） 

①にしお産業物産フェア（既存事業） 

西尾の産業、物産の展示紹介及び販売、ＰＲなど、産業振興を図るため、一色町商工会、西尾みなみ

商工会、組合法人西尾茶協同組合と連携し、１０月に「にしお産業物産フェア」を開催する。事業開催に向

けて、実行委員会を年間４～５回開催し、他団体の意見を反映させた事業を展開する。当所若手経営者

育成塾や女性会、（一社）西尾青年会議所も参画し、若い発想、女性視点からの賑わいの創出、より効果

の高いイベント事業が開催できるよう協議している。 

本事業の開催により「西尾の抹茶」、「一色産うなぎ」のブランド力強化をはじめ、西尾の産業技術、物

産等をＰＲ、発信することで、西尾の知名度を高め、地域経済の活性化につなげる。  

 
（目標） 

項目 現状 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

来場者数（人） 21,000 21,000 21,000 21,000
売上高（万円） 730 750 750 750

 
 
②三河観光ＧＯＮ（蒲郡：Ｇ、岡崎：Ｏ、西尾：Ｎの頭文字） （既存事業拡充） 

平成２６年度より岡崎、蒲郡、西尾の地域内の観光情報を共有及び発信し、交流人口の増加、地域経

済の活性化を目指すため、岡崎商工会議所、蒲郡商工会議所、西尾市観光協会、蒲郡市観光協会、岡

崎活性化本部が連携し、一体となって観光事業に取り組んでいる。 

定例会議を毎月開催、会報に連携地域の観光情報を年４回発信し、観光情報を共有、事業の企画推

進を行っている。 

平成２８年度は各地域の強み、特色を生かし、マイカー観光客をターゲットとした広域スタンプラリーを

実施。地域の魅力を発信し、地域外から誘客を図り、観光消費額の増加、地域経済の活性化を目指す。

 
（目標） 

項目 現状 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

独自イベント実施回数 １ 1 1 1

 
 
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、実施概要） 

   西尾商工会議所、西尾みなみ商工会、一色町商工会の西尾市内 3 団体による情報交換について今ま
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でも、事業ごとに協力が必要な場合は、その都度集まり意見交換を実施していたが、定期的な情報交換

会はなされていなかった。同じ西尾市内でも、西尾会議所地区（旧西尾市）、西尾みなみ商工会地区（旧

吉良町・幡豆町）、一色町商工会地区（旧一色町）では、産業や地域特性が異なる。今後は行政や日本政

策金融公庫とも連携を図り、地域の支援能力向上に繋がる情報交換を行う。 

 
①小規模事業者支援機関連絡協議会の開催 （新規事業） 

管内の支援機関である西尾市、一色町商工会、西尾みなみ商工会、西尾信用金庫、日本政策金融公

庫を加え、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１０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。 

 

（事業内容） 

開催時期  各年度半期に一回(４月と１０月) 

開催場所  西尾商工会議所会館 

参加機関  西尾市・一色町商工会・西尾みなみ商工会・西尾信用金庫・日本政策金融公庫岡崎支店 

開催内容  西尾信用金庫や日本政策金融公庫の金融審査の基準等、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。 

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。

 

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。 

 

（事業内容） 

開催時期  ２カ月に一回 

開催場所  持ち回りで開催 

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 
 

（目標） 

売上げや利益を確保することを重視した支援に必要な基本的知識を習得し、経営支援の現場でそれら

の知識を応用できるようにする。 

また全職員が、さまざまな小規模事業者の多様化するニーズに対応し、必要に応じて情報を提供しな

がら、的確なアドバイスまたはカウンセリングができるように、当所全体の支援力向上を図る。 

 

 

①研修会・セミナーへの参加 （既存拡充） 

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ＩＴ活用

セミナー等に参加する。 
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②中小機構を活用した勉強会 （新規事業） 

ベテラン経営指導員が不在の当所にとって、支援する視点と知識を得る機会として、独立行政法人中

小企業基盤整備中部の支援機関向けメニューを活用し、地域支援ネットコーディネーターを講師に迎え、

「売上向上」をサポートする支援力を磨く。年 2 回開催。 

 

③経営指導員のＷＥＢ研修受講の義務化 （新規事業） 

  小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創業・経営革新につながる提案型指導ができるよ

う、e-ラーニング方式で財務会計、経営法務等について、網羅的に学び、経営指導員の専門化や資質向

上に必要な知識を習得する。 

 

④資格取得による能力向上 （既存事業） 

毎年全職員（臨時職員、パート職員含め）が目標を設定し、資格取得に挑戦することで自己啓発に努力

している。 

 ＜Ｈ２８年度チャレンジ目標＞ 

ファイナンシャルプランナー（実績 ２名合格）・日商簿記検定・ビジネス法務実務検定・ 

ビジネス会計検定 

 

⑤研修・セミナー参加報告会（情報共有） 

研修会やセミナー等に参加した職員は、必ず翌日の朝礼で得た知識を全職員に報告し、他の職員と共

有する。また、「売上向上」の支援力に関わる、ＩＴ活用セミナーや販路拡大セミナーに参加した場合は、報

告書を基に意見交換をし、巡回指導時に活かす。 

 

⑥勉強会（情報共有） 

職員が持ちまわりで講師となり、月に１度、実際に自分自身が対応した事例や疑問などを題材に、時季

に応じた内容の勉強会を行っている。 

全職員対象に参加を促し、各自が対応した課題を他に教えることで、知識を深め合い、全職員が同程

度の知識水準を保持できるようにしている。 

また、毎月経営指導員を対象に地元信金支店長経験者である事務局長が講師となり、金融機関目

線での支援ポイントについて事例を交え勉強会を開催している。 

 

⑦相談所会議・巡回におけるＯＪＴ（情報共有） 

毎週金曜日、経営指導員が全員集まり、各自が担当している案件を報告し合う。 

特に補助金の申請状況、会員支援に関する情報について、他の経営指導員と共有し、それぞれが保

持する知識量、情報量の水準を高める。 

また、巡回指導時に先輩指導員と若手指導員がチームを組んで支援することにより、カウンセリング内

容、情報収集方法を学ぶなど、若手経営指導員の支援能力を育成するとともに、先輩指導員の意識を高

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 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 経営指導員

１０ 補助員研修 知識向上・支援力向上・情報交換 補助員 

１２ 中堅職員研修会 知識向上・経営指導支援能力 全職員 

１２ 若手職員研修会 知識向上・経営指導支援能力 全職員 

未定 西三河地区経営指導員研修会 
他会議所の支援事例を学ぶ 

情報交換 
経営指導員

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 
全職員 

年３回 ＩＴ活用セミナー 情報化支援力向上 全職員 
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め、単独での巡回に生かす。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。 

(1)毎年度、経営発達支援事業の評価を行う。評価の項目は、自己評価（事業の必要性、満足度）と目標達

成度とし、ＡＢＣＤの４段階とする。さらに、「得られた効果」「今後の展開・改善点」を検討する。 

(2)経営発達支援計画検討委員会に事業の実施状況を報告し、必要に応じて見直し案の掲示を行う。 

【経営発達支援計画検討委員会】 

本計画の策定を行うため、平成 27 年度に設置。 

外部委員には、西尾信用金庫の企業支援部担当と中小企業診断士に依頼した。 

支援機関や行政との連携を図るため、策定後は独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部コ

ーディネーターと愛知県西三河県民事務所産業労働課担当、西尾市産業部商工観光課担当を新た

に委員として依頼する。 

(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・見直しの結果を当所ホームページ(http://nishio.or.jp/)に公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（２８年１１月現在）

（１）組織体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 
西尾商工会議所 中小企業相談所 

 

住 所 愛知県西尾市寄住町若宮３７番地 

ＴＥＬ 0563-56-5151 ＦＡＸ 0563-57-0002 

ＵＲＬ http://www.nishio.or.jp E-mail info@nishio.or.jp 

 

 

会   頭   1 名

副 会 頭   3 名

専務理事   1 名

顧 

問 

監 

事 

10 名 7 名 3 名 33 名 100 名 

相
談
役 

17 名 

理事・事務局長 1 名 

所長 1 名 

（経営指導員）

中小企業相談所  【経営発達支援事業担当部署】

経
営
指
導
員 

４
名 

補
助
員 

 
 

２
名 

記
帳
指
導
員 

２
名 

一
般
職
員
・
嘱
託 

６
名 

パ
ー
ト
職
員 

 
 

３
名 
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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） 

 
２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 55,820 55,820 55,820 55,820

 

【中小企業相談所】 

事業費 

管理費 

【一般会計】 

産業物産展事業費 

 

 

7,600

42,520

5,700

 

7,600

42,520

5,700

 

7,600 

42,520 

 

5,700 

 

7,600

42,520

5,700

（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、西尾市補助金 

・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．西尾市における産業振興連携協力に関する包括協定 

   ①商工業活性化に関する事項      ④次世代人材育成に関する事項 

②観光振興に関する事項        ⑤５者が実施する施策のＰＲ及び広報に関する事項 

③創業・新産業創出に関する事項    ⑥５者が必要と認める産業振興に関する事項 

２．地域活性化事業  

   にしお産業物産フェアの開催 

   三河観光ＧＯＮ（広域的に観光事業を実施） 

事業実施に向けての定例会議を開催し、事業の精度を高める。 

３．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 

   小規模事業者支援機関連絡協議会の開催 

 

連携者及びその役割 
一色町商工会 会長 都築 勇一               

〒444-0407 西尾市一色町前野新田 34 番地 TEL0563-72-8276 

管轄地域における産業振興事業の実施、支援ノウハウ等の情報交換  

西尾みなみ商工会 会長 安藤 寛一            

〒444-0516 西尾市吉良町吉田大切間 17 番地 11 TEL0563-32-1141 

    管轄地域における産業振興事業の実施、支援ノウハウ等の情報交換  

西尾市 市長 榊原康正 

    〒445-8501 西尾市寄住町下田 22 番地 TEL 0563-56-2111 

    産業振興に寄与する行政サービスの提供 

西尾信用金庫 理事長 近藤 実 

    〒445-0073 西尾市寄住町洲田 51 番地 TEL 0563-56-7111 

市内 13 支店のネットワークと資金調達支援 

組合法人西尾茶協同組合 理事長 杉田 芳男 

〒445-0851 西尾市住吉町 4丁目 18－4西尾観光案内所内 TEL0563-57-2261 

地場産業である抹茶を使った事業の実施 

  一般社団法人 西尾青年会議所 理事長 太田 信吾 

    〒445－0854 西尾市永楽町 3-45 TEL 0563-57-5511 

    産業物産フェア事業への協力 

西尾市観光協会 会長 杉田 芳男 

〒445-0851 西尾市住吉町 4丁目 18－4  TEL0563-57-7882 

観光事業の実施並びにＰＲ 

岡崎商工会議所 会頭 大林 市郎 

〒444-8611 岡崎市竜美南 1-2 TEL0564-53-6161 

    産業振興事業の実施、支援ノウハウ等の情報交換 

岡崎活性化本部 本部長 服部 良男 

〒444-8611 岡崎市竜美南 1-2（岡崎商工会議所 3F） TEL0564-57-0200 

観光事業の実施並びにＰＲ   

蒲郡商工会議所 会頭 小池 高弘 

〒443-8505 蒲郡市港町 18-23 TEL0533-68-7171 

    産業振興事業の実施 

蒲郡市観光協会 会長 杉山 和弘 

〒443-0043 蒲郡市元町 1-3（ナビテラス内） TEL0533-68-2526 

    観光事業の実施並びにＰＲ 

  日本政策金融公庫岡崎支店 支店長 大泉 正 

    〒444-0043 愛知県岡崎市唐沢町１丁目４－ ２ 

    支援ノウハウ等の情報交換 
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連携体制図等 
１．西尾市における産業振興連携協力に関する包括協定（５者連携） 
 

 

 

 

 

 
２．地域活性化事業 

   【産業物産フェアの開催】 

 

 

                               協力 

                
   【三河観光ＧＯＮ】 

 

 

 

 

 
 

３．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 

   【小規模事業者支援機関連絡協議会の開催】 

 

 

 

 

 

    

 

西尾商工会議所

一色町商工会

西尾みなみ商工会

西尾市 

西尾信用金庫 

西尾商工会議所 一色町商工会

西尾みなみ商工会 組合法人西尾茶協同組合

実行委員会 

西尾商工会議所 

定例会議 ⇒ 観光イベントを共同実施 

西尾市観光協会 

岡崎商工会議所 

岡崎活性化本部 

蒲郡商工会議所 

蒲郡市観光協会 

（一社）西尾青年会議所

西尾商工会議所 

西尾信用金庫 

一色町商工会 

日本政策金融公庫岡崎支店 

西尾みなみ商工会 

支援ノウハウ等の情報交換 


