
経営発達支援計画の概要 

実施者名 みよし商工会(法人番号)5180305005969 

実施期間 平成31年4月1日～平成36年3月31日 

目標 

(1)下請け依存度を下げ、自らの力で売り上げの安定的な確保を図るため、

既存産業の高度化や生産性の向上、異分野進出といった経営革新を図る

事業者の創出。 

(2)今までと異なる商品戦略、販売戦略を行うため、付加価値の高いオリジ

ナル商品やオリジナルサービスの開発にチャレンジする事業所の創出。 

(3)地域産業の新たな創出や維持、育成を図ることで小規模事業者の減少を

抑制し、小規模事業者数の現状維持または増加。 

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)年一回アンケート調査を実施しデータを収集、分析を行い、経営判断及

び事業計画策定等に活用する。 

(2)行政・金融機関等実施の景況調査結果の分析を行い、データを年一回作

成し、経営小規模事業者へ提供する。 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)経営分析を行い、経営課題の発見と解決に結びつける。 

(2)分析結果を基に専門家を派遣し、ＳＷＯＴ分析、３Ｃ分析を実施、小規

模事業者の事業計画策定・実施支援に繋げる。 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)事業計画策定に関するセミナーおよび個別相談会を開催。 

(2)事業承継セミナーを開催し事業承継計画策定支援を行う。 

(3)創業塾や創業個別相談会を開催し創業支援を行う。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1)事業計画策定後における進捗状況の確認およびフォローアップ。 

(2)専門家派遣等を活用した事業計画実現に向けた支援。 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)小規模事業者が改良・開発を行う商品・サービスの需要動向調査(消費

者アンケート及びモニター調査) 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

(1)他の支援機関が実施する展示会等の開催情報の提供、出展提案 

(2)展示会等への出展サポート 

(3) ITを活用した販路開拓支援。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

(1)「みよしブランド」拡充支援。 

(2)マスコットキャラクターを活用した新商品・新サービスの開発支援。 

(3)特産品を活用した新商品の開発支援。 

(4)市内で開催される「夏の三大まつり」「産業フェスタ」に出展協力し地

域のにぎわいの創出を図る。 

連絡先 

商工会名 みよし商工会 

所 在 地 〒470-0224 愛知県みよし市三好町大慈山2番地11 

電話番号 0561-34-1234  ＦＡＸ 0561-34-5799 

URL http://www.344navi.com  Ｅ-Mail miyoshi@aichiskr.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 

1.目標 

(1)地域の現況と課題 

①みよし市の沿革 

昭和33年に町制を施行し｢三好町」になる。ニュータウンの造成により大幅な人口

増加が進み、平成の大合併への調整が各地で進められる中、合併によらない単独のま

ちづくりを選択し、平成22年1月4日に市制を施行し｢みよし市｣となった。 

②みよし市の立地状況 

本市は愛知県のほぼ中央部、西三河

地域の最西端にあり、名古屋市中心部か

らは東へ約17km、豊田市中心部からは西

へ約7kmに位置し、市域面積は32.11k㎡

となっている。 

市の南部は果樹栽培を主とした農村

部であり、北部の丘陵地は土地区画整

理事業により整備された住宅地が広が

り、中央部の平坦地に商業施設、行政施

設を持っている。 

市の北部は昭和54年に名鉄豊田線が

東西を貫くように開通し、｢黒笹駅｣、

｢三好ヶ丘駅｣の2駅が開設した。同じく

北部には平成5年に東名高速道路の東名三好インターチェンジの供用が開始され、市

中央部には国道153号のバイパスが東西を貫き名古屋市と豊田市をつないでおり、都

市間交通が整備された都市となっている。 

都市構造は分散型となっているため、日常生活の移動は自動車への依存度が高い状

況である。 

③みよし市の人口 

日本の総人口は2008年をピークに人口

が減少し、今後人口の減少スピードが加速

するとされている。 

一方、本市の人口は、1985年3万人を突

破し、その後も人口の増加が続き、現在

61,219人(2018.8.1現在)。なお、国立社会

保障･人口問題研究所が実施した人口推計

結果では、愛知県の人口は2020年にピーク

を迎えるとされているが、本市は2025年ま

で人口の増加が続くとされている。 
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現在の人口構成は、30歳代(13.7%)、40歳代(18.1%)の比率が高く、その世代を中心

として人口構成に占める生産年齢人口(15歳から64歳までの人口)の割合が多い状況

が続いており、高齢化率も16.7％と全国の27.3%（平成29年版高齢社会白書より）に比

べ非常に低くなっている。 

しかし、本市においても人口がピークを迎える2025年以降は今までよりペースが速

い高齢化の進展が見込まれている。 

また、本市の人口の特徴として昼間人口の高さがある。昼夜人口比が110.1%(周辺

5km圏内地域では101.1%)と大きく、昼間は人口の1割、約6,000人増えている状況であ

る。高校、大学の数が多くないため、要因は市内に自動車関連の大型工場が数多くあ

ることと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④地域商工業の現状と問題点 

ア 大企業への依存度が高い工業 

本市に隣接する豊田市にはトヨタ自動車㈱本社があり、本市にもトヨタ自動車㈱明知工

場、下山工場、三好工場の3工場が立地していることから、自動車関連の製造業が数多く

ある。業種構成比を見ても製造業が16.3%を占めており、県平均の13.0%に比べて高くなっ

ている。市内総生産額も6,105億円のうち製造業が4,374億円(71.7%)を占めている。 

このことから市内には中規模以上の自動車関連工場が数多くあり、工業は活性化

しているものの、地元小規模製造業は下請けが中心となっており、経営状態や雇用

などが大企業の経営状況に影響されやすい傾向にある。 
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イ 商業は大・中規模商業店舗の影響が大きい 

広域商圏内ではこの2年間で、｢イオンモール長久手｣、｢イケア長久手｣、｢プライ

ムツリー赤池(セブン&アイホールディングス)｣が新規開業し、市外への消費流出が

進んでおり、その影響から市内大型商業施設｢アイモールみよし(イオングループ)｣

の市内外からの客足も遠のき始めている。 

そのため、大型商業施設の出店は地元小規模事業者が激しい競争にさらされる反

面、近隣市町からの消費者の流入増加が期待できるメリットがあるが、そういった

メリットが享受できない状況になってきている。 

また、人口増加に伴い近年はドラッグストアを始めとしたチェーン店の出店が続いてい

るが、店舗規模が中規模であるため、大型商業施設と異なり、地元小規模事業者が激

しい競争にさらされるが、近隣市町から消費者の流入も期待できない状況である。 

これらのことから市外からの来店が減っており、市内消費者の購買も専門チェー

ン店などに集中する傾向にあるため、一般商店の経営は厳しい状況が続いている。 

ウ 創業が廃業を上回るものの低い創業率 

本市の平成24年から平成26年のおける民

営事業者の新設数は250事業所、廃業数235事

業所(平成26年経済センサスより)と創業が

廃業を上回っているが、創業比率を見ると

5.27％と近隣市町に比べると低い。 

この結果から創業事業所数が多いという

よりも廃業事業所数の比率が近隣市町に比

べて低いと考えられる。 

エ 減少する小規模事業者 

みよし市の2012年と2017年の商

工業者数を比較すると1,537社から

1,635社へと6.4%程度増加している

のに対し、小規模事業者は1,136社

から1,129社と0.6%減少している。

そのため本市の商工業者に占める

小規模事業者数は2013年の73.9%か

ら69.1%へと大幅に減少している。 

これらのことから本市では小規

模事業者を中心に廃業が進んでい

ると考えられる。 

項目 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 

商工業者数 1,537 1,572 1,572 1,608 1,647 1,635 

小規模事業者数 1,136 1,150 1,097 1,126 1,145 1,129 

小規模事業者率 73.9% 73.2% 69.8% 70.0% 69.5% 69.1% 
(みよし商工会独自調査) 
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⑤地域商工業の課題 

ア 工業の課題 

本市の主要産業である製造業を中心とした工業においては、大手企業系列の事業所

が数多く存在していることから、地域小規模事業者はそれら企業の下請企業として機能す

ることが多い。このことは営業力の弱い小規模事業者にとっては安定した受注を得ること

ができるというメリットがある反面、大手企業からの発注の好不調が売上に直接影響し、小

規模事業者の自力による経営の安定化が図りづらいというデメリットがある。 

これらの問題を解決するために、これまでの業務で培ってきた技術やノウハウと

いった経営資源を活かして、新たに自社製品を開発する経営革新や他分野に転用し

異分野に参入するというような自らの力で売上の安定的な確保を図ることができ

るように、下請け依存度を下げることが課題である。 

イ 商業の課題 

卸売・小売業、サービス業については、本市の特徴である昼間人口比率の高さが売り

上げ増加に繋がるように思われるが、流入人口の多くは大工場内の購買部、社内食堂等

で消費するため、市内での活動のための消費が地元商店での購買に繋がらない状況で

ある。 

また、地元小規模事業者が主要道路や新興住宅街を中心に展開する大手FC店や市

内大型商業施設に価格面や品揃えの面で対抗するのは難しいうえ、近隣市町にある

大型商業施設の影響による消費の流出を個人商店が止める術はなく、厳しい経営状

況にある事業者が多いと推察される。 

これらの問題を解決するために、域外からの流入を高める地域の活性化に向け、

商工会が認定する「みよしの逸品 みよしブランド」を活用した付加価値の高いオ

リジナル商品の開発、また、小規模事業者ならではの小回りの効いたきめ細かいサ

ービスの提供や展示会、ネットショップなどを活用した域外消費者への販路拡大な

ど、個々の小規模事業者が視野を広げた商品戦略、販売戦略を行うことが課題である。 

ウ 共通の課題 

商工業者が増加しているにもかかわらず、小規模事業者が増加しない状況は、小規模

事業者における低い創業率、後継者不在や経営不振による廃業が原因と推察される。 

これらの問題を解決するため、「創業」、「事業承継」、「第二創業」、「経営

革新」、「経営向上」に積極的に取り組む者や事業者をしっかり支援する環境の醸

成が課題である。 

(2)みよし商工会の小規模事業者支援の現状と課題 

①みよし商工会の概要(平成30年4月1日現在) 

･会 員 数  835会員 *定款会員、特別会員除く 

･職 員 数   9名(事務局長1名､経営指導員3名､補助員2名､記帳指導職員3名) 

総会員数 
業種別会員数内訳 

建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 宿泊業 娯楽 その他サービス その他 

835 
169 128 8 160 102 1 3 234 30 

20.2% 15.3% 1.0% 19.2% 12.2% 0.1% 0.4% 28.0% 3.6% 
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みよし商工会は、小規模事業者に対し金融・税務・労働等の経営改善普及事業を中

心に経営支援を行ってきた。しかしながらいずれの経営支援も単発的な支援が多く、

積極的な提案型支援が不足している。 

今後消費者のニーズが多岐多様化するなか、従来型の経営改善普及事業から更に踏

み込んだ伴走型の経営支援が必要であり、職員一丸となって小規模事業者支援を行っ

ていくことが必要である。 

②みよし商工会の課題 

ア 小規模事業者と地域の経済環境に関する実態把握が中途半端である。 

イ 経営革新、事業承継などが必要な事業所の掘り起こしが出来ていない。 

ウ 小規模事業者の課題解決の把握とそれを解決するための計画的な支援が出来て

いない。 

(3)小規模事業者に対する中長期的振興のあり方 

みよし市は平成30年4月に「みよし市中小企業及び小規模企業振興基本条例」を制定

し、その基本理念で小規模事業者や商工会の役割を以下のように示している。 

【基本理念】 

事業者自らが積極的に新事業を切り拓くように努力することを前提とし、創意工

夫と経営の向上に対する主体的な努力を促進する取組みが重要 

【小規模事業者の役割】 

経済的社会的環境の変化に対応して事業の持続的な発展を図るために経営資源を

有効に活用し、自らの知識や技術を向上させることが必要である。また、まちづくり

の活動に積極的に取り組み、地域社会と協働することで、地域社会の発展と市民生

活の向上に貢献するよう努める 

【商工会の役割】 

事業者の抱える様々な経営課題に関し、事業者に伴走し支援を図ることで経営の

発達・改善・革新に資する役割を担っていることから、その活動を通じて中小企業及

び小規模企業の振興に取り組む 

これら市の方針と地域の課題を踏まえ中長期的振興のあり方を以下のとおりとする。 

①工業においては、現在は受注等が安定しているとは言うものの、経営状態が大企

業の景気に影響されやすい状況で経営基盤が安定しているとは言い難い。この状

況を打開するため、蓄積した技術やノウハウといった経営資源を活かして、新た

な製品開発や既存産業の高度化、既存産業が持つ技術の他分野の流用を図り、生

産性の向上や経営基盤の強化を小規模事業者自らが図ることにより、雇用の創出

と地域住民から親しまれるような地域に密着した経営を目指す。 

②商業においてはみよし市の地域資源を活かすなど付加価値の高いオリジナル商品

の開発や多様化するライフスタイル、異なる価値観に対応したサービスの提供を

行うことで差別化を図り、市内での消費喚起及び市外からの消費者の誘客、他地

域への販路拡大に繋げ、域内経済を活性化させる。 
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③地域産業の活性化を図るため、需要動向等の各種情報提供、各事業者の経営課題

を明確にした上で、それぞれに合った事業計画を策定し、商工会の強みである伴

走支援や連携力、支援ツールを最大限活用し、既存の事業者の持続的な成長を支

える経営サポート体制の確立を図る。 

(4)経営発達支援事業の目標 

①下請け依存度を下げ、自らの力で売り上げの安定的な確保を図るため、既存産業の

高度化や生産性の向上、異分野進出といった経営革新を図る事業者を50社程度創出

する。 

②今までと異なる商品戦略、販売戦略を行うため、付加価値の高いオリジナル商品や

オリジナルサービスの開発にチャレンジする事業所を創出し、開発完了事業者の業

績を5%向上させる。 

③地域産業の新たな創出や維持、育成を図ることで小規模事業者の減少を抑制し、小

規模事業者数を現状維持または増加させる。 

(5)目標の達成に向けた方針  

①経営状況分析の深度を深め、事業者が保有する明確な経営資源に加え、暗黙知的な

ノウハウや埋もれた経営資源を形式知化、可視化することで既存産業の高度化や生

産性の向上、異分野進出等に投入できる経営資源と強みを明確にし、対象市場の機

会を捉えたビジネスモデルや事業計画の構築・策定支援を行う。 

②地元企業が開発した特産品を認定し情報発信を行う「みよしの逸品 みよしブラン

ド」制度の活用や小回りの利いたきめ細かいサービスなど、小規模事業者ならでは

の商品や魅力を発信しつつ、マーケットインの考え方に基づく顧客視点での開発を

採用し、売上に繋がる商品・サービスの開発支援を行う。 

③創業セミナーの開催により、創業を用意周到にすることで存続率の高い開業を支援

する。また、後継者不足による廃業を低減するため、事業承継セミナーの開催によ

り事業承継問題を抱える事業者を事前に把握することで、突発的な事業承継を回避

し、計画的な事業承継の支援を行う。 
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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31年4月1日～平成36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 

2.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(1)現状と課題 

これまで当商工会は、地域経済動向の情報としては、全国商工会連合会が行ってい

る小規模企業景況調査以外に経済動向調査は行っていなかったため、小規模事業者に

対し積極的な情報提供をしていなかったことが課題である。 

(2)事業内容 

①アンケート調査の実施【新規事業】 

市内の小規模事業者の実態を明確にするため、年1回(10月予定)郵送によるアンケ

ート調査を実施し、回答データの収集、分析を行う。回答結果は年度内に商工会ホー

ムページに掲載すると共に、巡回窓口相談時に直接提供し、小規模事業者の経営判

断及び事業計画策定等に活用する。 

○調査項目 

・事業所基本情報(業種・従業員数など) 

・事業所景況感 (現在の売上状況、売上の推移、前年売上対比、資金繰り、今後の

見通し等) 

・経営上の課題・問題点 

・商工会への要望、支援内容 

②行政・金融機関等実施の景況調査結果を利用した経済動向情報提供【新規事業】 

中部経済産業局・愛知県・愛知県商工会連合会・日本政策金融公庫等金融機関が

行っている経済動向調査のデータを収集し、愛知県内の経済動向を分析する。まと

めた分析結果は、「経済動向調査情報」として年1回作成し、巡回や窓口相談時に

おいて小規模事業者へ提供するとともに、商工会ホームページに掲載し、経営分析

及び事業計画策定等の資料に活用する。 

○情報提供項目 

・県内商工会地区における産業全体景況状況 

・業種別景況状況 

・業界に関連する主要指標 

調査資料名 調査機関 項 目 

あいちの経済 愛知県 

業況、個人消費、物価、生産活動、設備

投資、公共工事、住宅建設、雇用、企業

経営、貿易など 

経済動向・統計データ 中部経済産業局 

業況、生産、海外動向、設備投資、雇用

動向、個人消費、住宅設備、公共投資、

物価動向、資金繰りなど 
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中小企業景況調査 愛知県商工会連合会 
業種別景況(売上額DI・採算DI・資金繰り

DI)設備投資の状況、経営上問題点など 

景気動向調査 地元金融機関 
業種別景況(売上額DI・採算DI・資金繰り

DI) 

(3)目標 

国・愛知県・愛知県商工会連合会や地元金融機関が実施した調査結果の収集を行う

とともに、市内の経済動向に関するアンケートを実施、データを収集・分析を行い、

小規模事業者の持続的な発展に寄与するために必要な基本情報を提供する。 

項 目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

アンケート実施回数 0 1 1 1 1 1 

アンケート回収枚数 0 100 100 100 150 150 

景気動向調査実施回数 0 1 1 1 1 1 

調査結果ＨＰ公表回数 0 1 1 1 1 1 

3.経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)現状と課題 

現在の経営状況分析支援は、巡回窓口業務による相談、個別の記帳指導や金融指

導など、その場限りの経営状況の把握・分析・指導であり積極的に経営状況分析を取

組んでいないのが現状である。 

小規模事業者にとっては、日々の経営に追われ、自社の現状や課題を分析してい

る事業者は少ない状況である。 

(2)目 標 

今後は、現在ある企業が継続するよう小規模事業者へ事業承継に対する重要性を

伝え経営分析データを活用して小規模事業者の実態把握し、経営課題の発見、解決

に結びつける。専門的な課題等については、愛知県商工連合会の嘱託専門指導員や、

中小企業庁のミラサポの専門家やエキスパートバンク、あいち産業振興機構よろず

支援拠点のマネージャー・コーディネーターと連携して小規模事業者の抱える経営

上の悩みに対してより丁寧にサポートすることを通じ個社に合った対応を行い伴走

型支援につなげる。 

(3)経営状況の分析を行う項目 

①基本項目 

経営資源の分析、組織(後継者の状況)、業務体制、財務状況、マネジメント状況(特

に製造業種)、商品サービス内容(商業・サービス業種)、後継者の有無など 

②経営状況把握度が低い小規模事業者 

自社分析(取扱商品製品サービス・役務、経営資源、課題、売上構成、利益)市場分

析(業界の動向、顧客ニーズ、ターゲット)など 

③経営状況把握度が高い小規模事業者 

財務分析(キャッシュフロー、損益分岐点、売上高営業利益率、流動比率、売上総
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利益率、労働生産性、自己資本比率等)、SWOT分析、3C分析、今後のビジョンなど 

(4)経営状況の分析を行う手段 

○経営分析による小規模事業者の経営状況の把握 

巡回訪問・窓口相談の対象者、金融・税務等の個別相談会等の参加者に対し経営

分析の必要性を説明し、売上げが見込める小規模事業者を掘り起こす。中小企業

基盤整備機構の「経営自己診断システム」を経営指導員等が活用して財務諸表を

分析し、同業種との財務指標との比較を行い、経営状況の把握を行う。また、ヒア

リングを実施し業況等を聞き取った上で経営分析を行う。その他、専門的な分析

については愛知県商工連合会の嘱託専門指導員、ミラサポ派遣専門家、あいち産

業振興機構よろず支援拠点マネージャー・コーディネーターなどと連携して経営

分析を行う。 

(5)経営状況の分析結果の活用 

上記経営分析の結果をもとに小規模事業者が自らの立場を知ることにより、今後

の事業展開の方針と事業計画策定の基礎資料として活用する。 

(6)数値目標 

項 目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営状況分析 5件 25件 25件 28件 28件 28件 

4.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)現状と課題 

個別相談のあった小規模事業者に対し、小規模事業者持続化補助金、ものづくり

補助金、経営革新計画策定など補助金などへの応募提案を行うと同時に事業計画の

策定を行っているのみであった。今後は、小規模事業者の発展を支援する上で、外部

環境も踏まえた事業計画の策定を行うことが課題である。 

事業承継、創業希望者に対しては事業承継、創業時の課題を解決する支援に留ま

っており、予想される課題の解決に対しても事前に支援を行うことが必要である。 

(2)目 標 

それぞれの小規模事業者の特性や悩みに沿った事業計画策定し、経営改善を支援

する。 

(3)支援に対する考え方 

小規模事業者の経営状況の分析結果を踏まえ、巡回指導などの個別支援とセミナ

ーなどの集団支援も実施し、事業計画策定が必要な小規模事業者の発掘を行う。 

(4)支援対象者 

①開業後間もない事業者 

②成長安定期の事業者 

③新分野進出・事業転換を考える事業者 

④事業承継時期にある事業者  
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(5)事業内容 

①事業計画策定等に関するセミナー・個別相談会の開催により、事業計画策定を目

指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

②巡回訪問、窓口相談、金融税務相談等の個別相談時に、小規模事業者からの相談

を受けるとともに、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

③前記①②による掘り起こされた小規模事業者に対して個別に事業計画策定の作

成支援を行う。 

④事業主の高齢化や後継者不足による廃業を防ぐため、「事業継承セミナー」※へ

の誘導や事業承継が円滑に進められるよう事業承継計画策定支援を行う。また、

BCP(事業継続計画)対策も一環として捉えて支援する。 

⑤みよし市と連携し特定創業支援計画に基づき、「創業塾」を年1回6日間開催し、

創業希望者の知識向上及び特定創業支援事業に基づく証明書を取得できるよう、

経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識が身につくように支援を行う。 

⑥上記⑤による創業塾を受講できない創業希望者に対しては、経営指導員及び連携

機関の専門家による特定創業支援個別相談会を開催し、経営・財務・人材育成・

販路開拓の4つの知識が身につくように支援を行い、創業希望者が特定創業支援

事業による支援制度を活用し、円滑かつ有利に創業できるよう支援を行う。 

※「事業承継セミナー」の内容事業承継については、事業者に事業承継の重要性に

ついて理解していただくことを目的とする。 

ア 事業承継対策の重要性 

・事業承継の現状、計画的な事業承継対策の必要性 

イ 事業承継対策のポイント 

・事業を次世代に託すための日々の準備 

・事業承継に取り組む上で、経営者が後継者と共に考えるべきさまざまな課題 

ウ事業承継に関するさまざまな支援施策 

・経営承継円滑化法の改正内容 

・施策の活用について 

事業承継セミナーにおいては、専門家、よろず拠点、ミラサポを活用し事業計

画策定を行う。 

(6)数値目標 

項  目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定個別相談会 0 2 2 2 2 2 

事業計画策定件数 5 16 16 19 19 19 

創業塾 1 1 1 1 1 1 

創業個別相談会 1 1 1 1 1 1 

創業計画策定件数 3 5 5 5 5 5 

事業承継セミナー 0 1 1 1 1 1 

事業承継計画策定件数 0 3 3 3 3 3 
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5.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1)現状と課題 

現在、みよし商工会では小規模事業者持続化補助金等の申請手続支援指導及び経

営革新計画申請支援指導の中で事業計画策定支援を実施し、事業者の求めに応じ、

その後の計画実施支援を行っている。また、創業者についても事業者の求めに応じ、

柔軟に支援を実施している。しかしながら、いずれも十分なフォローアップとなり

えていないのが実情である。 

課題は上記3の事業計画策定支援事業者に対し、定期的に訪問するなどして計画が

円滑に実行されることを目的にフォローアップを行い、計画のPDCAサイクルのうち

Check機能の役割を果たし、Action(改善)やPlan(計画)の支援を行うことである。 

支援に当たっては愛知県商工会連合会、よろず支援拠点(あいち産業振興機構)や

ミラサポの専門家等と連携していくなど、小規模事業者の課題に応じた伴走型の指

導・助言を行い、小規模事業者の持続的発展を支援する。 

創業者については、現状よりも濃密に巡回窓口相談指導を実施することにより、

上記と同様伴走型の支援を実施する。 

(2)事業内容 

①事業計画策定後のフォローアップ【事業拡充】 

事業計画策定後、1年目は四半期に1回、2年目は半期に1回巡回訪問指導あるい

は窓口指導を行い、ヒアリングと資料確認により進捗状況のチェックを行うとと

もに、その時々の課題解決に必要な改善について助言を行い、必要な場合は計画

の見直しについて支援を行う。3年目以降は通常の巡回窓口指導で支援を行う。 

高度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した場合、愛知県商工会連合会・よろ

ず支援拠点・ミラサポ等課題に応じた専門家を活用した支援を行う。 

②創業計画策定後のフォローアップ【事業拡充】 

創業計画策定後、1年目は四半期に1回、2年目は半期に1回巡回訪問指導あるい

は窓口指導を行い、ヒアリングと資料確認により進捗状況のチェックを行うとと

もに、経営、財務、人材育成、販路開拓、税務等の課題解決に必要な指導・助言を

行い、必要な場合は計画の見直しを支援する。3年目以降は通常の巡回窓口指導で

支援を行う。 

高度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した場合、愛知県商工会連合会・よろ

ず支援拠点・ミラサポ等課題に応じた専門家を活用した支援を行う。 

③事業承継計画策定後のフォローアップ【新規事業】 

事業承継計画策定後、1年間に半期に1回巡回訪問指導あるいは窓口指導を行い、

ヒアリングと資料確認により進捗状況のチェックを行い、課題解決に必要な指導・

助言を行い、2年目以降は通常の巡回窓口指導で支援を行う。 

高度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した場合、愛知県商工会連合会・よろ

ず支援拠点・ミラサポ等課題に応じた専門家を活用した支援を行う。 
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(3)目 標 

事業計画実現に向けた新たな方策や具体的な事業計画推進に関するフォローア

ップ支援を行う。 

 項  目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画フォローアップ企業数  5 16 32 35 38 38 

事業計画フォローアップ回数 12 64 96 108 114 114 

創業計画フォローアップ企業数  3 5 10 10 10 10 

創業計画フォローアップ回数 3 20 30 30 30 30 

事業承継計画フォローアップ企業数 0 3 3 3 3 3 

事業承継計画フォローアップ回数 0 6 6 6 6 6 

6.需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)現状と課題 

現在、みよし商工会では需要動向を把握するために必要な情報の収集、提供をし

ていない。 

また、域内の小規模事業者においても、特色のある提案型商品・サービスの提供に

着手するものの、ターゲットやニーズを捉えたものとなっていないため、売上の向

上につながらないものがある。 

今後、既存の商品・サービスの改良や新商品・新サービスの提供を計画する小規模

事業所が、消費者の需要動向やニーズにあった商品・サービスの提供ができるよう、

収集した情報の分析、提供を行い、販路開拓を含む事業計画の遂行に繋げることが課

題である。 

(2)事業内容 

①小規模事業者が改良・開発を行う商品・サービスの需要動向調査【新規事業】 

ア 対象事業者 

事業計画策定事業者のうち、既存の商品・サービスの改良や新商品・新サービス

の提供について「みよしの逸品 みよしブランド」制度の認定を受けて販路開拓

を行う計画のある小規模事業所 
※「みよしの逸品 みよしブランド」とは 

内 容：市内事業者が開発した商品等について、全国に誇れる「みよしブランド」として

広く全国に発信することを目的に、みよし市の優れた特産品としてみよし商工会

が認定する制度。 

認定基準：①｢みよし｣らしさ ②独自性･希少性 ③信頼性･安全性 ④市場性･将来性 

イ 調査方法 

a.来場者アンケート 

毎年11月に開催される産業フェスタ会場において、来場者に対しアンケート

の対象となる商品・サービスに関連した項目について職員等が聴き取りのうえ、

アンケート表へ記載する。 

b.モニター調査 
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アンケートの対象となる商品の試作品があれば、対象商品のターゲットとな

りうる来場者を対象に試食、試供を行い、対象商品に関するモニター調査を行う。 

ウ 調査項目 

a. 来場者アンケート（調査対象商品・サービスと同じカテゴリーについて） 

・利用動機  ・利用頻度  ・月平均利用金額  ・利用時の参考情報源  等 

b.モニター調査（試食品・試供品について) 

・満足度  ・好感度  ・価値及び価格評価  ・利用場面  ・ボリューム  等 

c.共通項目 

・年代  ・性別  ・居住地  ・職業  ・未既婚  ・子供の有無等 

エ 分析手段・手法 

分析にあたり市場全体の需要動向把握のため国等の調査データの情報収集を行

い、消費者アンケート・モニター調査の結果と合わせて分析を行う。 

(収集する調査データ) 

・対象商品等の世帯における支出金額・購入数量及び平均価格(家計調査)  

・消費者態度指数・消費者意識指標及び支出予定(消費動向調査) 

・売れ筋商品の平均価格・商品競合診断(日経テレコンPOSEYESデータ)等 

a.消費者アンケート 

市場における調査対象商品・サービスの需要動向、購買傾向の把握を行い、未

対応の消費者ニーズも分析する。 

b.モニター調査 

消費者が感じる新商品等の価値及び経済性等を定性、定量的に分析する。 

オ 分析結果の活用 

a.消費者アンケート 

分析に基づき競合品や代替品との差別化を検討し、提供できる付加価値、自

社の経営資源等を勘案し、改良や開発を行う商品・サービスの商品コンセプ

ト等の方向性の検討、決定に活用する。 

また、自社の現状と市場環境、未対応の消費者ニーズやターゲットが把握で

きることで、参入すべき市場とポジショニングを明確にすることができ、商

品・サービスの改良・開発、自社の経営資源の投下についても効率的に行うこ

とができる。 

b.モニター調査 

分析により新商品等の価値評価と経済性評価を把握することで、価値を最大

化し、収益性があり、競争力のある商品・サービスの改良・開発に活用する。 

(4)数値目標 

項 目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査対象事業者数 

(消費者アンケート・モニター調査の合計) 
未実施 2 2 2 2 2 

1回あたりのアンケート回収数 未実施 100 100 100 100 100 
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7.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)現状と課題、実施の概要 

小規模事業者は、新規顧客を開拓するためのアプローチ方法やターゲットとすべ

き顧客の選定において課題を感じており、かつ自社や商品、サービスのＰＲを苦手

としている。商工会も新規顧客開拓に対し、他の支援機関が開催する展示会の情報

提供するだけに留まっている。 

今後は他の機関と連携を密に情報交換を行い、小規模事業者に販路開拓に関する

情報を提供するとともに、展示会、商談会、物産展やネット販売等に出展をサポート

することで、商談取引成立件数や売上げの増加を支援する。 

(2)支援に対する考え方 

商工会独自の商談会等を開催しても、開催スケールが小さく大きな効果が見込め

ないことから、他の支援機関が開催する展示会の情報提供を行い、販路拡大機会を

必要としている小規模事業者に出展の提案と出展サポートを実施することで需要

の開拓における個社支援に繋げていく。 

さらに小規模事業者の自社ホームページ開発を支援する事業に取組み、小規模事

業者の商圏拡大と販路開拓、拡大に貢献する。 

(3)事業内容 

①他の支援機関が実施する展示会等の開催情報の提供、出展提案【新規事業】 

国、県、市、金融機関等の支援機関等が、販路開拓を目的で開催する展示会、商

談会の情報を事業者に提供していく。事業計画策定・実施支援対象者や経営状況

分析を終了した小規模事業者など、販路開拓に関する支援ニーズが把握できてい

る小規模事業者に対し重点的に出展の提案を行っていく。 

〔情報提供対象〕 

○域内小規模事業者に対しホームページ及び会報により情報提供を行う。 

○事業計画策定支援事業所及びオリジナル性の高い商品や革新的な商品等を有

する事業所には重点的に出展提案を行う。 

〔目的〕 

○域内外へ大きく販路を求める小規模事業所に対し、販路開拓・獲得の機会の

情報提供及び出展提案を行い、販路開拓・獲得の足掛かりとする。 

<目標> 

項 目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

展示会・商談会の情報提供数 未実施 12件 12件 12件 12件 12件 

②展示会等への出展サポート【新規事業】 

展示会、商談会等において商談の成立件数を増やすために必要とされる取組を

アドバイスする。出展前に取組むべき準備と、商談成立後に行なうべきことの両

方について、具体的なアドバイスを個別に行なう。 

ア 出展前に自社や自社商品に興味、関心を抱いてもらえる商品の展示方法、説

明資料の作成、プレゼン手法についてアドバイスする。準備や本番の体制に
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ついても、経営指導員等がサポートし、より多くの商談機会を得られるよう

支援していく。 

イ 商談後は、商談内容をヒアリングし、持続的な取引や、その後の関係を継続

させる手法について、専門家等の意見も踏まえ支援していく。このサポート

を通じて、小規模事業者自らが取引につながる成立確率の高い商談を行なえ

るようにもなり、取引先を開拓できる資質の取得に繋げる。 

〔出展サポート支援対象〕 

○事業計画策定支援事業所及びオリジナル性の高い商品や革新的な商品等を有

し展示会、商談会へ出展する小規模事業者 

〔目的〕 

○展示会、商談会出展による販路開拓。 

○展示会、商談会における商談機会の増大や商談成立及び商談後の持続的取引

の成立 

想定される展示会、商談会、物産展は下記のとおり。 

対象 展示会・商談会等名称 展示会等の特色 主催 

BtoC 
ニッポン全国 

むらおこし物産展 

全国各地の名産品、特産品などの物産

販売や観光PRが行われる物産展。 

出展は350社、特産品等が3,000点以上 

来場者は3日間で約16万人 

全国商工会

連合会 

BtoC 
アンテナショップ 

「まるっと！あいち」 

愛知県の商工会地域における資源を活

用し小規模事業者が開発した、特色ある

加工食品や工芸品などを販売。 

出展は94社事業所(2018.10現在) 

愛知県商工

会連合会 

BtoB メッセナゴヤ 

出展者と来場者相互の取引拡大、情報

発信、異業種交流を図る、名古屋で開催

される日本最大級の異業種交流展示会｡ 

出展は1,432社、来場者は4日間で約

63,000人(2017年開催結果) 

メッセナゴヤ

実行委員会 

BtoB 
ビジネスマッチング 

商談会 

金融機関等のネットワークを活用し、新た

な取引先や販路拡大を目指す商談会。 

出展者数等は開催する金融機関により

異なる。 

金融機関など 

<目標> 

項 目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

展示会出展事業者数 未実施 2社 2社 2社 2社 2社 

展示会販売額 未実施 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

商談会出展事業者数 未実施 2社 2社 2社 2社 2社 

商談成立事業所数 未実施 1件 1件 2件 2件 2件 
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③ITを活用した販路開拓支援≪新規事業≫  

新たな販売チャネルの確立、店舗所在地に捉われないネット販売の特性を活か

した商圏拡大による需要の拡大を図るため、HP作成支援ツールやSNSを活用し、自

社ホームページの開設を支援する。 

ア SHIFT等の周知・活用 

容易にホームページ作成、ネット販売システムが構築できる全国商工会連合

会が運営する事業者支援システム(SHIFT)を活用して自社ホームページの開設

を支援し、事業所の販路拡大に繋げる。 

イ SNSの活用 

FACEBOOK等のSNSを活用したホームページ開設支援を行い、双方向コミュニ

ケーションにより消費者との継続的接触を図ることで顧客関係性を強化し、口

コミ等の拡散による需要拡大に繋げる。 

ウ 企業紹介ページの周知・活用 

みよし商工会のホームページ「344navi」にある企業紹介ページへの掲載を提案

し、個社ホームページとの連携を図ることで、販路拡大、新規顧客獲得に繋げる。 

〔ＨＰ作成支援対象〕 

○事業計画策定支援事業所及びネットショップに適した商品を有する事業者 

〔目的〕 

○新たな販売チャネルの獲得と商圏拡大による販路の開拓、拡大。 

<目標> 

項 目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ホームページ開設支援者数 未実施 2件 4件 5件 5件 5件 

ホームページを通じた商談件数  未実施 2件 4件 5件 5件 5件 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

8. 地域経済の活性化に資する取組に関すること 

(1)現状と課題 

今まで各種イベントを行ってきたが、地域での連携が限定的であった。また、活性

化としては特産品のブランド化についても地域一体で議論する場がなかった。現在

は人口が増加しているものの、将来の人口減少社会の到来を見据え、市内だけの集

客だけでは頭打ちが見込まれるため、市外からも集客を図ることを目的とした取り

組みを行う。 

(2)目 標 

今後はみよし市、みよし市観光協会、JAあいち豊田、関係機関と定期的に情報交換

などの連携を図りながら地域活性化として「みよしブランド」の拡充・掘り起おしを

行い、みよし市の三大まつり・産業フェスタを市外にも周知し、夏まつりなどで小規

模事業者に出店ブースを用意することで市内小規模事業者の認知度向上や顧客の固

定化に活用する。 
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※みよし市の祭りは、夏の三大まつり「三好池まつり」「いいじゃんまつり」「大提灯まつり」があ

り、秋には「産業フェスタ」が開催される。 

(3)事業内容 

①「みよしブランド」拡充支援 

みよし市、みよし市観光協会、JAあいち豊田と連携し

優れた食品・工芸品・工業製品等を「みよしブランド」

として認定し、全国に誇れるブランドとして、広く全国

発信を行い地域経済の発展に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

②マスコットキャラクターを利用した新商品・サービスの開発支援 

みよし商工会のマスコットキャラクター「みよちゃん」、みよし市のマスコットキ

ャラクター「キューちゃん」を利用して、みよし市と連携し、みよし市の魅力や特色

をPRしている。そこで「みよちゃん」「キューちゃん」を利用した新商品・新サービ

スの開発支援を行う。 

③みよし市の特産物を活用した新商品の開発支援 

みよし市には特産物である「柿・梨・葡萄」が有名で、毎年多くの人々が実りの季

節を心待ちにしている。そこで、みよし市のブランド商品を発売するためにJAあい

ち豊田の農産物集出荷施設「グリーンステーション三好」や「産直センター」、「グ

リーンセンター三好店」と連携し、「柿・梨・葡萄」を利用した新商品の開発支援を

行う。 

④みよし市の「三大まつり」「産業フェスタ」への協力 

みよし市には夏の三大まつりとして「三好池まつり」・「大提灯まつり」・「三好

いいじゃんまつり」また、秋に開催される「産業フェスタ」があり、主催であるみよ

し市、みよし市観光協会、あいち豊田農業協同組合、みよし市工業経済会と連携し、

地元商工業への理解やPR、地域の魅力を発信し、地域のにぎわいの創出を図る。 

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)現状と課題 

今までは他の支援機関との連絡会議に参加し、情報交換を行ってきたが、相互の

報告のみに終始したり、一定の支援に限定されたり、小規模事業者の課題解決に向

けた職員の支援ノウハウを高める取組みとは言い難いものであった。 

今後は他の支援機関との会議等を通じて、幅広く支援ノウハウについての情報交

換を行い、他機関の支援の現状について情報共有を行うことで、事業者が抱える経
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営課題に対して個社ごとに適切に対応できるように支援ノウハウの蓄積と支援体制

の構築を行い、他の支援機関との連携を通じた支援力の向上を図ることが課題である。 

(2)事業内容 

①株式会社日本政策金融公庫岡崎支店国民生活事業と管轄内商工会が参加する連絡

会議への出席（年2回） 

㈱日本政策金融公庫岡崎支店国民生活事業と本会を含めた管轄内の14商工会の

職員が参加して年1回開催される「経営改善貸付推薦団体連絡会議」に出席し、㈱

日本政策金融公庫岡崎支店国民生活事業及び参加商工会と支援ノウハウの交換を

行うことで支援力の向上を図るとともに、周辺地域の経済動向等についての情報

交換を通じて支援事業者への事業計画策定支援のための情報を収集する。 

<情報交換相手先> 

・日本政策金融公庫岡崎支店国民生活事業 

・愛知県商工会連合会豊田支部7商工会 

・愛知県商工会連合会西三河支部7商工会 

また、日本政策金融公庫岡崎支店国民生活事業と管轄内の複数商工会の職員が

参加して年1回開催される「金融勉強会」に出席し、支援事例の情報交換を行うこ

とで、財務分析やフォローアップ時の金融支援について支援ノウハウを蓄積する。 

<情報交換相手先> 

・日本政策金融公庫岡崎支店国民生活事業 

・上記支店の管轄内の複数の商工会(各回により参加商工会は異なる。) 

②市内連携機関連絡会議への出席（年1回） 

みよし市、日本政策金融公庫岡崎支店国民生活事業、市内金融機関、大学、商工

会が参加する市内連携機関連絡会議に出席し、市内の最新の経済動向等を把握す

るとともに、参加機関の支援ノウハウの交換を行うことで支援力の向上を図り、

各機関が支援する小規模事業者に対するフォローアップ時の相互連携体性を整え

支援力を向上する。 

<情報交換相手先> 

・みよし市                    ・日本政策金融公庫岡崎支店国民生活事業 

・名古屋銀行三好支店          ・岡崎信用金庫三好支店 

・豊田信用金庫三好支店        ・豊田信用金庫三好北支店 

・碧海信用金庫みよし支店      ・東海学園大学 

③その他連携機関の担当者の相互訪問による情報交換（年各1回以上） 

本会が小規模事業者の経営支援を行うに当たり連携する各機関の担当者と相互

に訪問を行い、各連携団体が専門とする分野についての最新の情報の把握を行う

と共に、支援ノウハウの交換を行うことで本事業に必要とする支援力の向上を図

る。担当者が個別に情報交換を行うことで、ケースに応じた支援ノウハウの情報

交換が可能となる。 

<情報交換相手先> 

・愛知県商工会連合会          ・中小機構中部本部 

・愛知県よろず支援拠点        ・あいち産業振興機構 



１９ 

 

・愛知県信用保証協会          ・日本政策金融公庫岡崎支店国民生活事業 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)現状と課題 

今までも経営指導員を中心に小規模事業者に対し巡回窓口等により経営支援を行

っており、経営支援に必要な知識を持っているものの、本事業で実施する事業計画

策定・実施支援、フォローアップといった支援を行うにはより一層のスキルが必要

であり、各職員がそれに対応できる十分な知識を有しているとは言い難い状況である。 

また、若手職員については事業者に対し基礎的な支援を行う機会が多いが、そのよ

うな支援から本事業で実施する事業計画策定・実施支援のきっかけになることも多いことか

ら、当然に先輩職員や経営指導員にそれらの支援を繋げるだけの能力は必要である。 

現状、経営指導員のより一層の資質向上が必要であり、その他職員についても支

援能力の向上に向けた取組みが必要である。 

今後は全職員がそれぞれの役割に合った資質向上と支援能力の向上を図り、職員

間の連携を密にすることで経験を通じて得る支援ノウハウの共有化を進めること

で、組織全体の支援能力のレベルアップを図る仕組みを作ることが課題である。 

(2)事業内容 

①外部研修会等の積極的活用と情報共有 

県、愛知県商工会連合会、その他支援団体が開催する研修会、セミナー等に参加す

る。参加にあたっては職種や経験年数などを勘案して偏りのないように参加者を決

定し、それぞれの職員の資質向上に繋がるようにする。 

また、受講した職員は毎日行う朝礼において受講内容の概要を報告することで情

報を共有し、必要があれば後述する毎月1回開催する職員勉強会において詳細を報告

することで支援ノウハウの共有を図る。 

②OJTによる資質向上 

経営指導員を中心にある程度の支援能力のある職員については、国、県、愛知県商

工会連合会の施策を活用した事業者への専門家派遣に同行・同席し、支援ノウハウ

を吸収することで支援能力の工場を図る。 

また若手職員等については、巡回窓口指導において経営指導員とチームを組んで

小規模事業者を支援することにより、指導・助言内容、情報収集方法を学び、ＯＪＴ

による伴走型の支援能力の向上を図る。 

③職員勉強会の開催（毎月1回） 

本会職員により毎月1回、経営指導員等の支援ノウハウの共有及び研修等で習得し

た知識の共有のための職員勉強会を開催する。また勉強会においては職種、経験年

数に関係なく積極的に意見交換を行い、個々の職員が持つ支援ノウハウをブラッシ

ュアップすると同時に組織全体の支援能力のレベルアップを図る 

④全国商工会連合会が運用する基幹システム(データベース)の利活用の促進 

全職員が巡回窓口指導における支援内容を他の職員が見てもわかるように入力す

ることで他の職員の支援プロセスを学ぶツールとして活用する。また支援事業者の

状況等を職員間で共有できるようにすることで、担当外でも一定の対応をできるよ
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うにし、組織全体で支援する体制を整える。 

(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 

①事業の成果・評価・見直し 

みよし商工会中小・小規模企業振興基本条例委員会と外部有識者(大学准教授、市

役所担当者等)で構成する経営発達支援事業評価検討委員会(仮称)を組織し、年1回

担当者から事業の実施内容と成果を報告のうえ、委員会において事業の評価と見直

しの決定を行う。 

ア 経営発達支援事業評価検討委員 

a) 中小・小規模企業振興基本条例委員 

(構成メンバー) 

・みよし商工会副会長              ・みよし商工会理事 

・みよし商工会工業部会長          ・みよし商工会商業・サービス業部会長 

・みよし商工会建設部会長          ・みよし商工会食品部会長 

・みよし商工会青年部長            ・みよし商工会女性部長 

b)外部有識者 

・東海学園大学准教授 

・みよし市役所産業課主幹 

・中小企業診断士 

②事業の成果・評価・見直し結果の公表 

事業の成果と評価及び委員会で決定した見直し結果をみよし商工会ホームページ

において計画期間中公表する。 

 

【計画】 

評価検討委員会に

おいて計画決定 

【実行】 

事務局にて計画

を実行 

【見直し】 

評価に基づき見

直し計画を策定 

〔事務局ほか〕 

【評価】 

評価検討委員会に

おいて成果の評価 
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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30年9月30日現在) 

(1)経営発達支援事業の組織体制 

○事業実施体制 

・事務局長    1名 本事業全体の企画立案を統括し、執行の管理等を行う。 

・経営指導員  3名 本事業全体を企画立案し、主体的に執行、連携機関との連絡調整 

等を行う。  

・補助員      2名 本事業を補助的に執行し、経営指導員のサポートを行う。  

・記帳指導職員3名 本事業を補助的に執行し、経営指導員のサポートを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)連絡先 

名 称：みよし商工会 

住 所：〒470-0224  愛知県みよし市三好町大慈山2番地11 

電 話：0561-34-1234 

ＦＡＸ：0561-34-5799 

メール：miyoshi@aichiskr.or.jp 

 

  

事務局長 

経営指導員 経営指導員 経営指導員 

補助員・記帳指導職員 

サポート 

小
規
模
事
業
者
等 

支
援 

評
価 

 
 

見
直
し 

報
告 

mailto:miyoshi@aichiskr.or.jp
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(別表3) 

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

(単位  千円) 

項 目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 77,700 78,700 76,290 77,290 78,290 

 

1 各種調査費 

2 講習会･相談会開催費 

3 事業計画策定支援費 

4 フォローアップ支援費 

5 販路開拓支援費 

6 産業フェスタ事業費 

7 委員会開催費 

8 人件費(9名分) 

500 

200 

900 

300 

180 

1,000 

120 

74,500 

500 

200 

900 

300 

180 

1,000 

120 

75,500 

500 

200 

900 

300 

270 

1,000 

120 

73,000 

500 

200 

900 

300 

270 

1,000 

120 

74,000 

500 

200 

900 

300 

270 

1,000 

120 

75,000 

(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 

1.愛知県小規模事業経営支援事業費補助金 

2.国・全国連等の補助金 

3.市補助金(みよし商工会補助金) 

4.会費収入 

5.特別賦課金 

6.手数料・使用料収入 

(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.地域の経済動向調査に関すること 

・地域経済動向調査に係る情報提供と分析に係る連携 

2.経営状況の分析に関すること 

・専門的な分析に係る連携(専門家派遣等) 

3.事業計画策定支援に関すること 

・専門的な課題解決を図るために実施する事業計画策定に係る連携(専門家派遣等) 

・事業承継計画策定に係る連携(専門家派遣等) 

・創業塾開催に係る連携 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

・高度かつ専門的なフォローアップ支援に係る連携(専門家派遣等) 

・事業実施のための資金調達、補助金、法認定等に係る連携 

5.需要動向調査に関すること 

・調査についての個別の項目出し、調査結果の分析、活用に係る連携 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・展示会等の情報の提供と出店に係る連携(専門家派遣等) 

・展示会等への出店サポートに係る連携(専門家派遣等) 

・ITを活用した販路開拓支援に係る連携(専門家派遣等) 

7.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

・特産品開発に係る連携 

連携者及びその役割 

【行政】 

◎みよし市              ※役割:補助金・法認定申請、創業計画策定、特産品開発 

市 長 小野田賢 治  みよし市三好町小坂50 

◎愛知県                ※役割:情報提供、各種施策 

知 事 大 村 秀 章  名古屋市中区三の丸3-1-2 

【関係団体】 

◎愛知県商工会連合会    ※役割:情報提供・分析、専門家派遣 

会 長 新 美 文 二  名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち16階 

◎中小機構中部本部      ※役割:経営分析、専門家派遣 

本部長 三 澤  孝  名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階 

◎愛知県よろず支援拠点  ※役割:専門家派遣 

チーフコーディネーター山 中 康 裕  名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち14階 

◎あいち産業振興機構    ※役割:情報提供、専門家派遣 

理事長 梶 藤 和 彦  名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち14階 

【金融機関】※役割:情報提供、創業計画策定、資金調達 

◎日本政策金融公庫岡崎支店 支店長 硯 見  仁  岡崎市唐沢町1-4-2 朝日生命ビル1階  
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◎愛知県信用保証協会     理事長 小 川 悦 雄  名古屋市中村区椿町7-9 

◎豊田信用金庫三好支店   支店長 高 橋 純 夫  みよし市三好町湯ノ前119 

◎豊田信用金庫三好北支店 支店長 土 井 尚 貴  みよし市福谷町蓬平地22-1 

◎碧海信用金庫みよし支店 支店長 神  真 澄  みよし市三好町上259 

◎岡崎信用金庫三好支店   支店長 加 藤 潤 悟  みよし市三好町前田11-1 

◎名古屋銀行三好支店     支店長 石 倉  亮  みよし市三好町木之本59-1 

【その他】 

◎東海学園大学            ※役割:創業計画策定 

学 長 松 原 武 久          みよし市福谷町西ノ洞21番地233 

◎あいち豊田農業協同組合  ※役割:特産品開発 

代表理事組合長  柴 田 文 志 豊田市西町4-5 

連携体制図等 

  

みよし

商工会

連
携

【経済動向調査】

→行政

→関係団体

→金融機関
【経営状況分析】

→関係団体

→金融機関

【需要動向調査】

→関係団体

【新たな需要開拓】

→行政

→関係団体

→金融機関

【地域経済活性化】

→みよし市

→ＪＡあいち豊田

【計画策定後支援】

→行政

→関係団体

→金融機関

【事業計画策定】

→関係団体

→金融機関

→東海学園大学


	【みよし商工会】計画概要
	【みよし商工会】別表1～4

