
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
藤岡商工会（法人番号 6180305006017） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

小規模企業活性化経営者を育成するために、下記の目標を掲げる 

１．小規模事業者の事業計画を 5年間で 70 事業所の策定を行う 

２．小規模事業者の創業者を 5年間で 15 事業所の支援を行う 

３．事業計画を策定した事業者の中から、藤岡ブランドを 5年間で 10 事

業所を認定し、地区内外の新たな需要の開拓支援を行う 

事業内容 

１. 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（ア）地区内小規模事業者への定期調査の実施 

（イ）金融機関との定期的な連絡会議の開催 
（ウ）行政及び関係団体の景況調査結果の提供 

 

２．経営の分析に関すること【指針①】 

（ア）記帳指導対象者に対する経営分析 

（イ）金融斡旋相談者に対する経営分析 

（ウ）巡回及び窓口相談時の経営分析 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（ア）創業塾における事業計画策定支援 

（イ）事業計画策定セミナーにおける事業計画策定支援 

（ウ）巡回及び窓口指導による事業計画策定支援 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（ア）巡回及び窓口指導による事業計画書の定期検診 

（イ）創業事業計画書策定後のフォローアップ 

（ウ）専門家派遣実施によるフォローアップ 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（ア）個社の新商品・試作製品・新サービスのモニター調査実施及び 

日経テレコンサービスの活用 

（イ）行政及び関係団体の需要動向調査結果の提供 
 
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】 

（ア）商工会 100 万会員ネットワークサービス内の 

オンライン販売システム導入支援

（イ）事業所紹介パンフレット及び自社製品展示スペースの活用 

（ウ）「とよたの特産品展」への参加支援 

（エ）近隣ビジネスフェアへの参加支援 

（オ）アンテナショップ等への出展支援 

連絡先 藤岡商工会 TEL0565-76-2612  FAX0565-76-0205 
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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 

【地域の現状と課題】 

１）立地 

藤岡地区は、愛知県のほぼ中央に位置している豊田市内にあり、東を同じ豊田市内の

足助地区、北を同じく豊田市内の小原地区、西は瀬戸市及び岐阜県土岐市、南は旧豊田

市地区に接する、面積 65.58km2 の中山間地域である。 

地勢は、東部は矢作川の上流域、最北部は岐阜県三国山の麓に位置する西市野々地内

最高地点で海抜 650m、最南部の西中山地内で海抜 100m と南へ傾斜して、西中山地内は

平坦な土地が開けている。 

森林地域が地区全域の 82%を占めているが、ほとんどが南部を除く地区に広がってお

り、北部と南部で山と平野の境界の町となっている。 

自然資源が豊富な北部は、最近になって南部方面とのつながりが強くなってきたが、

以前は隣接する瀬戸市、岐阜県土岐市との交流がなされていた。また、中山間地特有の

急峡な地形なため、住宅地や工業地等の造成について場所が限定されること、都市計画

区域区分も市街化調整区域のため、南部の平坦な地形や区域区分条件からすると不利な

条件になっている。 

中部は、その中央に位置する飯野地区に東西南北に走る主要道路が集中し、そこに行

政や各種商業施設が立地し中心地区として発展してきた。とくに大正時代・昭和戦前時

代においては隣接する瀬戸市へ窯業の原料となるサバ土を供出していたこともあり、活

気に満ち溢れていた。 

南部は、中部に比べて開発が遅れた地域であった。それが隣接する豊田市の自動車産

業が発展するのと平行して、特に西中山地区において住宅開発が進み、めざましい発展

を遂げた。昭和 47 年には猿投グリーンロード、平成 17 年には東海環状自動車道藤岡イ

ンターチェンジの開通があり、名古屋市や他地区との交流が盛んになった点でこの地区

の開発を飛躍的に進展させた。 

東部は、矢作川が障害となって交通の便が悪く、開発が遅れがちであった。 

平成 17 年 4 月 1 日に藤岡町を含む周辺の 6町村が旧豊田市と合併した。 
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       【豊田市位置図】        【豊田市地区内位置図】 

  
 

 

 

 

２）人口 

昭和 60 年の国勢調査人口は、6,575 人だったのが、平成 7 年には、15,369 人と急激

に増加した。豊田市と合併した平成 17 年には、19,227 人、平成 22 年には、19,431 人

と人口の伸び率は鈍化している。 

昭和から平成にかけての急激な人口の伸びは、転入者数が爆発的に増加しているのが

直接の要因である。これは、豊田市等へ通勤する人々の住宅需要が高まり、通勤可能な

周辺地域での宅地購入が進んだために生じた変化である。急増した転入者の大部分が若

年層であったため、藤岡地区の平均年齢を低下させ、平成 7 年には 32.8 歳と日本で最

も平均年齢の若い市町村「日本一若い町」となった。しかし、こうした人口変化が地区

内で一様に生じたわけでなく、かなり地域差をもって生じたことが藤岡地区の特徴であ

る。 

もっとも人口が増加した地区は、最南部の西中山地区である。昭和 40 年に 769 人で

あった人口は、平成 17 年には 7,005 人となり 40 年間で 6,000 人以上の人口増加となっ

た。これは、この 40 年間の藤岡地区全体の人口増加数の 4 割ほどになる。藤岡地区が

豊田市との結びつきを強めていく中で、豊田市に最も近接している西中山地区で前述の

ように宅地購入して転入した人々が多かったためである。 

東部や北部（一部地域を除く）は宅地開発が進まなかったため人口増加が進まなかっ

たため、現在は人口が減少している地区も少なくない。 
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【藤岡地区断面図】 

 
 

              【藤岡地区人口の推移】 

  
資料 豊田市ホームページより作成 

 

 

 

 

 

    【人口ピラミッド】            【平均年齢の推移】 
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３）行政 

豊田市藤岡地区は、平成２８年から３ヶ年を見据えた「藤岡地域核都市再生整備計画」

を策定している。 

これは、藤岡中心部に位置する飯野地区にある「豊田市役所藤岡支所庁舎」を建て替

えるとともに周辺に立地している「藤岡交流館」を移転併合、複合施設として建設する

計画である。 

計画によると、複合施設は現在の藤岡支所駐車場に建設する。完成後に現庁舎を解体

撤去、駐車場として整備する。施設規模は支所庁舎部分が面積約１０００平方㍍、交流

館部分が約１５００平方㍍として合計面積約２５００平方㍍を想定している。 

現在の藤岡支所庁舎は、鉄筋コンクリート造３階建て延べ２６９０平方㍍。藤岡交流館

は、鉄骨造２階建て延べ１４３０平方㍍。移転後の施設利用等については今後検討する

計画となっている。 

 同事業は、支所庁舎と交流館を合築することで地域の核と位置付ける。行政関係機関

の集約による行政サービスの利便性向上、生涯学習やふれあいの場として地域住民に親

しまれる地域の拠点を整備する。複合施設建設のほか、バスターミナルの整備や進入路

整備等を実施する計画となっている。 

 

 

４）事業所・企業 

平成 18 年の事業所・企業数は 507 事業所、従業員は 8,330 人となっている。事業所

数は、平成 16 年の前回調査と比較して 0.02％の微増に転じ、従業員数でも 0.16％増と

伸長している。 

一方、民営事業所の存続・新設・廃業別の事業所数をみると、平成 13 年から平成 16

年の間に 25 事業所が新設され、68 事業所が廃業している。 

また、事業所の開業率は 0.05％にとどまっている一方で廃業率は 0.11％となってい

る。 

 

 

 

  事業所数・従業員数の推移 
 事業所数 対前回増減率 従業員数（人） 対前回増減率 
H11 年 529 － 6,936 －

H13 年 558 0.05% 7,797 0.11%

H16 年 499 -0.01% 6,969 -0.11%

H18 年 507 0.02% 8,330 0.16%

    資料 総務省「事業所・企業統計調査」より作成 
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  存続・新設・廃業別民営事業所数 
 平成

16 年 

平成

13 年 

平成 13 年～16

年 

存続 

事業

所 

新設 

事業

所 

開業

率 

廃業 

事業

所 

廃業率 

増加

率 

増減

率 

事業

所数 

499 558 -43 -7.7% 490 25 0.05% 68 0.11%

    資料 総務省「事業所・企業統計調査」より作成 

 

 

平成 27 年 9 月現在の地区内商工会員数は 326 事業所であり、うち小規模事業者数は

257 事業所である。経済センサスの地区内商工業者のうち小規模事業者数は 351 事業所

であるため、組織率は 73.2%である。 

近年の商工会員の加入・脱退状況を見てみると、平成 24 年を境に脱退数が大幅に増

え、廃業を理由に脱退された方は、平成 21 年を境に増え始めている。近年、廃業を理

由に脱退された会員のうち、商業部会員（商業者、飲食業、サービス業）が多く、平成

21 年度より脱退会員の 7割を占めている。 

 

 平成 18 年～20 年 平成 21 年～23 年 平成 24 年～26 年 
加入数 35 25 38 
脱退数 21 18 42 

内廃業を理由 12 12 31 
割合 57.1％ 66.6% 73.8% 

内商業部会員 7 9 23 
割合 58.3% 75.0% 74.2% 

    資料 藤岡商工会「総代会資料」より作成 

 

 

５）商工業等の現状 

平成 18 年の事業所・従業員数を産業別にみてみると、事業所数では「製造業」の割

合が最も高く、全体の 23.7％を占めている。次いで、「サービス業（他に分類されない

もの）」の 16.8％、「建設業」15.0％、「卸売・小売業」14.2％等となっている。 

一方、従業員数では、製造業が全体の 66.1％で最も高い割合となっている。次いで、

「卸売・小売業」8.9％、「サービス業（他に分類されないもの）」7.2％、「飲食店・宿

泊業」4.5％、「建設業」3.7％の順となっている。 

産業別の推移を平成 13 年と平成 18 年の比較からみると、事業所数・従業員数ともに

増加している業種は、「金融・保険業」「教育・学習支援業」「医療・福祉」の順となっ

ている。 

一方、「卸売・小売業」「鉱業」「サービス業（他に分類されないもの）」「建設業」で

は、事業所数・従業員数ともに減少している。 
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（地域の課題） 

 上記の状況から、藤岡北部地区は昔から住んでいる住民が高齢化し、南部地区は地区

外から転居してきた若い住民が多い。あわせて、藤岡地区のコミュニティも北部と南部

が分かれており、藤岡地区の中で２つの町が形成しつつある。北部と南部が別々の地域

活動を行うことで、連携が希薄になり藤岡地区全体での町の活力が失われつつある。 
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（商業の課題） 

 当地区は、車でのインフラ整備が整っており、豊田市中心部まで 40 分、名古屋市駅

まで高速道路を使用すると 1時間圏内の場所にあり、地区外へのアクセスが容易である

ため、消費者である住民は地区外へ流出している。平成 7年以降、当地区南部にトヨタ

生活協同組合ができたため、生鮮食品、最寄り品等の流出は若干収まった。当地区北部

に関しては、昔から営んでいる商店は主要幹線道路沿いに商店が点在している状況であ

り、商店街は形成されていない。さらに、北部地区では、生鮮食品を取り扱うスーパー

も無いような状況であり、岐阜県側にも消費者の流出が起こっている。 

 また、近年になって、コンビニエンスストア等の進出が激化し、業者間の競争のあお

りを受ける形で、同業態の小売店の規模縮小、廃業等が起こり現在も続いている。 

 

（工業の課題） 

 当地区の元々の地場産業は、良質な陶土の産地として窯業原料の製造で栄えた地区で

あり、瀬戸市や土岐市との繋がりが深い地区であった。近年は、豊田市中心部までのア

クセスが良いことからトヨタ自動車関連工場と取引をしている工業者が多く、ものづく

りに対する技術面は、今も昔も他地区と比べて高い水準を持っている。しかし、共に取

引先が業種的に他地区に限定されており、高い技術力を持っていても、地区内間での取

引が少なく業者間での連携不足が否めない。 

 

 

【当商工会の事業者支援の現況と課題】 

当地域における小規模事業者は、製造業においては、自動車産業の一翼を担い、商業・

サービス業においては、増加の一途をたどった人口の消費生活に寄与してきた。しかし

ながら、大半の小規模事業者は、一代で創業し時流の中で発展を遂げてきたが、高齢化

とともに、後継者不足、大型店やコンビニエンスストア等の出店による競争の激化等の

環境の大きな変化により、廃業等により減少の一途をたどってきた。 

 その原因は先に挙げた要因のほかに、最大のものとして経営者自身の経営に対する

「意欲の減退」が挙げられよう。 

 激しく変わる環境の中で自分の行く道を見失い、現状への対応に追われるうち、気が

ついた時点では、経営の継続さへ困難な状況に陥ってしまっていたのではないだろう 

か。 

 そこには、経営者自身が本来備えなければならないはずの「経営目標」、「経営理念」、

「経営ビジョン」等が欠如していたからにほかならない。 

 経営は、特に小規模事業者は、経営者自身の考え方、性格、そして資質も含めて、そ

れらによって左右される。 

 つまり、小規模事業者の経営の現況は、現在の経営者のありのままの姿が投影されて

いると言っても過言ではないだろう。 

 今までの商工会のあり方は、対処療法的な部分が多く、例えば資金繰りが大変だから

お金を貸して欲しい等、課題が起きたことによって対処してきた。 

 課題解決の支援も必要だが、経営者自身のやる気を起こさせる原因療法的な解決を目

指す支援が必要と思われる。 
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【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 「最終的な目標として、全小規模事業者の経営の（経営者の）「強み」、「弱み」を

把握し、経営者自身の価値観を明確にし、さらにそれを経営者自身の「目標」や「ビジ

ョン」につなげる」 

 経営者の持つ価値観は、そのまま行動や、言動に映し出される。 

 「目標」や「ビジョン」は価値観に沿ったものでなければ意味をなさない。 

 そして、それらを踏まえたうえで事業計画の策定につなげたい。 

 自分の目標が明確であれば、取り巻く環境に左右されたり同業者等と比べたりするこ

とはなくなるであろう。 

 自分の目標を追求することが最優先となるからである。 

 また、自分の目標に向かって前に進み続けることになる。 

 経営者自らが、「自分がどうしたいのか」、「自分がどうありたいのか」、それを明確に

することが最も重要なことである。 

 その前段階となる短、中期的な目標として、まずは経営分析を徹底的に行い、さらに

「強み」、「弱み」を検証し、伸ばすべき部分、改善を要する部分を明確にする。 

 小規模事業者を選抜し、成功体験を積み重ねた上で全小規模事業者に実施する。 

 その中で、本計画を実施するにあたり中心となるのは経営指導員である。 

 経営指導員は、伴走者となって小規模事業者に寄り添わなければならない。 

 伴走者は、二つの大きな役割が与えられている。 

 一つは、目標へ向かう小規模事業者がその途次で遭遇するであろう様々な問題、金融、

税務、経営、労働、情報化等である。当然これらは、障害として問題を解決し乗り越 

えていかなければならない。 

 そして、もう一つの役割は、小規模事業者が、目標へ到達するまで、小規模事業者が

途中で道をそれたり、選択に迷ったりするときに適切にアドバイスを行い、目標地点ま

で寄り添うことである。そしてこの役割は大変に重要な役割である。 

 さらに加えて、目標と道程を繰り返し確認することである。 

 反復し確認を行うことで目標を達成しようとする意欲は保持され続けるであろう。 

 この二つの大きな役割を果たすためには、経営指導員自らも知識を深め、また、絶え

ず立ち位置を確認するための情報網を構築する等の努力を怠ることはできない。 

 目標は、到達することで終わりではない。 

 到達感、満足感が生じたらその時点で終わりを迎えてしまう。 

 今までを上まわるさらに大きな次の目標が新たに生まれ、それに向かって進まなけれ

ばならない。 

 そうなることで、いつまでも意欲的に経営にあたることになろう。 

 そうした経営者が一人でも多く生まれるように指導すること、寄り添うことが当商工

会の目標である。 

 そして、小規模事業者が自らの価値観に基づき、将来を見定めた「ビジョン」「理念」

「事業計画」を策定し、積極的な経営を行うことで、経営者自身が活き活きとし、生き

がいをもって経営することができる人材が一人でも多く輩出することで、地域全体が活

気に満ちることになる。そのため、パレートの法則（※１）に基づき、小規模事業者の

事業計画を5年間で地区内商工業者数の20%である70事業所以上の策定支援を行うこと
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を本計画の最大の目標とし、小規模事業者の振興を図り意欲ある地域づくりを目指しま

す。 

 

（※１）パレートの法則 

イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが 発見した冪乗則。経済において、全体

の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという理論。 

パレートの法則に基づき組織の中で 20%の事業所が、率先してリーダーシップを発揮す

れば組織が活性化するため。 

 

 

 

【取組の目標】 

小規模企業活性化経営者を育成するために、下記の目標を掲げる 

① 小規模事業者の事業計画を 5年間で 70 事業所の策定を行う 
② 小規模事業者の創業者を 5年間で 15 事業所の支援を行う 
③ 事業計画を策定した事業者の中から、藤岡ブランドを 5年間で 10事業所を認定し、
地区内外の新たな需要の開拓支援を行う 

 

 

【実施方針】 

小規模企業活性化経営者を育成する。 

小規模企業活性化経営者とは、経営者が自らの価値観に沿って経営目標を設定し、段

階ごとに目標を達成することで最終目標（最も価値ある目標）に到達する者のことを言

う。 

 特に小規模事業者の経営は、経営者の資質に依るところが大きいことから、明確な目

標を屹立することで、ぶれない経営、環境に左右されない経営、確固たる信念に基づい

た経営が求められるからである。 

 そこで藤岡商工会では、経営者個人の資質に着目し、小規模事業者の活性化の最重要

ポイントは、小規模企業経営者を活性化させることである、として、以下に掲げる実施

方針を順次実施していく。 

藤岡商工会は、地区内小規模事業者の 20％あたる 70 事業所の事業計画を策定するに

あたり、経営の（経営者の）「強み」、「弱み」を把握し、経営者自身の価値観を明確に

し、さらにそれを経営者自身の「目標」や「ビジョン」につなげ、事業者に寄り添った

プライマリ・ケア（※１）型の支援を行う。 

さらに、未開発の創業予定者を地元金融機関と連携し掘り起こしを行い、創業事業計

画を策定し、創業後の 3年間は廃業確率が高いため重点的にフォローアップする。 

また、事業計画策定した事業者の中から、商工業者の見本となる藤岡ブランド事業所

として認定し、商工会として PR 活動をバックアップし、地区内各種祭典への優先的な

出店、他地区への特産品展への出店、地区内事業マッチング等を積極的に行う。 

なお、本事業を確実に遂行するために下記のとおり検証委員会を設置し実施する。 
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ＰＬＡＮ 経営発達支援計画 平成 29 年度

ＤＯ 上記計画に基づく事業実施 ５年間 

ＣＨＥＣＫ 各事業年度終了時に進捗状況の検証と計画年度終了時に

達成状況を検証する。 

検証委員には、外部有識者、組織内委員等を予定する。 毎事業年度 

ＡＣＴ 検証後、全面的改訂も含め計画の見直し、再計画の策定を

行う。 

 

（※１）プライマリ・ケア 

大きな病院での専門医療に対して、ふだんから何でも診察し相談にも乗ってくれる身近

な医師（主に開業医）による総合的な医療。必要なときは最適の専門医に紹介する。 

 

 

 

【本事業概要図】 

 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 
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（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２９年４月１日～平成３４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（小規模事業者への直接的支援） 

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） 

 経済動向の情報は、巡回や窓口指導の中で必要に応じ、口頭での聞き取りにとどまっ

ており、情報サンプル数の不足及びリアルタイム性に欠けている。また、様々な経済動

向の情報が溢れており地区内及び業種別に合った情報を提供できていないのが課題で

ある。 

 今後は、地区内小規模事業者に対し、四半期毎に経済動向の調査を行い、取りまとめ

た 

内容を地区内用にカスタマイズした情報を提供し、事業計画の策定資料として活用す

る。 

 

（事業内容） 

（ア）地区内小規模事業者への定期調査の実施（新規実施） 

 藤岡商工会員 327 事業所の中から地区内で特徴的な業種の小規模事業者、18 事業所に

対して四半期毎に、藤岡商工会独自ヒアリングシートを使い、経済動向調査のアンケー

トを行い、回答データの集計及び分析を行い、分析結果は商工会ホームページに掲載す

るとともに、事業所への巡回時や窓口相談の際、情報提供する。 

 また、集計したヒアリングシートは、様々な資料に活用できるようにデータ化し職員

内で共有する。 

 

対 象 者 商業者、工業者、サービス業者、窯業者、建設業者、その他 

調査項目 売上、採算、仕入単価、従業員、在庫、業況、設備投資、資金繰り

についての現状と見通し（３ヶ月先）等 

調査手順 巡回及び窓口相談時による調査を行い、藤岡商工会独自ヒアリング

シートを使い、対象業種別に 18 事業所（6業種×3事業所）を四半

期毎（調査期間は 4～6月、7月～9月、10 月～12 月、1月～3月）

に調査を行う 

提供方法 商工会ホームページ及び巡回及び窓口相談時による提供 

 

 

イ）金融機関との定期的な連絡会議の開催（拡充実施） 

 創業期にある創業予定者は、商売の看板を掲げていないので把握することがなかなか

困難である。そこで、日々集金等で住民に対し巡回している地区内の金融機関との定期

的な連絡会議を実施することにより、創業予定者情報を中心に、地区内の地域の経済動

向等を把握し、創業者の掘り起こしを行う。日本政策金融公庫とは現在実施しているマ

ル経協議会（※１）とは別に、金融１日相談会時に連絡会議を実施する。そして収集し
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た情報を分析し、巡回及び窓口相談時に提供し、事業計画策定等の資料として活用して

もらう。また、創業予定者には、創業塾への参加を促す。 

 

（※１）マル経協議会 

小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協議会の略で、日本政策金融公庫岡崎支店管内

の商工会が集まり、各地域の経済動向と金融支援の状況等に関する情報交換及び情報共

有を実施する協議会 

 

対 象 者 豊田信用金庫藤岡支店、瀬戸信用金庫藤岡支店、日本政策金融公庫

岡崎支店 

調査項目 創業予定者情報、地区内の景気、経済動向、融資件数、資金使途、

時価、空き店舗及び空き地情報、業況、業界情報、他地区の経済動

向等 

調査手順 地区内金融機関とは四半期毎に連絡会議を開催 

日本政策金融公庫とは年 1回開催されるマル経協議会、夏と年末に

開催する金融１日相談会時に連絡会議を開催 

提供方法 巡回及び窓口相談時による提供、創業予定者には創業塾の告知 

 

 

ウ）行政及び関係団体の景況調査結果の提供（新規実施） 

 国、愛知県、豊田市、愛知県商工会連合会等が行っている下記の経済動向調査のデー

タを収集し、地区内との関連性を考慮し経済動向を分析する。 

 分析結果は、巡回及び窓口相談時に提供し、事業計画策定等の資料として活用しても

らう。 

 さらに、小規模企業白書を中心とした内容を把握し、職員間で共有することにより時

代の趨勢にあったそれぞれの業務の指導に反映させる。 

 

情報提供元 情報提供内容 

中小企業庁 小規模企業白書、中小企業白書、中小企業景況調査報告書、 

中小企業実態基本調査 

全国商工会連合会 小規模企業景気動向調査 

愛知県商工会連合会 中小企業景況調査報告書 

愛知労働局 最近の雇用情勢 

豊田市 景況調査 

豊田商工会議所 豊田景気実感調査 

日本政策金融公庫 景況調査結果 

豊田信用金庫 地区内金融機関の景況調査結果 
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瀬戸信用金庫等 

 

 

（目標） 

項目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

地区内小規模事業

者定期調査 
0事業所 18事業所 18事業所 18事業所 18事業所 18事業所

金融機関連絡会議 1回 7回 7回 7回 7回 7回

関係団体情報収集 0回 4回 4回 4回 4回 4回

 

 

２.経営の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題、実施概要） 

 巡回相談・窓口相談は、年間あわせて約 800 件実施している。しかし、対処療法的な

成果は表れてきているものの、原因療法的な解決できる分析ができてないことも事実で

ある。具体的には、金融斡旋指導に対しても資金繰りの分野での指導、記帳指導に対し

ても経理、税務の分野での指導にとどまっており、経営分析をとおして総合的な経営分

析まで達していないのが課題である。 

 今後は、全国商工会連合会が提供している経営分析システムを活用して小規模事業者

の経営分析及び課題抽出を行う。 

 また、分析と合わせて自社の事業の成長段階を知ることにより、各成長期にあわせた

適切な経営指導と相まって、より効果的な支援を行う。 
 
（事業内容） 

（ア）記帳指導対象者に対する経営分析（新規実施） 

 記帳指導対象者の中で、経営分析が必要と思われる事業者を選抜し、決算データの入

力により経営分析ができる全国商工会連合会の「経営分析システム」を経営指導員等が

活用し「効率性の分析」「安全性の分析」「成長性の分析」を中心に行い、同業種の財務

指標との比較を行い、経営状況を把握し提供を行う。 

 

対 象 者 記帳継続指導対象者の中から実施意思のある 12 事業所 

分析項目 経営分析システムを活用した財務分析（効率性、安全性、成長性）、

SWOT 分析等 
 

 

（イ）金融斡旋相談者に対する経営分析（新規実施） 

 小規模事業者経営改善融資制度を利用する金融斡旋相談者に対し、決算データの入力

により経営分析ができる全国商工会連合会の「経営分析システム」を経営指導員等が活

用し「効率性の分析」「安全性の分析」「成長性の分析」に加え資金繰り表等を作成し、
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融資実行後、半年毎に融資前の分析と比較を行い、融資実施効果及び資金繰り改善を把

握し提供を行う。 

 

対 象 者 小規模事業者経営改善融資制度を利用する金融斡旋相談者 

（10 事業所） 

分析項目 資金繰り表及びキャッシュフロー分析、経営分析システムを活用し

た財務分析（効率性、安全性、成長性）等 
 

 

（ウ）巡回及び窓口相談時の経営分析（新規実施） 

 経営指導員等による巡回及び窓口相談時に、事業の成長段階で成熟期以降にあたる事

業者に対して、全国商工会連合会の「経営分析システム」を活用し「効率性の分析」「安

全性の分析」「成長性の分析」に加え、愛知県商工会連合会所属の専門家等と連携し、

SWOT 分析等を行い、自社の「強み」「市場の機会」を検証し、伸ばすべき部分、改善を

要する部分を明確にする。そして、経営者自身の価値観を明確にし、さらにそれを経営

者自身の「目標」や「ビジョン」に沿った事業計画策定支援へつなげていく。 

 なお、事業の成長段階を把握するために、創業時からの売上高、売上総利益、経常利

益等をヒアリング調査にて分析を行う。 

 

対 象 者 巡回及び窓口相談時に実施意思のある 10 事業所 

分析項目 SWOT 分析、経営分析システムを活用した財務分析（効率性、安全性、

成長性）等 
 

 
（目標） 

項目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

記帳経営分析 0事業所 12事業所 12事業所 12事業所 12事業所 12事業所

金融斡旋経営分析 0事業所 10事業所 10事業所 10事業所 10事業所 10事業所

巡回窓口経営分析 0事業所 10事業所 10事業所 10事業所 10事業所 10事業所

合計 0事業所 32事業所 32事業所 32事業所 32事業所 32事業所

 

 

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 27 年度において藤岡商工会では、集団での指導として事業計画策定セミナーで

10 件、個別での指導として小規模事業者持続化補助金の申請支援の中で 4件の事業計画

策定支援を実施している。しかし、地区内小規模事業者の数から見ても事業計画策定数

は一部であり、地域が総合的に発展するためにも多くの経営者自身の価値観を見出し、
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持続可能な地域として発展しなければいけない。 

 また、豊田市のベットタウンとして発展し急激な人口増加のおかげで、未開発の創業

者支援が不十分であり、さらに昔からの事業形態を引き続いて行っている高齢の事業者

との二極化が起きているため支援方針も不明確であり、事業者からの課題解決中心な支

援体制になっている。 

 今後は、事業の成長期にあわせた支援方針を明確にし、それぞれにあった支援指導や

支援ツールを活用し、最終的には、全小規模事業者の経営の（経営者の）「強み」、「弱

み」を把握し、経営者自身の価値観を明確にし、さらにそれを経営者自身の「目標」や

「ビジョン」につなげ、事業者に寄り添ったプライマリ・ケア型の持続可能な支援を行

う。 

 

①創業期支援：創業塾の開催による創業事業計画書策定支援 

➁導入期支援：巡回及び窓口指導による事業計画策定支援 

③成長期支援：巡回及び窓口指導による事業計画策定支援 

④成熟期支援：事業計画策定、経営革新及び事業承継支援の推進 

⑤衰退期支援：事業計画策定、経営革新及び事業承継支援の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
導入期 成長期 成熟期 衰退期 創業期 

売
上

時間 

導入期 
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（事業内容） 

（ア）創業塾における事業計画策定支援（新規実施） 

 創業期の事業者の支援として、創業塾を実施する。 

 地区内金融機関と連携し、地区内の未開発創業者の掘り起こしを行う。掘り起こした

創業者に対しては、経営に関しての知識や地区内の繋がりが必要であるため、経営知識

の向上を目的に創業塾を開催し、創業事業計画の策定支援を行うことにより創業者の円

滑な事業展開を図り、創業支援を行う。地区内の繋がりに関しては、既業家との交流会

である新年交礼会への参加を促し、新規事業アイデアの創造と地区内ステークホルダー

の構築を目指す。さらに創業者の相談内容によっては、豊田商工会議所が行っている創

業サポートセンターへの紹介を行う。なお、創業塾に関しては第 2創業者にも参加でき

るよう対応する。 

 

実施体制 

及び 

事業計画策定方法 

① 地区内金融機関（豊田信用金庫、瀬戸信用金庫）との連絡会議、
藤岡商工会公式ホームページ及び新聞折込チラシ等の情報発信

を行い、その反応により、創業予定者及び第 2創業予定者リス

トを作成し職員内で共有 

② 創業予定者及び第 2創業予定者リストから年 1回開催の創業塾
の参加を促す 

③ 中小企業診断士を講師とした創業塾を実施 
④ 創業塾にて創業事業計画書を策定支援 
⑤ 経営指導員等が策定中のフォローアップとして巡回及び窓口指
導で補完 

⑥ 創業塾の受講者に対して 1月開催の新年交礼会の参加を促し、
地区内ステークホルダーの構築を促す 

⑦ 必要に応じ豊田商工会議所内の創業サポートセンターを活用 

事業計画策定書類 創業事業計画書、資金計画、収支計画、資金繰り表等 
 

 
（イ）事業計画策定セミナーにおける事業計画策定支援（拡充実施） 

 導入期以降の全事業者の支援として、事業計画策定セミナー及び個別相談会を実施す

る。 

 告知方法として、会員には郵送にて、非会員には商工会ホームページ及び新聞折込チ

ラシ等で告知する。 

 講師には、経験豊富な中小企業診断士を招き、一人ひとりにあった事業計画書を策定

支援する。事業計画セミナー実施中は、経営指導員等が策定へのフォローアップ支援を

行う。また、事業計画書の内容により経営指導員等が小規模事業者持続化補助金の活用

を提案し、申請書策定支援を行う。その際、中小企業診断士の個別相談会を行うことで、

申請書内容の精度をよりあげる。 
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 必要に応じて、愛知県商工会連合会と連携し専門家派遣事業（※１）を活用する。 

 

（※１）専門家派遣事業 

小規模事業者が抱えている課題（経営基本管理、財務管理、販売管理、店舗管理、仕入

管理、創業・経営革新等支援）等について、愛知県商工会連合会の嘱託専門指導員（中

小企業診断士）による個別指導を実施している。 

 

 

 

 

 

 

実施体制 

及び 
事業計画策定方法 

① 郵送及び藤岡商工会公式ホームページ、新聞折込チラシ等の情
報発信を行い、その反応により、事業計画策定予定者リストを

作成し職員内で共有 

② 事業計画策定予定者リストから年 1回開催の事業計画策定セミ
ナーの参加を促す 

③ 中小企業診断士を講師とした事業計画セミナー等を実施 
④ 事業計画策定セミナーにて事業計画書を策定支援 
⑤ 経営指導員等が、策定中のフォローアップとして巡回及び窓口
指導で補完 

⑥ 事業計画の内容により、経営指導員等による小規模事業者持続
化補助金への申請書策定支援及び中小企業診断士による個別相

談会を実施 

⑦ 必要に応じ愛知県商工会連合会の専門家派遣事業を活用 

事業計画策定書類 事業計画書、小規模事業者持続化補助金申請書 
 
 
（ウ）巡回及び窓口指導による事業計画策定支援（新規実施） 

 成熟期から衰退期の事業者支援として、巡回及び窓口相談を通じた事業計画及び事業

承継計画書策定の提案を実施する。 

 事業者からの個々の課題解決の積み重ねから総合的な提案を行うための素材を蓄積

し、商工会職員と経営者自身の価値観を共有する。まずは、SWOT 分析等の現状分析を行

い、伸ばすべき部分、改善を要する部分を明確にする。そして、現状分析や経営計画を

総合的にまとめた事業計画書を策定し、経営者自身の「目標」や「ビジョン」に沿った

支援を行う。 

 また、事業計画の内容により、次の新しいアイデア商品やビジネスモデルの創出を目

的に、経営革新及び事業承継支援を行う。 

 さらに、必要に応じて最適な愛知県商工会連合会所属の専門家等と連携し支援を行

う。 
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実施体制 

及び 
事業計画策定方法 

① 経営指導員等が巡回及び窓口指導で事業計画及び事業承継計画
書策定の重要性について説明 

② 事業計画及び事業承継計画書策定予定者リストを作成し職員内
で共有 

③ 愛知県商工会連合会の専門家派遣事業等を活用し、事業計画及
び事業承継計画書策定 

④ 経営指導員等が、策定中のフォローアップとして巡回及び窓口
指導で補完 

⑤ 事業計画の内容により、経営指導員等による小規模事業者持続
化補助金及び経営革新への申請書策定支援 

事業計画策定書類 事業計画書、事業承継計画書、小規模事業者持続化補助金申請書、
経営革新計画書 

 

 

（目標） 
項目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

創業事業計画策定数 0事業所 3事業所 3事業所 3事業所 3事業所 3事業所

事業計画策定数 
（事業承継策定数含む） 

8事業所 14事業所 14事業所 14事業所 14事業所 14事業所

合計 8事業所 17事業所 17事業所 17事業所 17事業所 17事業所

 

 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題、実施概要） 

 藤岡商工会では、今まで事業計画策定セミナー及び個別相談会を通じ 8件の小規模事

業者持続化補助金に係る事業計画策定支援を実施している。しかし、策定後は事業者か

らの相談により支援を行っているため、充分なフォロー体制ができていないのが現状で

ある。 

 今後は、上記３の事業計画等策定支援事業者に対し、事業計画の進捗状況についてチ

ェックしフォロー体制を構築する。 

 また、必要に応じ愛知県商工会連合会所属の専門家等及び日本政策金融公庫と連携

し、支援を行う。 

 

（事業内容） 

（ア）巡回及び窓口指導による事業計画書の定期検診（新規実施） 

 小規模事業者が策定した事業計画及び経営革新計画書について、四半期ごとに巡回及

び窓口指導を行い、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、フォロー

アップを行う。 



- 19 - 
 

 事業計画及び経営革新計画書を遂行するうえで、販路開拓や新商品・新サービスの提

供を実施する事業所には、小規模事業者持続化補助金や国・市のものづくり補助金等の

補助金支援を、雇用等を実施する事業所には労働保険事務組合の加入を促し労務支援

を、設備及び運転資金の導入が必要な事業所は、日本政策金融公庫の「小規模事業者経

営発達支援融資制度」を活用し金融支援を行う。 

 事業承継計画書の策定した事業所に対しては、四半期ごとに巡回及び窓口指導を行

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、フォローアップを行う。

 また、定期巡回先のリストを作成し、職員内で共有しフォローアップ漏れが無いよう

に努めます。 

  

 

 

（イ）創業事業計画書策定後のフォローアップ（新規実施） 

 創業者に対しては、事業を軌道に乗せるためにも重点的にフォローアップし、創業事

業計画書策定後 1 年目は 2 ヶ月に 1 回以上、2 年目、3 年目は 4 ヶ月に 1 回以上、巡回

及び窓口指導を行い、ヒアリングと資料確認により資金面、収支面、資金繰り面等の進

捗状況のチェックを行い、フォローアップを行う。 

 

 

（ウ）専門家派遣実施によるフォローアップ（新規実施） 

 経営指導員による事業計画書等のフォローアップでも、改善が困難な課題の場合は、

愛知県商工会連合会所属の専門家や愛知県よろず支援拠点等を活用した支援を行う。 

 専門家指導時には、経営指導員が同席し、スムーズな課題解決が図れるよう連携を行

う。 

 
 
（目標）  

項目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

創業計画策定後の 
フォローアップ回数 

0回 18回 27回 36回 36回 36回

事業計画書策定後の 
フォローアップ回数 
（事業承継策定数含む） 

0回 56回 56回 56回 56回 56回

合計 0回 74回 83回 92回 92回 92回

 
 
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） 
 需要動向の調査及び提供に関しては、職員が商工業者とヒアリングの中で経験を踏ま

えた自己分析をし、提供しているため、職員によって情報がまちまちであり、商工会の

中で統一されていなかった。 



- 20 - 
 

 また、商工業者自身も得意先からの情報のため、狭い分野での情報に留まっているこ

とから総合的な判断を加味した需要動向情報としては弱い分野であった。 
 その中で、事業計画を策定するにあたり基礎資料としての情報が不足しており、需要

動向の部分が足りない状態で計画し、事業計画を遂行するにあたり問題が生じてたこと

も否めない。 
 事業計画を策定した商工業者の収益を生み出す商品・製品・サービスをブラッシュ・

アップさせるために、今後は、マクロ的な需要動向は国が発表している消費動向調査結

果を中心に、ミクロ的な需要動向は間接的調査として、日経テレコンサービス（※１）

を活用し、業種にあった情報を分析、提供する。直接的な調査は、新商品及び試作製品・

新サービスのモニター調査を実施することによりマーケット・インを踏まえた各種計画

の策定及び営業戦略の資料として活用してもらう。 
 
（※１）日経テレコンサービス 
日本経済新聞社が提供するビジネス向けオンラインデータベースサービスの名称であ

る。 同社のデータベース NEEDSに蓄積されている膨大な情報の中から、新聞・雑誌記
事、人事、企業、新製品、法律、特許、科学技術、POS等のデータを閲覧することがで
きる。 
 
 
（事業内容） 
（ア）個社の新商品・試作製品・新サービスのモニター調査実施及び日経テレコンサー

ビスの活用（新規実施） 

 事業計画を策定した商工業者の商品及び製品などについて、マーケット・インの考え

方を取り入れるため、個社の新商品・試作製品・新サービス（改良含む）などを消費者

や得意先へモニター調査を行い、各種計画の策定及び営業戦略の資料として活用しても

らう。また、POS 情報を中心に、全国的なトレンドも随時提供する。 
 

調査項目 モニター調査（性能・形状・味・価格・パッケージ・素材、ニーズ

等） 

POS 情報（売れ筋商品情報、時系列販売動向、シェア・カテゴリー

ランキング等） 

調査手順 事業計画を策定した商工業者の新商品・試作製品・新サービス（改

良含む）を展示会や物産展・地域イベントなどで、消費者及び得意

先にモニター調査を行う。 

さらに、事業的視野を踏まえ、商工会員などへのモニター調査を行

い、両モニター調査で１アイテム（点）につき２０サンプルの標本

を取得する。 

また、日経テレコンからは個社にあった各種データを入手し、提供

する。 

提供方法 収集した情報は分析・データ化し、職員で共有し、巡回及び窓口相

談時による提供 
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（イ）行政及び関係団体の需要動向調査結果の提供（新規実施） 

 

 国が発表している消費動向調査結果を中心に、需要動向や成長及び衰退市場を四半期

ごとに調査する。また、業界・市場動向調査の情報を加味して、業種にあった情報を分

析し、小規模事業者に提供する。 
 
 

調査項目 業界及び市場動向調査、新製品情報等 

調査手順 国が発表している消費動向調査結果の情報を収集する。また、商工

業者の依頼に応じて、各業界の市場動向調査結果の情報も収集す

る。 

提供方法 収集した情報はデータ化し、職員で共有し、商工会ホームページ及

び巡回及び窓口相談時による提供 

 
 
 以上を踏まえ、個社の新商品・試作製品・新サービスのニーズや評価などを総合的に

把握し、販売や実施に至るまでに、ＳＴＰマーケティング分析（※１）を行い、セグメ

ンテーション、ターゲティング、ポジショニングを明確にし、改善すべき点は経営指導

員に加え、愛知県商工会連合会の専門家派遣・よろず支援拠点等を使い、商品開発及び

販売戦略を加味した事業計画の立案・実践に活用し、需要の開拓に寄与する。 

 さらに、後述する藤岡ブランドとして認定できるようサポートし、小規模事業者の限

られた経営資源を効果的に活用できるように伴走支援に役立てる。 

 

（※１）ＳＴＰマーケティング分析 

自社が「誰」に対してどのような価値を提供するのかを明確にするために、３つの要素

「セグメント化」「ターゲット選定」「ポジションの確立」で分析するマーケティング手

法 

 

（目標） 

項目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

事業計画策定事業者

モニター調査 
商品等アイテム数 

0事業所 
 

0点 

14事業所

14点

14事業所

14点

14事業所

14点

14事業所 
 

14点 

14事業所

14点

日経テレコン 
提供数 

0回 14回 14回 14回 14回 14回

関係団体需要調査 0回 4回 4回 4回 4回 4回



- 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】 

（現状と課題、実施概要） 

 商業者の地区外への需要開拓支援は、現在年１回、豊田市内の商工会及び会議所と合

同で開催されている「とよたの特産品展」しか実施していない。 

 工業者の需要開拓支援は、事業所から会社情報をもらい、商工会にて事業所紹介パン

フレット（※１）を作成し地区内に配布していたが、地区内のマッチングが活性化に繋

がった事例は数件である。 

 今後は、商業者には、実店舗及びオンライン店舗への参加支援を行い、工業者には事

業マッチングが生まれやすい近隣のビジネスフェアへの参加支援を行い、新たな需要開

拓を目指す。 

 

（※１）事業所紹介パンフレット 

地区内の工業部会員でのマッチングを促進するため、事業所が藤岡商工会独自事業所紹

介パンフレットシートの項目を記入することにより、会社案内を商工会が作成し、追加

できる冊子にし、地区内工業部会員に配布している 

 

（事業内容） 

（ア）商工会 100 万会員ネットワークサービス内のオンライン販売システム導入支援 

   （拡充実施） 

 商業者に対して、地区外への販路開拓を目指し、商工会 100 万会員ネットワークサー

ビス内の SHIFT システム（※２）の一環であるホームページ作成システム内にあるオン

ライン販売システムを導入支援し、新たな需要開拓を行う。 

 

（※２）商工会 100 万会員ネットワークサービスの SHIFT システム 

全国商工会連合会が管理している小規模事業者支援サイトで、事業者間交流、事業所 PR、

役立つ情報検索が可能な総合コミュニティです。全国 100 万の事業者のネットワークが

構築され、貴社、及び地域の活性化、新たな人脈・取引・開拓・開発等へ繋がることを、

商工会は目指しています。その中のサービスに、ホームページの開設・更新作業、電子

公告、オンライン販売等が誰にでも簡単に作成できるシステムが SHIFT システムです 

 

 

（イ）事業所紹介パンフレット及び自社製品展示スペースの活用（拡充実施） 

 工業者に対して、地区内での取引を活性化させるために、事業所紹介パンフレット作

成を促し、営業用ツールとして活用してもらう。さらに希望者には、商工会事務所内に

ある自社製品展示スペース（※３）にて製品を展示してもらい、新たな需要開拓を行う。

 

（※３）自社製品展示スペース 

地区内の工業部会員が、取引の拡大や技術協力等につながる良きパートナーとの出会い

の場を提供することによって、企業の事業展開や事業拡大を支援し、地域経済の発展及

び活性化を図る事を目的に自社製品を展示できる場所を商工会内に常設する。 
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（ウ）「とよたの特産品展」への参加支援（拡充実施） 

 特産品を開発している商工業者に対して、地区外への PR を目的として、名鉄金山駅

構内で、年１回、豊田市内の商工会及び会議所と合同で開催されている「とよたの特産

品展」へ参加支援を行い、需要開拓を行う。なお、出展する場合、事前にミラサポ等の

専門家派遣を行い、出展ブースのレイアウト指導を実施し、新たな需要開拓を行う。 

 

（エ）近隣ビジネスフェアへの参加支援（新規実施） 

 工業者に対して、自社製品の PR 及び事業マッチングを目的に、豊田商工会議所主催

の「とよたビジネスフェア」への参加支援を行う。なお、出展する場合、事前にミラサ

ポ等の専門家派遣を行い、出展ブースのレイアウト指導を実施し、新たな需要開拓を行

う。 

 

 

（オ）アンテナショップ等への出展支援（拡充実施） 

 商業者に対して、地区外への販路開拓を目指し、アンテナショップである愛知県商工

会連合会主催の「まるッと！あいち」や中日アド企画が実施している「ピピッと!あい

ち」への出店支援、オンラインショップである全国商工会連合会主催の「ニッポンセレ

クト.com」への出店支援を行い、新たな需要開拓を行う。 
 
 
（目標） 

項目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｵﾝﾗｲﾝ販売

サイト設置数 
2事業所 8事業所 8事業所 8事業所 8事業所 

 
8事業所

事業所紹介パンフ

レット及び展示ス

ペース参加数 

43事業所 5事業所 5事業所 5事業所 5事業所 
 

5事業所

とよたの特産品展 
出店者数 

3事業所 3事業所 3事業所 3事業所 3事業所 3事業所

とよたビジネスフ

ェア商談数 
0件 5件 10件 15件 20件 

 
20件

アンテナショップ

出店者数 
1事業所 2事業所 3事業所 3事業所 3事業所 3事業所

 
 
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 
１．地域活性化事業（小規模事業者への側面的支援） 

（現状と課題、実施概要） 

 地区内で藤岡商工会が連携している地域活性化事業として、春に「ふじまつり」、夏
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に「ふじおかおいでん夏まつり」、秋に「ふじおか紅葉まつり」を実施している。その

中で、特に地区外からの集客を見込める事業は「ふじまつり」と「ふじおか紅葉まつり」

である。   

「ふじまつり」は、旧藤岡町時代の町の花であった「ふじ（※１）」をテーマに、平

成になって東部地区御作町にふじの回廊が作られた。３７２㍍にわたって 4種類のふじ

の花が植裁され 5月上旬の開花時期には、見事な花付きをみせている。 

 平成 15 年から、藤岡町観光協会（当時）が、「ふじまつり」を開催、当初は PR 不足

もあって認知度も少なく、来場者数も少数であったが、年を重ねるたびにふじの木の成

熟とともにまつりの内容も充実、来場者数も増加してきた。 

 来場者の増加に伴って、会場へのアクセスの不備が顕著になってきたことから、藤岡

地区内にある県施設で、特に著名である愛知県緑化センターと連携し、まつりの同時開

催とともに、同センター駐車場を活用しパーク＆ライド方式によるバスでの送迎を行っ

たところ、来場者の便に供したことから一層の来場者増につなげることができた。 

 近年では、開催期間中に 2万人前後の地域内外からの来場者がある。 

 まつり形態としては、各種のイベントに加え、地区内商業者を中心に会場内に出店し

来場者に販売している。 

 出店内容の主は、飲食物であるが、中には期間中に 100 万円以上の売り上げもあり、

大きな収入源となっていることは間違いない。 

 しかしながら、こうしたイベントにはありがちなことであるが、盛り上がりを見せる

のは、会場近辺にのみ限定され、イベントの趣旨の一つである（本来の趣旨であるが）、

地域経済への波及効果がほとんどみられないことは、期間中に地区内商業者の多くが閉

店しており、せっかくのビジネスチャンスをみすみす逃してしまっていることである。

 藤岡商工会では、まちづくりの一つとして「ふじのまちふじおか」を最大のテーマに

掲げており地元公的組織である藤岡地域会議、任意組織である各地区まちづくり団体等

とも連携しながら「むらさきプロジェクト」を始め、ふじのまちづくりを推進し、最大

の目標として「日本一のふじのまち」を目指しているところである。 

 こうした地域をあげてのまちづくり推進にもかかわらず、商業者等の反応が鈍く感じ

られるのは、一つには「おまつり＝地域経済」の図式が完全に理解できていいないので

はないだろうか。 

 開催する側の周知不足、努力不足もさることながら、千載一遇のビジネスチャンスと

捉え、積極的にイベントへの参画、もしくは共同によるイベントを開催する等周知、指

導する必要性を感じている。 

 「ふじおか紅葉まつり」は、秋の紅葉時、藤岡地区内には愛知県緑化センターはじめ

下川口町大沢池、石畳ふれあい広場、木瀬町等他地区にも負けずとも劣らない名所の

数々がある。 

 特に、地区内最大名所である「愛知県緑化センター」は、年間を通して約 60 万人の

内外からの来場者があり、初春の桜、ユキヤナギの時期、新緑の 5 月、紅葉の 11 月に

集中している。 

 5 月には、ふじまつりと連携しており、相乗効果が期待されているほか、11 月は、近

隣の足助地区香嵐渓の紅葉まつり（開催期間中 40 万人）、小原四季桜まつり（開催期

間中 15 万人以上）等が開催され、交通の便がよい藤岡地区が近隣へのアクセスポイン

トとなってきた。 
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 藤岡観光協会が中心となって平成 21 年から「藤岡紅葉まつり」を開催した。 

 これは、近隣地区イベントの開催により藤岡地区に来場者が集中し、その後分散する

こと、さらに帰途には藤岡地区に集中することから、当地区が近隣地区への発着点とな

っていることに着目したことから、こうした来場者を一度、藤岡地区へ呼びこうもうと

目論んだものであった。 

 その目論みは、的中し、紅葉まつり開催期間中には、近年では 5万人（27 年 11 月開

催時は 62 千人）を越える来場者があり、しかもその多くが豊田市内、愛知県内、また

遠くは東海、北陸方面にまで及んでいる。 

 もちろんこれは、愛知県緑化センターの持つ高知名度が一つの大きな要素となってい

ることは間違いのないところであるが、近隣地区との同時期開催によるスケールメリッ

トの効果であると思われる。 

 まつりの形態としては、愛知県緑化センターがまつりの中心地となり、そこを扇の要

として地区内 3カ所（下川口町大沢池、木瀬八柱神社、石畳ふれあい広場）で同時にイ

ベント開催を行う。さらに夜間にかけて、紅葉のライトアップも同時進行させる、とい

う地域全体をあげての誠にスケールの大きなイベントとなっている。 

 会場内には、小規模事業者である飲食業者を中心にして出店が並び、これに併せて、

内外来場者に自己 PR をすべく、窯業関係者、小物、雑貨販売事業者等の出店も続く。 

 ただ、本イベントにおいても、事業者の関心度は低く年々出店者数も減少しつつある

ことから、ふじまつり同様、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまっている。 

 イベントは一過性のものとはいえ、そこから活路が見いだせないとは言い切れず、今

後こうした事業を有効に活用するような指導も一考していかなければならないことを

痛感する。 

 今後は、「ふじまつり」及び「ふじおか紅葉まつり」の認知度の向上を進めるともに、

出店者のビジネスチャンスの場として目指す取り組みを行う。また、近隣に負けない藤

岡ブランドを創出するため、藤岡地区にあった特産品や事業の取り組みに対して「ふう

ちゃん（※２）ブランド（仮称）」を認定し、商工会のホームページにて紹介すること

により、PR 及びイメージアップを図る。 

 上記イベント事業を実施していくにあたり、地区内まちづくり団体との連携が必要に

なっていく。 

 平成 17 年の豊田市との市町村合併以来、当藤岡地区には多くのまちづくり団体が生

まれた。 

 これは、合併以前には小さな行政区画の中で、手厚いともいえる施策を享受していた、

自治区等が、大豊田市に生まれ変わったことから行政等の目、手、足等が行き届かなく

なるのではないかとの危機感から、自分の地域は自分たちの手で作らなければならな

い、との使命感から誰の手を借りることなく、自然発生的に生まれてきたものである。

 当藤岡地区だけでも、行政が認識するまちづくり団体として、およそ 30 団体程度が

存在しているが、その組織基盤は、ほとんどが住民の手による任意の自主団体であり、

組織力、財政力はもとより脆弱である。 

 たとえば、地域の環境を守る活動を行う団体、小、中学生らの安心、安全活動を行う

団体、観光活動を行う団体、文化、伝統の保存活動を行う団体等、実に多種多様な団体

が活動を続けている。 

 こうした団体は、一見すると商工会活動とは何ら脈略がないようにも見えるが、見方
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を変えてみると、実は彼らは商工会の大きなサポーターとなりうる要素を持っている。

 一つは、彼らの活動の非営利性である。 

 まちづくり活動の基本理念として、非営利であることは言を待たないが、彼らの活動

は単体での活動、そして連携する形態での活動がある。 

 連携する場合においては、たとえば、ふじまつり、紅葉まつり等では地域イベントの

主体として、商工会を全面的にバックアップしている。 

 藤岡商工会も、彼らが非営利であればこそ全面的に信頼し、地域イベントを彼らに委

ねている。 

 長い期間に亘るこうした信頼関係の構築は、彼らをして、商工会なくして彼らの存在

はあり得ないほどになり、藤岡商工会も彼らの存在なくして地区活性化の将来はあり得

ないとまでになってきている。 

 もう一つは、彼らの持つ多様な人的資源である。 

 彼らの活動は、豊富な経験に裏打ちされた有能で積極的な人材によって支えられてい

る。 

 こうした人材は、時には商工会事業へも参画し活動の一端を担う場合がある。 

 豊富な経験は、事業者への指針ともなりまた警鐘ともなる。 

 商工会としても看過できない人材を多く排出している。 

 藤岡商工会はこれからも彼らの活動をバックアップし、また彼らが商工会をまちづく

り活動の支柱とすることで、地域住民である彼らにとって商工会がまちの財産となって

いく。 

あわせて、藤岡北部地区の課題として藤岡支所新庁舎の改築に伴い、支所周辺の地域

核構想に商業者の再整備を加え、藤岡地区北部にも生鮮食品を取り扱う商業施設の建設

及び販売サービスに取り組むことを目指す。 

  

（※１）ふじ 

マメ科のつる性落葉木で、日本固有種である。 

花の色は紫色が中心で、直射日光を好む好日性植物でツタが長く伸びることから、公園

等では棚が作られ憩いの場所を提供している。 

 

（※２）ふうちゃん 

正式には、「ふじっこふうちゃん」といい、ふじの花から生まれた妖精として擬人化さ

れた藤岡地区を表すキャラクターで、平成２年に藤岡商工会が行った「むらおこし事業」

において、当時の藤岡町民から一般公募して選定されたもの。 
 

 

（事業内容） 

（ア）年間を通したふじのまちづくり（新規実施） 

 まちづくりの一つとして「ふじのまちふじおか」を最大のテーマに掲げ、藤岡観光協

会、藤岡地域会議、各地区まちづくり団体等連携しながら、藤岡地区を紫色に染める「む

らさきプロジェクト」を始め、ふじのまちづくりを推進し、「日本一のふじのまち」を

目指すために、各商店店頭にふじ色をイメージした紫色ののれん、のぼり旗、半被、Ｔ

シャツ、ジャンパー等を着用し地域のイメージ向上を図る。 
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あわせて、名実ともにふじのまちとするため、藤岡地区全体にくまなくふじの木を植

裁する。 

 

（イ）まちづくり団体との連携事業（拡充実施） 

既存まちづくり団体との定期連絡会議の開催を行うとともに、「ふじまつり」「ふじ

おか紅葉まつり」での連携を図り、まちづくり団体イベントと本イベントが同時に行う

ことで藤岡地区全体に観光客を集客する。 

 

 

（ウ）藤岡ブランド「ふうちゃんブランド（仮称）」の設立（新規実施） 

 事業計画を策定した商工業者の中から、あいち豊田農協と連携し、地区内の地域資源

を活用した特産品や当地区を支える小規模事業者の持つ優れた技術にスポットを当て、

一定の基準を満たすものを「ふうちゃんブランド（仮称）」として認定し、認定された

商品や技術力は、藤岡地区を代表するものとして藤岡商工会並びに藤岡観光協会の協力

を得つつ、PR 活動をバックアップし、地区内各種祭典への優先的な出店、他地区への特

産品展への出店、地区内事業マッチング等を積極的に行う。 
 
 
（エ）藤岡地区地域核の商業施設再整備（新規実施） 

 藤岡支所新庁舎を中心とした地域核構想の整備に、商業者が携わり藤岡地区北部に足

りない生鮮食品を取り扱う商業施設もしくは朝市等の販売サービスを検討するために、

行政と連携し、商業部会員内に商業者地域核検討会議を設置し、地区内に精通した外部

有識者を交え、行政に対して実現に向けた協議及び活動を行う。 

 

 

（オ）WEB 商店街システムの導入（新規実施） 

地区内に点在している商業者をホームページにて紹介するシステムを導入し、個店情

報、販売促進情報、地図表記をすることにより地区内での消費を喚起する。また、商工

会 100 万会員ネットワークサービスの SHIFT システムとリンクすることにより相乗効果

を目指す。 

さらに、「ふじまつり」や「ふじおか紅葉まつり」等地区外からの観光客に WEB 商店

街ホームページを紹介し、イベント帰りの観光客に対して各店舗への誘導を促す。 
 
 
（目標） 

項目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

むらさきプロジェ

クト参加事業所 
0事業所 10事業所 10事業所 10事業所 10事業所 10事業所

まちづくり団体 
連絡会議 

1回 2回 2回 2回 2回 2回

ふうちゃんブラン 0事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2事業所
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ド（仮称）認定数 

商業者地域核 
検討会議開催数 

0回 6回 6回 6回 6回 6回

WEB商店街出店 
事業所数 

0事業所 20事業所 20事業所 20事業所 20事業所 20事業所

 

 

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み 

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） 

 愛知県商工会連合会の専門家派遣を通じて、経営指導員が同行し、高度な支援につい

て学んできた。また、豊田市内 6つの商工会で職種ごとの連絡会議を開催し、様々な経

営支援方法について情報交換をしてきた。 

 しかし、職種ごとでの情報交換は紙ベースでの報告書に留まっており、その報告書も

決裁後、各自で保管している状態であり、組織内の情報共有が曖昧であった。そのため、

経営指導員が巡回指導や各種研修のため、不在がちな窓口指導がうまく機能していない

現状がある。また、同じ豊田市にある経済団体として商工会と商工会議所との情報交換

が希薄になっている現状もある。 

 今後は、支援内容についてマニュアル化し、基本的な支援能力の底上げを行う。 

また、商工会と商工会議所エリアにあるそれぞれ小規模事業者の経営状況や需要動向を

共有する。 

 

（事業内容） 

（ア）専門家派遣指導の同行による OJT の推進（拡充実施） 

 経営指導員の知識は、幅広く習得するかわりに浅い知識になりがちである。そこで、

経営指導員では対応できない課題解決に対して、愛知県商工会連合会の専門家派遣を通

じて、経営指導員が同行し、専門的な知識について習得し、足りないスキルの補完をす

ることにより、支援能力の向上を図る。 

 

 

（イ）市内商工会及び商工会議所との情報交換会（拡充実施） 

 豊田市内には 6つの商工会(藤岡・小原・足助・下山・旭・稲武)と１つの商工会議所

（豊田）がある。半年ごとに情報交換会を開催し、商工会と商工会議所エリアにあるそ

れぞれ小規模事業者の経営状況や需要動向を共有する。また、豊田市にある経済団体と

して連携できる事業を模索し共通の課題に対する行政への意見要望等を行うことで、新

たな需要の開拓を進める基盤の構築を目指す。 

 

 

（ウ）支援内容の情報共有化（新規実施） 

 全職員からの情報を集約するため、グループウェアソフトを導入し、連絡会議報告書

等をあらかじめ決められたフォーマットで共有できるアプリケーションを活用し、支援
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に関する情報の「報・連・相」を共有する。 

 また、プロジェクト機能を活用することで、事業計画等を策定した事業所のフォロー

アップ時期や事項を全職員が把握でき、フォローアップ進捗状況も全職員が共有するこ

とができ、きめ細やかな支援体制が構築できます。 

さらに、事業所からの基本的な課題解決にいつでも対応するため、支援内容について

グループウェアソフトでマニュアル化した情報を共有し、データを蓄積することによっ

て全職員の基本的な支援能力の底上げを行う。 
 
 
2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

（実施概要） 

 プライマリ・ケア型の支援を目指すにあたり、様々な小規模事業者の課題解決や提案

を行えるジェネラリスト（※１）な能力を身につけるため、愛知県商工会連合会等が実

施している研修に加え、全職種で中小企業大学校が主催する経営・税務・労務・情報・

金融に関する研修に積極的に受講し、経営指導員は最低でも 5年に 1回受講する等、最

新の幅広い知識の習得をし、支援能力の向上を図る。 

 そして、受講を修了した職員自らが講師となり、職員内で研修会を行い最新の知識を

共有する。 

 さらに、全職員で経営・税務・労務・情報・金融に関する国家資格（中小企業診断士、

行政書士、税理士、社会保険労務士、フィナンシャルプランナー等）の取得を積極的に

行えるよう受講費用の負担補助を実施し、効果的な経営発達支援体制を構築する。 

 

（※１）ジェネラリスト 

分野を限定しない広範囲な知識・技術・経験を持つ人 

 

 

3.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（実施概要） 

 毎年度、経営発達支援事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検

証を行う。  

1 中小企業診断士、税理士、外部有識者等の方々により、事業の実施状況を査定してい

ただき、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

2 正副会長会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

3 事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受ける。 

4 事業の成果・評価・見直しの結果を藤岡商工会のホームページで期間中公表する。 

URL(http://www.hm3.aitai.ne.jp/~fujioka/) 
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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２８年１１月現在）

（１）組織体制 

   ・事務局体制 

    事務局長 1名、経営指導員２名、補助員１名、記帳指導職員１名 

 

   ・事業実施体制 

    事務局長 1名、経営指導員２名、補助員１名、記帳指導職員１名 

 

（２）連絡先 

   藤岡商工会  経営発達支援事業部 担当 安藤（担当）、長谷川 

   豊田市藤岡飯野町田中２４５番地 TEL0565-76-2612 FAX0565-76-0205 

   http://www.hm3.aitai.ne.jp/~fujioka/ 

 

 

 

（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29年度 

(29年4月以

降) 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

必要な資金の額 5,230 4,010 4,110 4,210 4,310

 

事業費 

1 調査分析費 

2 各種計画 

策定支援費 

3 需要開拓費 

4 地域活性化事業

費 

5 職員能力開発費 

6 管理費 

人件費（1名） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ導入 

外部有識者謝金 

 

100 

 

750 

300 

1,620 

 

50 

 

2,000 

210 

200 

 

100

750

100

620

 50

2,100

90

200

 

100

750

100

620

50

2,200

90

200

 

100 

 

750 

100 

620 

 

 50 

 

2,300 

90 

200 

 

100

750

100

620

 50

2,400

90

200

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

１．愛知県小規模事業経営支援事業費補助金（人件費・事業費） 

２．国・全国連等の補助金（事業費） 

３．市町村補助金（中小企業団体等事業費補助金等） 
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４．会費収入（補助金不足分を補てん） 

５．参加負担金（講習会・展示会等） 

（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【指針③】 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

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】 

連携者及びその役割 

・豊田市 市長 太田稔彦 豊田市西町 3-60 TEL0565-31-1212 

・愛知県 知事 大村秀章 名古屋市中区三の丸 3-1-2 TEL052-954-6330 

・(財)あいち産業振興機構 理事長 森 鋭一 名古屋市中村区名駅 4-4-38 TEL052-715-3061 

・愛知県よろず支援拠点 名古屋市中村区名駅 4-4-38  TEL052-715-3061  

・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 TEL052-454-0541 

・（独）中小企業基盤整備機構 中部本部 本部長 花沢 文雄 

名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4 階 TEL052-201-3068 

・日本政策金融公庫岡崎支店 支店長 大泉正 岡崎市唐沢町 1-4-2 TEL0564-24-1711 

・豊田信用金庫藤岡支店 支店長 伊藤彰一 豊田市藤岡飯野町二反田 457-5 TEL0565-76-2321 

・瀬戸信用金庫豊明支店 支店長 山内精一郎 豊田市藤岡飯野町坂口 859-2 TEL0565-76-3111 

・あいち豊田農業協同組合藤岡支店 支店長 中村幹司 豊田市藤岡飯野町下貝戸 644 

TEL0565-76-2111 

・全国商工会連合会 会長 石澤義文 東京都千代田区有楽町 1-7-1 TEL03-6268-0088 

・愛知県商工会連合会 会長 森田哲夫 名古屋市中村区名駅 4-4-38 TEL052-562-0030 

・みよし商工会 会長 鰐部 兼道 みよし市三好町大慈山 2-11 TEL0561-34-1234 

・小原商工会 会長 柴田巖 豊田市小原町上平 441-1 TEL0565-65-2540 

・足助商工会 会長 浅井恒和 豊田市足助町西町 48 TEL0565-62-0480 

・下山商工会 会長 近藤孝 豊田市大沼町越田和 37-1 TEL0565-90-2602 

・旭商工会 会長 鈴木宜志 豊田市小渡町七升蒔 13-13 TEL0565-68-2620 

・稲武商工会 会長 安藤和央 豊田市稲武町竹ノ下 1-1 TEL0565-82-2640 

・豊田商工会議所 会頭 三宅英臣 豊田市小坂本町 1-25 TEL0565-32-4567 

・藤岡観光協会 会長 阿垣剛史 豊田市藤岡飯野町田中 245  TEL0565-76-6108 

・日本経済新聞 代表取締役 岡田直敏 東京都千代田区大手町 1-3-7 TEL03-3270-0251 

 

※各団体の役割は、連携体制図の中に記載 
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連携体制図等 

 

１．地域の経済動向調査に関すること 

 

          （支援者）            （連携者） 
  小規模事業者  藤岡商工会   豊田市、愛知県商工会連合会、 

日本政策金融公庫岡、地区内金融機関 
                   

【役割】 

経済動向調査の提供 

 

２．経営状況の分析に関すること 

 

          （支援者）            （連携者） 
  小規模事業者  藤岡商工会   全国商工会連合会、愛知県商工会連合会 

 

 

                  【役割】 

経営分析システムの運用、専門家派遣 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

 

          （支援者）            （連携者） 
  小規模事業者  藤岡商工会   全国商工会連合会、愛知県商工会連合会 

日本政策金融公庫岡、地区内金融機関、 

豊田商工会議所、あいち産業振興機構、 

中小企業基盤整備機構、愛知県よろず支援拠点

 

【役割】 

・事業計画書、創業事業計画、資金計画、収

支計画、資金繰り表、小規模事業者持続化

補助金申請書、経営革新計画書、事業承継

計画表の策定に関する支援 

・創業塾の開催 

・事業計画策定セミナーの開催 

・創業サポートセンターの支援 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

          （支援者）            （連携者） 
  小規模事業者  藤岡商工会   愛知県商工会連合会、日本政策金融公庫、 

あいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構、

愛知県よろず支援拠点 

 

【役割】 

・事業計画書、創業事業計画、資金計画、収

支計画、資金繰り表、小規模事業者持続化

補助金申請書、経営革新計画書、事業承継

計画表策定後のフォローアップ 

・小規模事業者経営発達支援融資の資金面で

の支援 

・小規模事業者持続化補助金、ものづくり補

助金等の補助金面での支援 

 

 

５．需要動向調査に関すること 

 

          （支援者）            （連携者） 
  小規模事業者  藤岡商工会   中部経済産業局、愛知県、愛知労働局、 

全国商工会連合会、愛知県商工会連合会、 

地区内金融機関、日経テレコン 

 

【役割】 

・需要動向調査の提供 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

          （支援者）            （連携者） 
  小規模事業者  藤岡商工会   全国商工会連合会、愛知県商工会連合会、 

豊田市、豊田市内商工会、豊田商工会議所 
 

【役割】 

・ホームページ作成支援 

・特産品展の管理運営 

・展示会の管理運営 

・常設販売施設の管理運営 

・オンラインショップの運営 

・WEB 商店街の管理 

 

 


