
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
足助商工会（法人番号 ７１８０３０５００６２１４） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

１．現状に対する課題を正面から分析し、市場調査や地域コンセプトの明確化

を図ることで、競争力を身につけ、経営の見直し、新しい戦略をつくる。

２．地域特性を活かし、イベント等に積極的に参加を推進し販路開拓を支援す

ることで観光地の通過型から滞在型化とし事業者の売上拡大を目指す。 

３．農林業者のマッチングによる農商工連携を支援し、魅力ある特産品を開発

することで、新たな需要拡大を目指す。 

４．中山間地域であることから、地元建設業者への取組支援や生活に直結する

小売業者や飲食・サービス業者への支援により利益確保を目指す。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

①小規模事業者を３０社５業種に分け、巡回時に聞き取り調査を実施 

②調査内容 － 売上、収益、資金繰り等調査時点でタイムリーな質問項目 

③調査結果における小規模事業者に対する経営支援対策の実施 

④地域の経済動向について情報収集したものを巡回支援時に提供 

２．経営状況の分析に関すること 

①基本的な項目：経営状況診断、経営資源の分析、業務体制、財政状況 

②マンパワーから見た項目：人材の充実度、社員教育訓練等 

③多角的な経営分析項目：財務分析、３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析、市場調査動

向分析等 

３．事業計画策定支援に関すること 

①事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こし 

②景況調査や経営分析結果の反映とそれに基づく金融機関との連携強化 

③事業計画策定における中小企業診断士などの専門家派遣による課題解決 

④小規模事業者経営発達支援資金活用に対する策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ①事業計画策定後の巡回訪問によるヒアリングと資料確認による進捗状況の

チェック、実情に応じた課題解決に必要な指導・助言 

 ②「小規模事業者経営発達支援融資制度」等の活用勧奨のフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること 

①個社の開発商品等に対する調査 

②日経テレコンシステムの活用による調査 

 ・商品トレンドや市場に対する情報等小規模事業者に必要な調査分析 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①マスメディアの積極的な活用により認知度を向上させる取組への支援 

②ホームページ･フェイスブック･ネット販売を活用した販路拡大への取組み

③豊田市内の商工会議所、商工会合同によるイベント「とよたの特産品展」

の実施 

④重要伝統的建造物群保存地区に選定された「町並み」を有効活用 

⑤買い物弱者対策支援による「移動販売事業」の拡大 

連絡先 

愛知県豊田市足助町西町４８番地 

 足助商工会  TEL 0565-62-0480  FAX 0565-62-0993 

ﾒｰﾙ asuke@asuke.aitai.ne.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 

【当地域の現状と課題】 

◎概要 

 足助は、江戸時代には尾張・三河と信州・美濃を結ぶ「塩の道」の交通の要衝として、

人や物資が往来し商業が発展した中馬街道の宿場町として栄えた地区である。街道沿い

の町の中心部の古い町並みを守る景観整備事業を行っている。当地区にある「香嵐渓」

は紅葉のシーズンには約９０万人が訪れる観光地である。また、当地区はかつて交通の

要所として栄え、歴史と自然、文化が調和しながら発展し、平成１７年４月１日、近隣

町村（藤岡町、小原村、下山村、稲武町、旭町、足助町）が豊田市に編入合併され、新

たに「豊田市」として誕生した。 

 

◎人口 足助地区 ８，１８３人（平成２８年 

４月１日現在） 

５年前からの豊田市全体及び各地区別人口は 

下記の表のとおりとなっていて、人口増加率

は、豊田市全体でほぼ横ばいに対し、足助地区

はマイナス６．１％となっている。 面積は

193.00 ㎢あり（因みに、名古屋市の面積は

326.44 ㎢）、そのほとんどが山に囲まれた自然

豊かな土地となっていて、人口は足助の町並み

といわれる所に集中している。 

エリア Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度

豊田商工会議所地区内 380,180 379,530 378,865 379,254 381,252

藤岡商工会地区内 19,815 19,895 19,801 19,731 19,637

小原商工会地区内 4,076 4,000 3,962 3,880 3,811

下山商工会地区内 5,127 5,030 4,961 4,844 4,770

稲武商工会地区内 2,666 2,600 2,559 2,545 2,461

旭商工会地区内 3,067 2,998 2,927 2,881 2,833

足助商工会地区内 8,713 8,626 8,558 8,361 8,183

合  計 423,644 422,679 421,633 421,496 422,947

◎産業 

 当地区の産業は、足助の町並みを中心とした小売、飲食業及び宿泊施設などの商業地

域と地域全体の８０％以上が山に囲まれているため林業、建設業の占める割合が高く、

大工・左官・板金・設備職人などが多い地域でもある。 

 

◎交通体系 

 公共交通機関としては、豊田市駅及び岡崎駅からの名鉄バスと地域巡回バス（おいで

んバス）しかなく、観光客及び地域住民のほとんどがマイカーでの利用を余儀なくされ

ている。 
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（会員数の推移） 

Ｈ22 年度 Ｈ23 年度 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度

３３５ ３２７ ３２１ ３１７ ３１３ ３０５ ３０６ 

 

（地区内会員数） 

国道沿い 中山間地域 
その他 合 計

町並み 親王町 松栄町 追分 冷田 ほづみ 東部 北部 

127 17 8 29 16 13 33 48 15 306 

 

（業種構成） 

 Ｈ２４年度経済センサスによる地区内業種別商工業者 

  商工業者数 ３７３  小規模事業者 ３０８ 

建設業 製造業 卸･小売業 飲食業 宿泊業 サービス その他 

７６ ４３ １１５ ４５ ８ ６６ ２０ 

７３ ４０ ８７ ３１ ７ ５２ １８ 

上段：商工業者数  下段：小規模事業者数 

 

（小規模事業者の現状と課題） 

 当地域では香嵐渓を中心とする日本有数の観光

地、愛知県内で最初に「重要伝統的建造物群保存

地区」（＊略して重伝建地区）に選定された古い町

並み（商店街地区）を有していることが強みであ

る。 

 一方、人口減少、少子高齢化といった現象が愛

知県内の他地区と比べて加速していることから、

周辺地域のコミュニティの崩壊が懸念されること

や中山間地域に属することで災害に対する懸念が

あり、経営環境は非常に厳しい状況となっており

産業全体において後継者不足といった弱みがあ

る。 

建設業

製造業

卸・小売業

飲食業

宿泊業

サービス業

その他

町並み

親王町

松栄町

追分

冷田

ほづみ

東部

北部

その他

地区内会員数 業種構成 
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 従って、小規模事業者にとってこのような強みと弱みがあることを踏まえて、大きく

分けた２つの課題があり、いかに商工会として持続的発展に繋げていくかがカギとな

る。 

その中で、１つ目の課題として、強みを発揮させるため、いかに豊富な観光資源を活

用して小規模事業者に対する観光関連産業の育成・自立を促し、創業などに対する空き

店舗対策として支援できるかということである。 

 ２つ目には、弱みを克服するため、自然災害に対する対策として、地元建設業者の育

成や小売業、飲食・サービス業といった生活関連産業の支援が求められ、事業承継に対

する対策が必要となってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足助の町並み 観光名所：香嵐渓 

〈豊田市商業振興プラン〉 参 考 

 豊田市では、市商業振興プランとして、Ｈ２７～Ｈ３１年度まで５ヶ年計画に基

づいて、消費購買力の市外流出の抑止や過疎化・少子高齢化に伴う地域課題への対

応、地域コミュニティの担い手として期待される商店街意識改革と組織強化を課題

に挙げ、消費者ニーズに応えられる魅力ある商業地づくりと市民が豊かに生活でき

る商業環境の創出を方針として取り組んできた。 

 Ｈ２７年度から２９年度においては、商業の活性化を図るため、目標を具現化し、

以下の３つの施策方針を定めている。 

  ①競争力のある中心市街地商業の構築（中心市街地） 

  ②地域コミュニティを担う商業機能の強化（全市域） 

    繁盛店経営者の育成 

    商店街組織リーダーの育成 

    地域コミュニティの担い手の強化 

    大学等との連携の推進 

    空き店舗の活用支援の見直し 

  ③利便性が高く、安全・安心して生活ができる商業環境の整備（全市域） 

    情報通信技術活用の推進 

ソーシャルビジネスへの支援 

    安心安全に向けた共同施策整備事業の推進 
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【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 地域の課題を十分に踏まえながら、市商業振興プランを参考にして、まずは５年後を

見据えた小規模事業者の振興のあり方やさらには１０年後のビジョンとして、様々な支

援策を施しながら最終的には小規模事業者の売上を上げて利益確保を図る。 

 そこで、本経営発達支援計画に基づき、地域振興の課題となっている観光関連産業と

して位置づけた小売業、飲食業、宿泊・サービス業や生活関連産業として位置づけた建

設業等に対し、共に向き合い、伴走型支援により事業者の経営力向上や販路拡大、技術

革新を図り、下記のように地域振興の根幹である小規模事業者の持続的発展を目指す。

〈観光関連産業〉 

  ・小売業（観光客）－地域資源を利用した新たな特産品・名物品の開発 

  ・宿泊・サービス業－通過型観光地から滞在型観光地に移行できる旅館・宿泊施設

            や飲食店の拡大と受け入れ体制づくり 

〈生活関連産業〉 

  ・小売業(一般住民)－宅配事業の拡大や生活必需品の充実 

  ・建設業－早期の後継者育成の着手 

 

【目 標】 

 経営基盤の脆弱な小規模事業者への健全な経営改善と育成を図るため、経営指導員を

中心に商工会全職員が個々の企業と積極的に接触して相談指導を行う必要があり、今後

の目標とし以下の４つの項目を掲げる。 

① 足助地区の現状に対する課題を正面から分析し、小規模事業者と向き合いながら、

市場調査や地域におけるコンセプトの明確化を行い新しい戦略をつくることで、競

争力を身につけ、経営の見直しを図っていく。 

② 地域資源に対して、イベント・展示即売会に積極的な参加を推進し、そうした商

業者などの販路開拓や空き店舗対策を支援することで地域ブランド化を図るととも

に、「重伝建地区」における“足助の町並み”を活用した通過型観光地から滞在型観

光地化の展開を図り、地区内事業者の売り上げ拡大を目指す。 

 ③ 小規模事業者と農林業者のマッチングによる農商工連携を支援し、魅力ある特産

品等を開発することで、新たな需要の拡大を目指す。 

 ④ 中山間地域に位置付けられた地区であることを念頭に、行政等と連携を図りなが

ら、地元建設業者への優先的な取組みや災害対策への支援を目指す。また、身の回

り品や生活に直結する小売業者あるいは飲食・サービス業者に対し支援を行い、売

上に対する利益確保を目指す。 

 

【小規模事業者振興のための実施方針】 

 ① 全職員があらゆる機会（巡回指導・経営相談・記帳・税務・労務等の指導）を捉

えて支援案件の発掘を行い、事業計画のみならず定期的フォローを含めた実施支援

を行い、小規模事業者に寄り添った伴走型支援を実施する。 

 ② 顧客ニーズや市場動向を敏感にキャッチできるよう幅広い情報収集を行い小規

模事業者個々の実情に応じた的確な情報提供を行う。 

 ③ 過疎地域ゆえ商圏外での取引を拡大するために、ネット販売や都市部での特産品
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  展やビジネスマッチング等への積極的な出展を支援する。 

 ④ 地域の小規模事業者数維持のために行政や近隣の商工会等と連携し、経営セミナ

  ーの開催や円滑な事業承継のための個別支援を展開する。創業・事業承継後は、定

期的に手厚いフォローを実施する。 
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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 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

 経営発達支援事業を遂行していく上で、地域の経済動向を正確に把握し、小規模事業

者にその分析結果を提供していくことは非常に重要である。 

 現状では、中小企業庁、愛知県、豊田市、愛知県商工会連合会及び地域金融機関等の

まとめた統計資料を、巡回・窓口相談時に利用したり、ホームページに掲載することで

小規模事業者へ提供してきたが、十分活用できているとは言えない。従って、今後は調

査結果が小規模事業者の経営指針、経営戦略、販路開拓及び商品開発等の参考となるよ

うな情報発信力が求められている。 

 

（事業内容） 

・目 標  巡回指導時に地域の特定した小規模事業者の経営状況・経営課題を把握す

るため、「調査対象事業者の客層や主力商品、ニーズの変化」等の情報項目

について調査を行う。動向調査結果を情報提供し、地域での経営課題や情報

の共有を行う。 

  

・内 容 ①小規模事業者を３０社ピックアップし、５業種（建設、製造、卸・小売、

宿泊・飲食、サービス）に分けて指導員が巡回時に聴き取り調査を実施す

る。 

     ②調査は、前年同期対比ごと年 1回行い、売上、収益、資金繰り、自社で取

り組んで効果があったこと、効果がなかったこと、調査時点でタイムリー

な課題などを取り上げた質問項目とし、業種ごとに当てはまった調査内容

とする。 

     ③この調査結果において、商工会として、小規模事業者に対する経営支援の

対応策を行っていく。 

     ④地域の経済動向については金融機関の動向調査等から情報収集し巡回支

援時に情報提供する。 

 

（調査分析を行う手段） 

 ①ヒアリングシート（＊）を活用した経済動向調査 

今までの巡回指導時の動向調査では、漠然とした聞き取り調査にとどまっている。

そのため、それらの現状を踏まえて新しい取組みとして、ヒアリングシートを活用
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する。 

 ②金融機関等の動向調査及び動向分析 

政府系金融機関の管内景況調査結果や愛知県商工会連合会の中小企業景況調査報告

書を活用しヒアリングシートの回答と課題の抽出及び地域内の経済動向調査を照ら

し合わせて分析を行う。 

（＊）ヒアリングシート 

 経営分析を行う際の資料として、小規模事業者への支援に対する意向の他、

商工業界の動向、活かせる強みや機会、財務の状況、経営課題を聴き取りする

ためのシートをいう。 

 

（情報収集の活用方法） 

 行政・金融機関等実施の景況結果を利用した経済動向の情報提供として、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情

勢調査のデータを収集した上で、愛知県内の経済動向を分析する。さらに、まとめた分

析結果を、商工会ホームページへ掲載するとともに、事業所への巡回時や窓口相談の際

に、紙面あるいはタブレットで情報提供し、外部環境の変化について理解していただき

ながら、個社の経営判断に利用してもらう。 

 

（数値目標） 

支援内容 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度

ヒアリングシート

を活用した特定小

規模事業者への動

向調査 

景況調査回数 未実施 1 1 1 1 1 

景況調査個社

数 
未実施 30 30 30 30 30 

金融機関等の動向調査及び分析 未実施 4 4 4 4 4 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（目 標） 

 足助商工会の全職員が地区内商工業者への巡回を行い、窓口相談やセミナー開催時な

ど小規模事業者との接触において、経営発達支援や施策普及に努める。その中で、経営

指導員が小規模事業者をピックアップして経営状況を把握し経営分析を行う。専門的な

課題については、専門家派遣事業を活用しフォローアップに繋げる。 

 

（調査項目：情報収集等を行う項目） 

 ①基本的な項目 

   経営状況診断：売上、利益高の状況、資金繰り、設備投資の状況、コスト削減、

   経営資源分析：業務体制、財務状況 

 ②マンパワーからみた項目 

   人材の充実度、社員教育訓練、社長あるいは事業承継者の経営セミナー等の要望

 ③多角的な経営分析項目 

   財務分析（キャッシュフロー、損益分岐点、流動比率、売上総利益率、自己資本
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比率）、３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析、市場調査動向分析、需要予測調査 

 ④事業承継に対する項目 

   後継者不足の解消（外部あるいは従業員からの事業承継も考慮に入れる）、ひと

以外の問題（財産・地域資源の管理） 

 

（経営状況の分析のための手段） 

 経営指導員等による巡回訪問などの相談業務や講習会セミナー出席者から掘り起こ

した小規模事業者の経営状況を把握し、事業計画書や中小企業基盤整備機構の「自己診

断システム」を利用して効果的に財務分析する。その他必要に応じて、下記連携者等を

通じて経営分析を行う。 

・連 携 

内 容 ◎愛知県商工会連合会を通じて専門家派遣事業を活用 

    ◎豊田市商業観光課を通じて経営アドバイザー派遣事業を活用 

        ◎あいち産業振興機構のよろず支援拠点コーディネーター、ミラサポ専門

     家派遣支援事業の活用 

役 割 専門家や経営アドバイザーからの提言・指導された問題点を、小規模事業

者と経営指導員が一体となって課題を解決する方向に向ける。 

 

（小規模事業者に対する目標） 

小規模事業者が抱えている課題の分析により、売上アップや経費削減等に繋げてい

く。さらに、経営指導員は課題の分析に至った業績やノウハウを積み上げ、のちの

経営指導にも役立てていく。 

  ①商工会の全職員による小規模事業者への訪問を計画的に行い、経営支援への情報

提供を実施するとともに、経営指導員一人あたりの年間の訪問件数１２０件以上

を目標とする。また、地域状況や課題を抱える小規模事業者などの情報を把握し、

伴走型支援に繋げる。 

  ②経営指導員が年間を通じて地区内小規模事業者を巡回し、経営状況の把握を行う

ことで、電子カルテによるデータベース化し、情報を内部共有していくことで経

営分析の基礎資料とする。 

  ③巡回・窓口相談から経営上の悩みを抱える小規模事業者に対して、課題克服のた

めに経営状況を把握し経営分析を行う。経営指導員一人あたり年間１０件以上を

目標とし、対象となる小規模事業者（業種：観光関連業者、生活関連業者）をそ

れぞれ選択する。 

  ④巡回を行う中で、経営上の専門的課題については、ミラサポ等商工会連合会を通

じて専門家派遣事業の活用を積極的に行う。 

 

（成果の活用） 

 小規模事業者の経営状況を分析することで、詳細な経営実態を把握することができ、

経営発達や課題解決のための情報提供や経営計画の作成等に必要な伴走型支援を行っ

ていく。それと経営分析で知り得た情報を蓄積することで、小規模事業者同士のマッチ

ングや金融機関、他の支援機関等との連携による高度な経営支援への活用に繋げること

が可能となる。 
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（数値目標） 

支援内容 現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33 年度

訪問件数 187 250 250 260 260 260 

経営分析数 未実施 20 25 30 30 30 

専門家派遣事業件数 1 3 3 5 5 5 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現 状） 

 平成２７年度において、小規模事業者持続化補助金等の申請手続きのための経営計画

作成支援セミナーは、事業計画策定支援を７件実施している。 

 

（考え方） 

 地域の経済動向調査と経営状況の分析を踏まえ、小規模事業者の発展を見据えた事業

計画の策定の支援を行う。個社支援と併せて、セミナー開催による集団支援も実施し、

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行っていくが、それぞれの事業スタ

イルや経営課題に合わせて各小規模事業者に寄り添った経営計画の策定を支援し、事業

者の持続的発展を図る。 

手法として、中小企業診断士による経営計画作成までの指導、助言を行い、愛知県商

工会連合会、日本政策金融公庫や地域支援機関等と連携を図りながら行っていく。 

 また、創業希望者に対しても、小規模事業者同様に創業計画策定の支援を行い、今後

の経営安定までのステップアップを図る。 

 

（支援対象） 

（１）①事業計画策定ニーズの掘り起こし 

   ②事業計画策定セミナー開催による事業計画の策定 

   ③補助金制度活用による事業計画の策定 

   ④金融制度の活用による事業計画の策定 

（２）地区内への創業希望者に対する事業計画の策定 

 

（支援手段） 

（１）①事業計画策定ニーズの掘り起こし 

     特に観光関連産業や生活関連産業の事業所を重点対象として、事業計画策定

の必要性を啓蒙するセミナーや事業計画策定に必要な基礎知識を得るための

セミナーを開催し、事業策定ニーズの掘り起こしを行う。 

   ②事業計画策定セミナー開催による事業計画の策定 

     初めて事業計画策定を行う事業所、経営改善が必要な事業所を対象として、

中小企業診断士等の専門家を招き、事業計画策定セミナー及び個別相談会を実

施することにより、地域経済動向、需要動向及び経営分析を踏まえた伴走型の

事業計画策定支援を行う。 
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   ③補助金制度活用による事業計画の策定 

     補助金制度の利用者に対して、小規模事業者補助金等の補助金申請時に、中

小企業診断士の専門家を招き、需要を見据えた伴走型の指導・助言により事業

計画の策定を行う。 

   ④金融制度の活用による事業計画の策定 

     金融あっせん事業所に対して、日本政策金融公庫が行う「小規模事業者経営

発達支援融資制度」の積極的な周知を行うことにより、事業計画を目指す小規

模事業者の掘り起こしと事業計画策定支援を行う。 

（２）豊田商工会議所の他、市内６商工会や豊田信用金庫が連携して、創業セミナーを

始めとする創業支援とともに、創業希望者の知識向上を図り、創業計画策定支援

を行う。 

 

（目 標） 

 小規模事業者の経営計画作成に基づく経営を推進するため、課題を細やかに把握した

事業計画を共に検討作成し、経営力の向上を図り、持続的な経営発達を図ることを目標

とする。 

 

（数値目標） 

支援内容 現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33 年度

セミナー等の開催回数 1 2 3 3 3 3 

事業計画策定支援数 7 20 25 30 30 30 

創業計画策定支援数 未実施 3 3 3 3 3 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現 状） 

 これまで当商工会では、小規模事業者持続化補助金等の申請手続き支援において、事

業計画策定支援を７件実施し、事業者の意向に応じ、その後の事業計画実施支援を行っ

ているが、いずれも十分なフォローアップとなりえていない実情である。 

 

（目 標） 

 小規模事業者ごとに作成された事業計画策定後の経営状況との比較や事業遂行に必

要なフォローと計画実現に向けた伴走型支援を行って、小規模事業者の経営力の向上や

持続的な発展を図る。 

 

（支援対象） 

 事業計画策定支援におけるフォローアップについては、事業計画策定事業者すべてを

対象とし、その支援に当たっては、愛知県商工会連合会、政府系金融機関やミラサポの

専門家派遣事業等と連携していく。 

 

（指導内容） 
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 現状と実施概要を踏まえ、下記の３つのフォローアップを実施していく。 

 ①事業計画策定後のフォローアップ 

  事業計画策定後に、３ヶ月に１度の巡回訪問により、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、実情に応じた課題解決に必要な指導・助言を

行う。経営指導員等では問題解決が困難な場合には、ミラサポの専門家派遣を活用

し中小企業診断士等によるフォローアップを行う。専門家は、自らの専門性を活か

し、事業者が抱える経営課題の解消に繋がる指導・助言を行う。経営指導員等は、

フォローアップに同席し、指導・助言内容を把握するとともに、内容を経営カルテ

に記入し、以後の継続的な巡回指導に役立てる。 

 ②「小規模事業者経営発達支援融資制度」等の活用勧奨のフォローアップ 

  資金支援が必要な事業者については、連携する政府系金融機関（日本政策金融公庫）

の「小規模事業者経営改善資金」や「小規模事業者経営発達支援融資制度」の利用

を勧奨するなど、事業計画実現に向けた支援を行う。 

 ③創業支援後のフォローアップ 

創業に対する具体的な立地として、町並みの空き店舗対策にも繋げていく。創業支

援も既存の事業計画策定後のフォローアップ同様、３ヶ月に一度の巡回訪問を行い

経営全般やマーケティング、金融・労務・税務等といった課題解決に必要な指導・

助言を行っていく。また、専門的な指導や助言の必要と判断した場合は、愛知県商

工会連合会やあいち産業振興機構等の専門家を活用し、課題に応じた支援を行う。

 

（数値目標） 

支援内容 現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33 年度

事業計画策定後のフォロー

アップ支援数 
（事業所数×回数） 

7 
80 100 120 120 120 

20×4 25×4 30×4 30×4 30×4 

創業計画策定後のフォロー

アップ支援数 
（創業事業所数×回数） 

未実施
12 12 12 12 12 

3×4 3×4 3×4 3×4 3×4 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現 状） 

 小規模事業者の販売する商品や提供するサービスの需要動向に関する情報収集は、巡

回や窓口相談で事業者からの軽微な聞き取りでしか把握されず、情報の共有や提供方法

が効果的なものではなかった。 

 

（需要動向調査の目標） 

 ①個社の開発商品等に対する調査 

   事業計画策定で選出した小規模事業者が新たに取り扱う商品や開発した商品に

対し、マーケットインの考え方に基づき、中小企業診断士など専門員をはじめ商工

会役員や女性部員など商工会内部機能を活用して、価格、品質、デザイン、ブラン
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ド等に関する意見を集約し、その分析結果を事業者にフィードバックし更なる商品

改良に繋げる。 

 ②日経テレコンシステムの活用による調査 

   日経テレコンシステムを活用して、小規模事業者が販売しようとする商品や需要

動向に関する情報を収集し分析する。各種商品のトレンドや市場に対する情報、タ

ーゲットとなる年齢層や性別、家族構成について、小規模事業者に必要な調査分析

を行う。 

 

（情報収集を行う項目） 

 ①個社の開発商品等に対する調査 

  ・商品・サービスの満足度、ニーズ、価格に対する評価 

  ・デザイン、ブランドの訴求力 

②日経テレコンシステムの活用による調査 

 ・２業種（観光関連産業、生活関連産業）に係る商品等 

  例）加工食品、家庭用品等 

 

（調査・分析を行う手段） 

①個社の開発商品等に対する調査 

   中小企業診断士の専門員を招き、商工会理事会や女性部常任委員会開催等に合わ

せて、試飲・試食会等を実施し、一般消費者が納得できる評価基準を設けて公平に

行い、調査分析を行う。 

②日経テレコンシステムの活用による調査 

  データベースに３０年間蓄積された膨大な記事情報から個別商品・サービスの市

場動向に関する情報を抽出する。また、日経流通新聞から衣食住のライフスタイル

から消費トレンド、最新の買い手動向や売り手動向のヒット商品などに関する情報

を収集する。 

 

（成果の活用） 

 個社商品に対して、専門員等を活用した調査分析によって、商品・サービスの評価

を把握することにより、実際にどう改善すべきかのアクションプラン（事業計画の立

案）に役立てる。 

 日経テレコン等により、個社商品の売上増加に繋がる国内市場における需要動向や

マーケット情報を抽出して、広くホームページに公開するとともに、事業者に提供し

て売上増加を図る事業計画策定や伴走型支援に活用する。 

 

（数値目標） 

支援内容 現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33 年度

事業計画策定支援した内の

調査分析を行う商品数 
未実施 20 25 30 30 30 

創業支援した内の調査分析

を行う商品数 
未実施 3 3 3 3 3 
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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【指針④】 

（支援に対する考え方） 

 需要動向調査を踏まえ、商工会に求め役割・支援として、新しい販路開拓支援があり、

その支援は小規模事業者の売上増加や利益確保に直結する支援が必要であると考える。

また、足助地区の小規模事業者が持続的発展に活用できるような事業として、重伝建地

区選定による活用・支援及び買い物弱者を対象とした移動販売事業の拡大などを積極的

に推進していく。経営発達支援事業においては既存の事業に対する課題を把握した上で

小規模事業者の販路開拓に焦点を当てた拡充・改善を行い、小規模事業者の利益確保に

繋がる事業へブラッシュアップを行う。 

 

（目 標） 

 小規模事業者の新たな需要・販路開拓に対し、テレビ・ラジオ・新聞などのマスメデ

ィアの活用、ホームページ、ブログ、フェイスブック、ネット販売等の活用、特産品展

の開催、重伝建地区選定による町並みの活用、移動販売事業の拡大に取り組むことによ

り販路拡大による新規取引の獲得や効果の見極め、売上高の増大など成果の実現を目指

す。 

 

（支援対象） 

  ①テレビ・ラジオ・新聞などのマスメディアの積極的な活用による事業者の認知度

を向上させる取組の支援 

  ②ホームページ、ブログ、フェイスブック、ネット販売等を活用した販路拡大を目

指す取組の支援 

③「とよたの特産品展」実施による事業者の売上拡大や収益力アップの支援 

  ④重伝建地区に選定された町並みを活用し各事業実施による需要拡大の支援 

  ⑤買い物弱者支援による移動販売事業の拡大に対する支援 

 

（支援に対する事業内容等） 

  ①事業活動の宣伝としてのプレスリリースを重要な経営戦略として位置づけ、セミ

ナーを開催し、マスメディアを活用した販路開拓の支援を積極的に実施する。 

   〔プレスリリース作成セミナーの内容〕 

    ・プレスリリース作成のポイント 

    ・マスメディア活用のポイントなど 

  ②ホームページ、ブログ、フェイスブック、ネット販売を活用した販路拡大を目指

すことは、今の時代において必要不可欠であり、重要な要素となっているのが現

状である。そのため、次のような支援を行っていくこととする 

   〔具体的な支援内容〕 

    ・ホームページ、ブログ、フェイスブックを活用して事業展開を図る小規模事

業者に対し、よろず支援拠点での窓口相談やミラサポの専門家派遣事業と連

携し支援を行う。 

    ・ネット販売を活用する事業者には、ＳＨＩＦＴにおけるホームページ開設と
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ネット販売システムの構築を支援する。 

    ・商工会ホームページの「会員事業所紹介」のシステムを活用し販路開拓を支

援する。 

  ③「とよたの特産品展」実施による事業者の売上拡大や収益力アップの支援を行う。

   〔具体的な支援内容、工夫・改善等〕 

    ・豊田市、豊田商工会議所、６商工会（藤岡商工会、小原商工会、下山商工会、

稲武商工会、旭商工会、足助商工会）が合同で「とよたの特産品実行委員会」

を設置して、名古屋の金山総合駅の中央コンコースにおいて、各地の小規模

事業者の商品を紹介、販売する展示会を開催する。 

    ・多くの人が行き交う会場でのイベント出展の機会を絶好のチャンスと捉え、

イベント参加による事業所及びその商品群の知名度アップを図る。 

  ④豊田市、足助地区中央商店街協同組合と連携し、重伝建地区に選定された町並み

を活用し各事業実施による需要拡大の支援を行う。 

   〔具体的な支援内容、工夫・改善等〕 

    ・重伝建地区の足助の古い町並みを通過型から滞在型への移行を目指し市の補

助金制度を活用したイベントを実施する。 

      ◎商店街等事業機会拡大事業 

      ◎年末大売出し、スタンプラリー 

      ◎中馬なごやか市（月１回開催） 

    ・重伝建地区に選定された町並みであることを強みとして、事業者個々の商品

開発や販売だけでなく、町並みとしての商店街全体での新たな販売方法を通

して、面としての需要拡大を図るとともに、事業者の収益アップに繋がる伴

走型支援を行う。創業を目指す新たな事業者に対し、空き店舗対策としても

積極的に活用してもらうよう働きかけ、さらなる商店街活性化をしていくよ

う支援する。将来的には、参画事業所がコアとなり、商店街全体として販路

拡大及び地域ブランド化を目指す。 

  ⑤買い物弱者支援による移動販売事業の拡大に対する支援として、中山間地域によ

り日常の買い物に不便を感じている高齢者等、いわゆる買い物弱者の改善を図る

ため、移動販売事業など買い物機会を提供する事業を行う。 

   〔具体的な支援内容、工夫・改善等〕 

・運行は、地域を網羅するスーパーマーケットを起点として、地区内中山間地

域を中心に毎週５日間（祝日も含む）で 1 日に２コースに分けて６箇所ずつ

行う。 

     ・さらに新たな顧客獲得を目指し、次の要素の事業も展開していく。 

      ◎注文販売 

      ◎宅配事業 

      ◎新たに開発された地元産品や生活必需品 

 

（小規模事業者等に対する効果） 

  ①新たな取組、新商品の開発、新分野への進出など新規事業を展開する小規模事業

者や新規開業した事業所にとって、認知度を向上させ売上を確保するには非常に

有効な手段である。 
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  ②インターネットを活用する今の時代は、チラシ広告を活用していた時代と比べ、

その差は歴然であり、格段に有効活用できるものである。 

  ③名古屋市の金山総合駅は、名古屋駅に次ぐターミナル駅で一日の乗降者数はＪＲ

・名鉄・地下鉄を合わせ約４０万人にのぼる。この立地を利用して、各出展事業

者や商品の知名度アップと売上アップを図る。 

  ④重伝建地区における商店街協同組合の育成指導を行い、地域コミュニティ活性化

   を浸透させる。また、地区内の空き店舗解消対策として、市と連携しながら交付

金推進事業による支援を行う。 

⑤中山間地域に住む高齢者等の買い物弱者の利便性を高める目的により、地元配達

 業者を活用し雇用も生むことができる。 

 

（数値目標） 

支援内容 現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33 年度

①マスメディアを活用した

商談件数 
未実施 13 15 15 15 15 

②ネット販売を活用した売

上アップ率（％） 
100 170 180 180 180 180 

③とよたの特産品展出展に

よる売上アップ率（％） 
100 200 200 300 300 300 

④重伝建地区活用による売

上アップ率（％） 
100 105 110 120 120 120 

⑤移動販売事業拡大による

売上アップ率（％） 
100 120 120 150 150 150 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域経済活性化事業 

（現状と課題） 

 当地域は、香嵐渓や古い町並みを中心とした観光資源及び商業活動が融合した地域を

特徴としている。各自治区には、歴史と文化を持つ地域経済活性化の祭りやイベントが

数多くあり、地域密着型の小規模事業者は商工会の会員として各地域経済の活性化事業

に足助中央商店街協同組合と深く関わり連携した事業を実施している。 

 その中で、「げんき商店街推進事業」を活用した商店街団体の育成指導を積極的に行 

い、その内容として、地域コミュニティ活性化事業として定期的な市の開催、年末大売

出し、空き店舗解消対策商業活性化交付金推進事業による支援を行っている。具体的に

は、地域コミュニティ活性化事業として、中馬なごやか市を活かした町歩き事業がある。

（事業内容） 

・目 標   衰退し続けている地域唯一の足助中央商店街協同組合の活性化を図り往

時のにぎわいを創出し、商店街活性化プロジェクトの経営アドバイザー活

用による個店のレベルアップを目指す。 
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・手 段   足助中央商店街協同組合、足助観光協会、地域自治会などの機関が参加

し、今後の地域の方向性を関係者間で共有していく。地域の魅力の特性を

踏まえた観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわいの創出等情報発信

を行っていく。また、空き店舗解消の対策の１つとして、地元学生を活用

したチャレンジショップの開設をシーズンに合わせて行う。 

 

・取組みと展開方法 

       伝統的な町並みを活かして、中馬のおひなさん、竹細工の灯篭を並べた

情緒あふれる“たんころりん”の夕べ、足助夏まつりなどの既存のイベン

トに加え、中馬なごやか市、スタンプラリー、年末大売出しなどを行い、

観光客を集客している。 

       しかしながら、足助地区の人口は、最大期の１万７千人と比べると半減

するなど、商店街の商圏が減少した。シーズンには、香嵐渓の観光客が

昨年実績で８９２，８９６人も訪れているが、商業に結び付いておらず、

販売額や商店数は減少し、空き店舗も増加していた。 

       そこで、足助中心市街地活性化基本計画を策定し、歩行空間の整備、商

店街等にぎわい創出事業、空き店舗活用事業を計画し推進体制を整えてい

く。 

 

 

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） 

 他の支援機関との情報交換の場があるものの限られた情報の共有にとどまり、情報の

伝達のみとなっている。また、タイムリーな内容を期間内間近となって機会ロスも生じ

ている。そこで、以下の情報交換に対する項目に着目し、事業内容に生かしていく。 

 

（事業内容） 

・地域支援連絡協議会の開催 

  これまでも連携のある豊田市商業観光課と豊田信用金庫足助支店において、４ヶ月

に１度ごとに具体的な支援事例（支援ノウハウ）の発表や最新情報の提供、経済動向

に基づいた今後の支援計画について協議会を開催する。豊田市からは、市政情報（補

助金・助成金制度等）豊田信用金庫からは融資など金融施策の展開や税制情報を迅速

に小規模事業者へ展開できる。 

  豊田市が平成２９年度内に策定する総合計画の策定により、当商工会が調査した経

済動向や需要動向を提供していくことで、地区内小規模事業者の実態をより反映した

計画の策定に繋げることができる。 

  また、協議会メンバーの資質向上を目的に、中小企業診断士を招いた勉強会を定期

的に開催することで、支援力向上に積極的に取り組む。 

・市内商工会等との情報交換会 

  豊田市内の会議所及び６つの商工会で半年ごとに情報交換会を開催し、各エリアに

ある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
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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を行うことで、

新たな需要の開拓を推進する基盤の構築を目指す。 

・小規模事業者に対する効果 

  上記の地域支援連絡協議会や市内商工会等との情報交換会の開催終了後、検討され

 た結果、課題の抽出及びそれに対する解決の方法や対応策などを、小規模事業者への

 巡回訪問により、情報公開や意見交換を行うことで、経営発達支援事業に対して理解

を得る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

 愛知県商工会連合会、名古屋商工会議所が合同で主催する経営指導員等応用研修や豊

田支部経営指導員協議会による研修会、中小企業大学校研修への受講も含め積極的な参

加及び各自のｗｅｂ研修を推進し、自身のスキルアップやレベルアップを目指すととも

に、小規模事業者へのスムーズでわかりやすい指導ができるよう心掛け、伴走型の支援

能力を図る。また、積極的に、経営革新、経営分析、事業計画策定に関する職員向けセ

ミナーに参加する。 

これまでも週に一度の全職員による事務所内のミーティングを行ってきたが、今後

は、小規模事業者の相談内容や現状を報告する等情報を共有する時間を設け、職員全員

が事務分担に関わらず相談に対応できる体制をつくる。また、経験の少ない若手職員が

支援に苦慮している場合はベテラン職員と支援ノウハウの習得を図り、事業者の情報や

経営支援に関するノウハウを共有し、小規模事業者を支援する。 

さらに、記帳担当職員が担当する指導先の試算表をもとに経営分析を行い、経営指導

員からの分析結果や助言等を付記して行うことで、経営分析の手法、経営計画の立案方

法等を学び、組織全体として、伴走型の支援能力向上を図る。 

 

◎目 標 

   小規模事業者ニーズの高度化・多様化や新しい施策の変化に応えるため、愛知県

商工会連合会、中小企業基盤整備機構等の研修を積極的に活用し、研修で受けた知

識を小規模事業者への支援するため組織内で共有体制を作ることを図っていく。 

 ◎共有体制の構築 

   本計画において、全職員が小規模事業者支援の相談窓口となることが必要で、そ

のために「経営支援ミーティング」を月に１度開催し、情報の共有と支援スキルの

伝達を行う。 

   ・方 法  全国商工会連合会の経営カルテシステムを整備して、「支援ノウハ 

ウ共有フォルダ―」を作成し、小規模事業者の経営分析データを毎月

ミーティングの際に保存し蓄積していく。 

   ・効 果  これまで職員が個別に管理していた支援案件情報や経営分析データ

        を組織として一元管理することで、人事異動があっても対応すること

ができ、情報の共有化が図られ、活用しやすくなる。 

 ◎愛知県商工会連合会等外部研修会の参加 

   ・愛知県商工会連合会の研修会において研修課題を挙げて支援ノウハウの習得に

努め、職員の資質向上を図る。 
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   ・中小企業大学校が実施する中小企業支援担当者向け研修を受講し、経営指導員

    等の支援能力の向上を図る。 

 ◎主な研修会等とその効果 

名 称 回数 その効果 

経営指導員等応用研修 

（一般・特別コース） 

一 1 

特 6 
経営指導支援能力の向上、知識の習得 

管理職養成研修会 2 商工会運営･管理に関する能力向上、知識の習得

中堅職員研修会 1 中堅職員に対する能力向上、知識の習得 

基本能力研修会 2 若手職員に対する能力向上、知識の習得 

情報化推進研修会 1 情報化に対する能力向上 

愛知県職員協議会研修 2 職員に対する知識、支援能力の向上 

豊田支部職員協議会 

・事務局長 

・経営指導員 

・補助員 

・記帳担当者 

職務

ごと 

4～6 

それぞれの職務に対する能力向上、知識の習得 

 

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 

（現状と課題） 

 現状として、事業報告は理事会で審議され総会で承認を受け実施しているが、各事業

の進捗状況の報告を行う委員会を開催していないため、事業の評価や見直しをする機能

がない。 

（事業内容） 

・目 標 

 毎年度、本事業計画に記載の事業の実施状況及び成果について、下記のＰＤＣＡサイ

クルにより評価・検証を行う。 

 (1)足助商工会において、今回の経営発達支援事業計画に基づいて、年度における目

標を設定した実行計画書を作成する。［Ｐ(計画)］ 

  (2)上記実行計画書に従って事業を実施する。［Ｄ(実行)］ 

 (3)経営発達支援推進委員会を４ヶ月に１度開催し、事業の進捗状況を確認し、課題

の抽出、見直しの検討を行う。[Ｃ(評価)] 

 (4) (1)･(2)･(3)の検討結果を踏まえて、事業を実施する。[Ａ(改善)] 

 (5)足助経営発達支援推進委員会により事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提

示を会議開催の都度行う。 

 (6)中小企業診断士を外部有識者として活用し、豊田市商業観光課及び豊田信用金庫

と連携して事業の実施状況、見直し案、成果の評価の提示を行う。 

 (7)事業の成果、評価、見直しの結果を理事会及び総会へ提出し承認を受ける。 

 (8)事業の成果、評価、見直しの結果を足助商工会のホームページに実施期間中公表 

   する。［akibito.jp/asuke_shokokai/］ 

・仕組みの構築 

 組織：外部有識者の活用 
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 事業の成果、評価及び見直し結果について地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態

にする。(1)から(8)までの項目についてまとめた表を参照。 

 

 

 

 

 

 経営発達支援計画表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総代会 

理事会 

外部有識者 

ホームページ 
閲  覧 

経営発達支援推進委員会

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

見直し 
チェック 
再度確認
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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１０月現在）

（１）組織体制 

  総括  事務局長    柴田 栄 

      経営指導員   西尾俊哉 

      経営指導員   寺添 裕 

      補助員     小池亜矢佳 

      記帳専任職員  河合恭子 

      記帳指導員   大竹淺乃 

 

（２）事業実施体制 

事務局長１名、経営指導員２名、補助員１名、記帳専任職員１名、記帳指導員１名

  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 

    ２．経営状況の分析に関すること 

    ３．事業計画策定支援に関すること 

    ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

    ５．需要動向調査に関すること 

    ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  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 

 

 ・経営発達支援推進委員会 

   商工会長、事務局長、経営指導員 

豊田市商業観光課、豊田信用金庫足助支店より各１名ずつ 

 

（３）連絡先 

  名  称  足助商工会 

  住  所  愛知県豊田市足助町西町４８番地 

  電話番号  0565-62-0480 

 Ｆ Ａ Ｘ  0565-62-0993 

 Ｅメール  asuke@asuke.aitai.ne.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） 

 
Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度

必要な資金の額 1,410 1,430 1,430 1,430 1,500

 

 

経営改善普及事業費 

講習会等開催費 

事務費 

旅 費 

施策普及費 

経営発達支援費 

 

一般事業費 

総合振興費 

商工まつり事業 

 

管理費 

会議費 

 

 

 

 

 

100

50

10

500

150

500

100

 

 

 

120

50

10

500

150

500

100

 

 

 

120

50

10

500

150

500

100

 

 

 

120 

50 

 

10 

500 

 

 

150 

500 

 

 

100 

 

 

 

 

120

50

10

500

200

500

120

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

 国補助金、愛知県補助金、豊田市補助金、一般会計事業費、特別賦課金 

 

 

（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 

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 

 〔連携者〕豊田市商業観光課、豊田信用金庫足助支店、あいち豊田農業協同組合足助

支店 

 

 ２．経営状況の分析に関すること 

 〔連携者〕豊田市商業観光課、豊田信用金庫足助支店、あいち豊田農業協同組合足助

支店、中小企業庁、愛知県商工会連合会 

 

 ３．経営計画策定支援に関すること 

 〔連携者〕豊田信用金庫足助支店、あいち豊田農業協同組合足助支店、日本政策金融

公庫岡崎支店、全国商工会連合会、愛知県商工会連合会、中小企業診断士

 

 ４．経営計画策定後の実施支援に関すること 

 〔連携者〕豊田市商業観光課、豊田信用金庫足助支店、あいち豊田農業協同組合足助

支店、日本政策金融公庫岡崎支店、愛知県商工会連合会、中小企業診断士

 

 ５．需要動向調査に関すること 

 〔連携者〕豊田市商業観光課、豊田市農政課、豊田信用金庫足助支店、あいち豊田農

業協同組合足助支店、豊田商工会議所、豊田市内商工会（藤岡、小原、下

山、稲武、旭）、愛知県商工会連合会 

 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 〔連携者〕豊田市商業観光課、豊田商工会議所、豊田市内商工会（藤岡、小原、下山、

稲武、旭）全国商工会連合会、愛知県商工会連合会 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域経済活性化事業 

 〔連携者〕豊田市商業観光課、足助中央商店街協同組合、足助観光協会 

 

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 

〔連携者〕愛知県、豊田市商業観光課、豊田信用金庫足助支店、愛知県商工会連合会
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 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 〔連携者〕全国商工会連合会、愛知県商工会連合会、名古屋商工会議所、中小企業基

盤整備機構 

 

 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 

 〔連携者〕愛知県商工会連合会、中小企業診断士 
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連携者及びその役割 

１．連携者 中小企業庁 長官 宮本 聡 

  所在地 東京都千代田区霞が関１丁目３番地１号 

  ＴＥＬ 03-3501-1511 

  役 割 小規模事業者の相談、案件に応じたきめ細かな対応、ミラサポによる専門

家派遣。 

 

２．連携者 愛知県 知事 大村秀章 

  所在地 愛知県名古屋市中区三の丸３丁目 1番地２号 

  ＴＥＬ 052-961-2111 

  役 割 経営発達支援事業推進にあたり情報の提供、調査、分析、事業計画策定に

向けた助言、協力。 

 

３．連携者 独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部 本部長 花沢文雄 

  所在地 愛知県名古屋市中区錦２丁目２番地１３号 

  ＴＥＬ 052-201-3003 

  役 割 小規模事業者の相談、案件に応じたきめ細かな対応、専門家派遣、各種研

修会開催による資質向上を図る。 

 

４．連携者 全国商工会連合会 会長 石澤義文 

  所在地 東京都千代田区有楽町１丁目７番地１号 

  ＴＥＬ 03-6268-0088 

  役 割 地域特産品等の物産展、展示会、商談会等開催による地域ブランドの確立、

販路開拓支援による連携を図る。小規模事業者からの経営計画策定支援に

おける助成金活用やＷＥＢ研修によるスキルアップ。 

 

５．連携者 愛知県商工会連合会 会長 森田哲夫 

  所在地 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目４番地３８号 

  ＴＥＬ 052-562-0040 

    役 割 地域特産品等の物産展、展示会、商談会等開催による地域ブランドの確立、

販路開拓支援による連携を図る。小規模事業者からの専門家派遣事業、経

営計画の指導及び助言、経営指導員研修の開催、事業の評価及び見直し。

 

６．連携者 豊田市（商業観光課） 市長 太田稔彦 

  所在地 愛知県豊田市西町３丁目６０番地 

  ＴＥＬ 0565-34-6642 

  役 割 経営発達支援事業推進における情報の提供、調査、分析、創業支援に向け

た助言、協力。計画に基づく補助金などの支援と情報提供。 

 

７．連携者 豊田市（農政課） 市長 太田稔彦 

  所在地 愛知県豊田市西町３丁目６０番地 
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  ＴＥＬ 0565-34-6640 

  役 割 経営発達支援事業推進の中の六次産業化推進における助言、協力。 

 

８．連携者 足助観光協会 会長 田口敏男 

  所在地 愛知県豊田市足助町宮平３４番地１ 

  ＴＥＬ 0565-62-1272 

  役 割 小規模事業者の販路開拓支援、地域イベントへの出展協力及び助言指導。

 

９．連携者 豊田信用金庫足助支店 支店長 近藤 央 

  所在地 愛知県豊田市田町２０番地 

  ＴＥＬ 0565-62-0050 

  役 割 小規模事業者の経営分析、事業計画策定においての助言、事業計画策定後

のフォローアップ支援協力、創業支援。 

 

10．連携者 あいち豊田農業協同組合足助支店 支店長 鈴木利幸 

  所在地 愛知県豊田市田町３５番地 

  ＴＥＬ 0565-62-1611 

  役 割 小規模事業者の経営分析、事業計画策定においての助言、事業計画策定後

のフォローアップ支援協力、創業支援。 

 

11．連携者 株式会社日本政策金融公庫岡崎支店 支店長 大泉 正 

  所在地 愛知県岡崎市唐沢町１丁目４番地２号 

  ＴＥＬ 0564-24-1711 

  役 割 小規模事業者の経営分析、事業計画策定においての助言、小規模事業者経

営発達支援融資制度の活用及び事業計画策定後のフォローアップ支援協

力、創業支援。 

 

12．連携者 名古屋商工会議所 会頭 岡谷篤一 

  所在地 愛知県名古屋市中区栄２丁目１０番地１９号 

  ＴＥＬ 052-223-5612 

  役 割 愛知県商工会連合会との共催による経営指導員研修の開催。 

 

13．連携者 豊田商工会議所 会頭 三宅英臣 

  所在地 愛知県豊田市小坂本町１丁目１５番地 

  ＴＥＬ 0565-32-4567 

  役 割 豊田商工会議所が行う「豊田市創業サポート連絡会」における創業希望者

の発掘及び個別支援。とよたの特産品展の開催、にぎわい創出の関連した

セミナー等の実施。 

 

14．連携者 豊田信用金庫（経営支援部） 理事長 田端 稔 

  所在地 愛知県豊田市元城町１丁目４８番地 

  ＴＥＬ 0565-36-1227 
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  役 割 創業支援における事業引継ぎ実態調査を実施する上での助言、協力。 

 

15．連携者 ライト経営相談事務所 余合正司（中小企業診断士） 

  所在地 愛知県名古屋市西区比良３丁目５０３番地 

  ＴＥＬ 052-501-7753 

  役 割 小規模事業者の経営計画策定においての専門的課題の助言、事業の評価及

び見直し。経営発達支援推進委員会のメンバーとして助言、協力。 

 

16．連携者 藤岡商工会 会長 阿垣剛史 

  所在地 愛知県豊田市藤岡飯野町田中２４５番地 

  ＴＥＬ 0565-76-2612 

  役 割 豊田商工会議所が行う「豊田市創業サポート連絡会」における創業希望者

の発掘及び個別支援。とよたの特産品展の開催、にぎわい創出の関連した

セミナー等の実施。 

 

17．連携者 小原商工会 会長 柴田 巌 

  所在地 愛知県豊田市小原町上平４４１番地１ 

  ＴＥＬ 0565-65-2540 

  役 割 豊田商工会議所が行う「豊田市創業サポート連絡会」における創業希望者

の発掘及び個別支援。とよたの特産品展の開催、にぎわい創出の関連した

セミナー等の実施。 

 

18．連携者 稲武商工会 会長 安藤和央 

  所在地 愛知県豊田市稲武町竹ノ下１番地１ 

  ＴＥＬ 0565-82-2640 

  役 割 豊田商工会議所が行う「豊田市創業サポート連絡会」における創業希望者

の発掘及び個別支援。とよたの特産品展の開催、にぎわい創出の関連した

セミナー等の実施。 

 

19．連携者 下山商工会 会長 近藤 孝 

  所在地 愛知県豊田市大沼町越田和３７番地１ 

  ＴＥＬ 0565-90-2602 

  役 割 豊田商工会議所が行う「豊田市創業サポート連絡会」における創業希望者

の発掘及び個別支援。とよたの特産品展の開催、にぎわい創出の関連した

セミナー等の実施。 

 

20．連携者 旭商工会 会長 鈴木宜志 

  所在地 愛知県豊田市小渡町七升蒔１３番地１３ 

  ＴＥＬ 0565-68-2620 

  役 割 豊田商工会議所が行う「豊田市創業サポート連絡会」における創業希望者

の発掘及び個別支援。とよたの特産品展の開催、にぎわい創出の関連した

セミナー等の実施。 
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連携体制図等 

 

地域経済動向調査 経営状況分析 需要動向調査 事業計画策定支援 事業計画策定支援後 

  

新たな需要開拓 地域活性化事業 

 

 
 

 

･中小企業基盤整備機構 
･日本政策金融公庫 
･地域金融機関 
･中小企業診断士 

足助商工会 

愛知県商工会連合会

全国商工会連合会

小規模事業者

市 内 
５商工会

豊田商工
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豊田市 
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足助観光協会 

足助商工会 

小規模 
事業者 

豊田市 
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事業者

豊田市 
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地域金融機関 
全国連、県連 
中小企業診断士 
市内会議所･商工会

足助商工会 

小規模 
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足助商工会 

小規模 
事業者

豊田市 
中央商店街協同組合

足助観光協会 


