
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
旭商工会（法人番号 7180305006148） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

当旭地区の地域経済の基盤である小規模事業者の経営を持続的発達の方向へ導

くことにより、地域経済の活性化及び地域全体の活性化を目指す。そのために商工

会の役職員が中心となって経営発達支援事業を計画的に推進する中で、従来のよう

な対処療法的な支援ではなく、経営者の意識改革と経営の抜本的な改善発達に向け

事業計画の策定支援をはじめとする経営者に寄り添った伴走型の支援を推進する。

 

事業内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）広域的観点での調査として関係機関の経済動向調査等の取りまとめによる分

析調査 

（２）地区内の経済実態の調査として商工会の情報収集による調査を実施し経営計

画の基礎資料として経営分析、経営計画に生かす。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）年度ごとに事業計画策定する小規模事業者を抽出し、財務及び経営の現状、

課題等について分析する。 

（２）分析結果を事業計画策定の基礎資料とし、経営方針や経営戦略策定に活用す

る。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）経営分析を実施した小規模事業者の経営計画を策定する。 

（２）事業計画策定セミナーまたは個別相談会の開催により事業計画策定へつなげ

る。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画の実施に関し巡回訪問を実施し、伴走型のフォローアップ支援を行

う。 

（２）フォローアップにあたっては、小規模企業施策（補助金）の活用や経営力強

化のためのセミナー開催による支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針②】 

  事業計画策定対象小規模事業者の商品やサービスに関する需要調査を実施し、

情報提供するとともに、経営分析、経営計画に反映し、新たな販路の方向性を導

くとともに効果的な事業計画の推進に活用する。 

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）旭観光協会と連携した出展支援、販路開拓支援を行う。 

（２）ＩＴを活用した需要開拓支援として小規模事業者のＨＰ等の開設を支援す

る。 

（３）関係機関が開催する販売会等への出展を支援する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   従来の観光や催事などの事業が単発的な事業にとどまらず、地域経済全体の

の活性化につなげるために、出店等による販路拡大等が幅広く展開できるよう

関係団体と連携する。並行して「お弁当」「土産品」の開発を促進する。 

 

連絡先  旭商工会  電話 0565-68-2620 FAX 0565-68-2399 
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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．旭地区の概要 

 

当旭地区は、愛知県豊田市の 

北東に位置し、岐阜県恵那市と 

隣接する中山間地域であり、豊 

田市の人口 422,600 人に対し、 

約 0.7％の約 2,800 人（平成 27 

年 12 月現在）である。 

 

 平成１７年に豊田市と合併し、 

豊田市の一部となったが、道路 
網に関しては、国道はなく、県 
道１１号線が主要道路で、地区 
を縦断または横断する幹線道路 
は存在しない。従って、通過交 
通も比較的少なく、静かな中山 
間地域である。 
 

 公共交通網としては、豊田市 
の運営する「おいでんバス」と 
「地域バス」が唯一で、豊田市 
中心部等と結ばれている。 
  
 

                           長野県、岐阜県を水源と 

                          する一級水系矢作川が地内 

を                         区を貫き、上流には、昭和 

                          45 年に完成した矢作ダムが 

                          がある。 

                          現在、矢作ダム建設当時の 

約半数の人口となり、地域 

                          の過疎化が顕著となってい 

る。 
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２．産業等の現況 

 

 昭和３０～４０年代には、林業が多く営まれたが、現在では、特別な地場産業はなく、

生活関連商品、サービスを扱う小規模事業者が大半である。農業に関しては、平地が少

なく特産品として特別規模の大きな農産物はないが、自然薯の生産が盛んで地域では自

然薯を中心とした催事などを開催している。 
製造業は、トヨタ自動車関連事業所が１事業所（中小企業）あるのみで、車の街豊田市

でありながら、トヨタ自動車のサプライチェーンに関連した産業は存在しない。 
 また平成２５年には、旭観光協会が旭商工会から独立し、観光関連事業を積極的に開

催しているが、観光資源に乏しく近隣地域の観光の集客力には及ばない。 
 
当地区の人口は、減少の一途をたどり、平成２６年には３，０００人を割り、さらに

減少してきている。同時に世帯数も減少してきている。 

 

   旭地区の人口（世帯数）の推移 
Ｓ35年 Ｓ45年 H2年 H18年 H26.4.1 H27.4.1 
7,452人 5,800人 4,005人 3,473人 2,927人 2,881人 

 

   旭地区の商工業者数等 

                            （単位：人） 

平成 18 年 

事業所・企業統計調査数 

平成 24 年 

経済センサス活動調査数 

商工業者数 小規模事業者数 商工業者数 小規模事業者数 

１６７ １５１ １４４ １２６ 

 

 当旭地区の小規模事業者の廃業は、経営が成り立たなくなった以降も地域住民からの

需要に応えて、最終的に体力的に継続が困難になった後での廃業が多い。つまり、利益

のためではなく地域のために商売を続けている小規模事業者が多くを占めているとい

う現実がある。 
 

 

（小規模事業者の廃業者の状況） 
   平成２３年度  ６件（小売業２件、旅館業１件、建設業２件、サービス業１件）

   平成２４年度  ３件（小売業１件、サービス業１件、製造業１件） 
   平成２５年度  １１件（小売業２件、飲食業１件、旅館業１件、サービス業３

件、建設業３件、製造業１件） 
   平成２６年度  ３件（小売業１件、旅館業１件、サービス業１件） 
 
  以上の廃業理由については、高齢化、売上不振、後継者不在によるもので過疎化に

伴う小規模事業者の実態と考えられる。 
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  衣食住などの住民生活に関係する業種や、観光関連業種の廃業が目立っている。 
 中でも、地域に２軒あったガソリンスタンドの内、１軒が平成２５年に廃業、平成 
２７年には新聞店も廃業するなど、地域における必要業種までも廃業に至る現実が 
ある。 

 
  （既存の小規模事業者の状況） 
小規模事業者は本来、生業としての経営であるが、もはや売上、所得ではなく、生

活者の要望により事業を続けるといった事業者が見受けられるようになってきた。つ

まり、儲けはなくても、消費者が困るからといった理由であり、高齢経営者を中心に

住民のためのボランティア的な理解での経営が現れ始めている。 
 

  （後継者の所得について） 
青色専従者給与などの数値を見ると、後継者であるべき者の所得が、明らかに低い

水準になっている。 
現実に後継者があっても、標準的な所得の見込みが立たず、承継せずに地区外で

就業した方が良いという選択が、今後も増えることが予測される。 
 
（業種別状況） 

   ・小売・サービス業関連事業者 
    一握りの事業者を除いて、ほとんどは売上が減少している。経営努力が売上に

結びつかない状況があるため、設備投資的な発想がほとんど見受けられないばか

りか、運転資金の需要も少ない。つまり融資による経営改善の見込みがつかない

状況でもある。 
 

・建設関連事業者 
    土木業に関しては、現在は比較的安定的に推移しているが、最盛期と比較し、

大半の事業者の売上高は低下している。 
 
 

３．地域及び小規模事業者の課題 

 

現状から見た地域及び小規模事業者の課題として 

 （１）地域全体において過疎化が進展している状況の中で、従来から地域をマーケッ

  トとしている小規模事業者の売上不振が非常に顕著になってきている。 

 （２）小規模事業者の高齢化と後継者不足により廃業が顕著で今後も多くなると予測

される。廃業により住民生活への影響も出始めている。 

  一定の所得が期待できないため、事業承継に至らず、後継者は地区外で就業する

ケースが増えてきている。 

 （３）ほとんどの小規模事業者は、生活と経営が一体的であり逃げることはできない

  が事業承継の意義を見出すことが難しい状況が出てきている。 

また経営改善のための財政的余力がなく、人材も不足しているし、小規模事業者

の経営に対するモチベーションが低下してきている。 
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 （４）豊田市中心部等への消費流出、ネット販売等への消費流出が顕著であるが、一

  方では買物難民と言われる高齢者が増加してきている。 

 

 

４．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 
（１）現状の延長線上を想定すると、人口の減少は回避できず、これに伴う小規模事

 業者の廃業がさらに顕著となる。これに対し、人口が減少しても小規模事業者の経

 営を持続していく必要があり、いたずらな延命支援ではなく、経営が持続し発展す

 る方向へ導く。 
   また、小規模事業者の廃業は、地域住民特に高齢者の生活に重大な影響を及ぼす

こととなるため、高齢者にやさしい地域として、地域住民の生活の利便に供する小

規模事業者が廃業に追い込まれることのないように、経営支援を推進する。 
 
（２）若手経営者、後継者、創業者に対して、郷土意識の醸成と地域への帰属意識を

 高め、経営意識の向上と経営力向上のために、経営知識の向上を支援する。 
 
経営発達支援事業の実施後のイメージとして、 

   商工会の支援事業を通して、 

・後継者が積極的に経営に関与するようになってきた。 

     ・小規模事業者が経営の見直しや改善を行うようになった。 

     ・地域が以前より何となく明るくなってきた。 

   これらの裏付けとして小規模事業者の新たな取組みにより売上、所得が向上して

いる状況を目指す。 

 
 

５．小規模事業者支援の目標 

当旭地区の地域経済の基盤である小規模事業者の経営を持続的発達の方向へ導くこ

とにより、地域経済の活性化及び地域全体の活性化を目指す。そのために商工会の役職

員が中心となって経営発達支援事業を計画的に推進する中で、従来のような対処療法的

な支援ではなく、経営者の意識改革と経営の抜本的な改善発達に向け事業計画の策定支

援をはじめとする経営者に寄り添った伴走型の支援を推進する。 
 

（１）小規模事業者の経営に対する意識、意欲を高めるための意識改革を促し、希望

 を持って積極的に事業活動を行うことにより地域経済が活性化する方向性を導く 
 ために小規模事業者の事業計画策定、実施を促進する。 
    → 毎年８社の事業計画の策定により５年間で４０社の支援を行う。 

 
（２）小規模事業者の事業所得向上のための売上拡大支援、販路拡大支援と同時に後

 継者育成支援、ＩＴ化支援のためのセミナーを積極的に開催する。 
     → 若手後継者等の支援も含め、毎年５回のセミナーを開催する。 
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（３）事業計画策定支援及びフォローアップを計画的に推進するとともに販路拡大支

援を行なうことにより、地域小規模事業者の経営の安定的発展を促進し、事業所の

廃業に歯止めをかけ地域の経済の発展を目指す。 
 
 

６．目標達成のための方針 

 

当商工会は地域唯一の総合経済団体であり、小規模事業者支援の中枢を担う機関であ

り、地域のコミュニティーの拠点であり、地域情報の拠点でもあります。そして当地区

のような過疎地域においては、商工業者のみならず住民も含め、商工会の動きは地域の

関心事でもあります。地域における地域活性化に関しては、正に商工会の経営発達支援

にかかっている。 
 
（課題と反省） 
・当商工会は地域活性化事業として商店街支援を中心に幅広い地域振興事業を進 
 めてきたが、ともすればマンパワーが催事などに費やされていたことも事実であ 
る。業務に対する優先順位を認識し、徹底した経営支援に注力する必要がある。 
・具体的な個別事業所支援については、従来は対処療法的な支援が中心であったが

今後は総合治療的な支援による経営発展を目指す必要がある。同時にさらなる伴走

型、提案型の支援を推進する必要がある。 
・小規模事業者と競合する事業所が少ないということは、安心感にはならないとい

うことを改めて認識する必要がある。販路開拓、売上拡大に向けた取組みを推進す

る必要がある。 
 
以上の反省を踏まえて、改めて個別事業所の経営支援を一層強化し、経営力強化を図

り事業の持続化を促進していくことを目指す。 
 
 具体的には、小規模事業者の前向きな経営姿勢、経営努力を促し計画的な支援により

廃業を最小限にくい止め、地域が活性化することを目標に事業を推進する。 
・売上の回復化・・・数字として回復基調の方向性が確認できること 
・事業承継の方向性・・・高齢の経営者に関し、計画的な承継を支援する。 

 なお、新住民による創業に関しては、事業拡充ではなく自給自足の考え方を優先する

事例があるが、商工会のスタンスとしては、経営の拡充を支援する。 
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 今までの商工会の支援と今後の商工会の支援の方針 
 

 今までの商工会の支援 今後の商工会の支援の方針 

支援の前提 経営者のニーズに対応するこ

とを前提とした支援 
経営者の課題発見を前提とし

た支援 

情報の活用 経営者の考え方を前提とした

支援 
経営者以外の情報も考慮した

支援 

課題解決の仕方 対処療法的な課題解決 経営持続化、経営発展を目指し

た課題解決 
支援の継続性 完結型の指導、支援 長期的なＰＤＣＡによる支援 

支援の体制 指導というスタンスでの支援 伴走型で一緒に考える支援 

精神的支援 ヤル気がなければ、支援は弱い ヤル気がなければ、それを高め

る支援をする。 
 
 
 
 経営支援の前提となる支援のポイントとして、 

 

マーケットが減少したからやむを得ないという消極的な発想ではなく、マーケットを

広く外に向ける考え方を主とし、一方では地域にマーケットを引き寄せる、つまり顧客

を呼び込むという両面での考え方による可能性の模索をしていく。 
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 経営発達支援事業 目標概念図 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売上低下 経営力の低下 経営意識の低下 （現状） 

経営発達 
支援事業 

 

伴走型の経営支援 

意識改革支援 → 事業計画策定 → フォローアップ支援 

 

（支援後） 経営意識の向上 経営力の向上 売上拡大 

（目標） 
地域経済の活性化 
小規模事業者の経営の持続・発展

地域産業の育成 
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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】 

 

１-①現状と課題 

  従来、経済動向などの情報は、商工会においては入手できるが、小規模事業者の経

営に対して参考にしていただくような情報提供を行なってこなかった経緯がある。ま

た、地域の経済という観点で地区内における景況についても取りまとめや調査はなか

ったのが現状である。 
小規模事業者が経営計画を策定するなど新たな経営展開のためには、経済動向を把

握が前提であることを改めて認識し支援にあたる必要がある。 
 

１-②地域の経済動向調査の目的、分析方法、活用方法 

 （目的） 

  経営分析、経営計画の策定のための基礎資料にすること、また小規模事業者が自ら

の感覚ではなく地域経済を把握しながら経営にあたることを支援していく。 

  そのために、一つは、広域的観点での調査として関係機関の経済動向調査等の取り

まとめによる分析調査。もう一つは、地区内の経済実態の調査として商工会の情報収

集による調査とする。 

 

 （調査方法、活用方法） 

  広域的観点での調査に関しては、中部経済産業局、愛知県、日本政策金融公庫、ミ

ラサポ、愛知県商工会連合会などの調査に加え、豊田信用金庫の景況調査資料を活用、

分析し、業種別動向も踏まえて資料として事務局で作成する。調査項目としては、景

況、売上高、物価、融資及び業種別売上高の推移等を基本とする。 

また、地区内の経済実態の調査関しては、商工会の独自調査として売上高推移、経

常利益などを分析調査。別途、観光客の推移、事業所の開廃業など地域の小規模事業

者の経営の参考になる情報について収集し、資料として作成する。 

 

１-③目標 

  ・広域的観点での調査は年１回取りまとめ。【新規事業】 

  ・地区内の経済実態の調査に関しては３０事業所を対象に年１回取りまとめ。 

【新規事業】 

  ・各調査結果は、商工会だより全戸版を利用して情報提供するとともに、小規模事

業者の経営分析、事業計画の基礎資料とする。 

  ・経営革新、事業承継、創業の個別支援に際し基礎的資料として活用する。 
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  ・市行政等との意見交換や陳情などの基礎資料として活用する。 

 

 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 
広域観点

の調査 
１回 １回 １回 １回 １回 

地区内調

査 
１回 
30 事業所 

１回 
30 事業所 

１回 
30 事業所 

１回 
30 事業所 

１回 
30 事業所 

情報提供 1 回 １回 １回 １回 １回 
 
 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

２-①現状と課題 

  地区内小規模事業者の売上について、豊田市への合併時の平成１７年と平成２６年

のデータを確認したところ、以下の実態が確認できた。 
    

サンプル数 ２９事業所 
売上が下がった ２３事業所  ７９％ 
売上が上がった ６事業所   ２１％ 
売上が下がった事業所の内 
  ４０％以上下がった 

 
１５事業所  ７１％ 

  内５０％以上下がった ６事業所   ４０％ 
※全事業所の２１％ 

 
  このことから言えるように、売上の減少が顕著となっている。 
  商工会としては、特に顕著な売上低下の事業所数軒に対して、原因の確認と今後の

方針についてヒアリングして、対応策を提案するなど行なっていたが、抜本的な解決

につながった例は少ない。また、計画的な支援ではなかった。 
  地域として小規模事業者の経営支援を進めるため更に明確なデータを確認し、事業

計画に結びつけることが重要である。経営の安定的な持続化を目指し、売上向上、販

路拡大、事業承継問題、後継者問題などを観点に分析する必要がある。 
    
 
２-②経営分析の目的、方法、活用方法 

 

 （目的） 

  売上、所得の向上を目指して、経営計画を策定する前提として、個別事業所の現状

の課題、将来的な課題について的確に把握する必要がある。 

  財務に関することや、表面的な数値のみならず、経営方針や経営戦略といった経営

の基本、経営者の姿勢や行動なども伴走型で支援するために、計画的に経営分析を実

施する。 
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 （分析方法、活用方法）  

  ・経営指導員による決算書のデータ分析（売上、粗利益率、仕入れや諸経費、所得

などの変化）、経営者へのヒアリング（顧客の変化、客単価、商品別売上、売れ筋

商 

品、商品回転率、リピータ顧客、競合店などの状況）を通して、経営課題を拾い上

げる。 

   また、売上高の短期将来予測、ＳＷＯＴ分析による強み、弱み、脅威、機会の特

性把握による長所を伸ばす改善への方向付けをするために、経営者と一緒になって

現状の分析を行う。 

  ・高度な分析（売上総利益率、売上高販売管理比率、流動比率など）については、

専門家派遣のしくみを利用し、中小企業診断士等による支援を受けながら課題の明

確化、課題解決方法、対応策等について、専門的視点での分析を実施する。 

  ・分析結果の活用方法については、専門家を交えて説明し、事業計画の基礎資料と

して有効活用する。 

 

  ・経営方針や経営戦略に関する視点、経営者の姿勢に関する視点などについても分

析の対象とする。 

   課題解決策の検討についても分析後のフォローアップとして伴走型で取組む。 

 

２-③目標 

  事業計画策定予定の小規模事業者を対象に毎年度８事業所を対象に経営分析を行 

い、事業計画策定にあたっての基礎資料として活用する。【拡充事業】 

  ５年間で、小規模事業者４０事業所の経営分析を実施する。 

  時期としては、確定申告終了後の４月から６月にかけて、対象事業所をピックアッ

プし、次項の事業計画策定支援の前段階として取り組む。 

 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 
経営分析 
事業所数 

 
８事業所 

 
８事業所 

 
８事業所 

 
８事業所 

 
８事業所 

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

３-①現状と課題 

  小規模事業者の事業計画に関しては、従来は第２創業、持続化補助金、融資の時な

どにとどまっていた。しかも補助金や融資の前提としての取組みであった。 

  事業計画、経営計画については、小規模事業者が将来に向け、経営発展を目指すこ

とを目標に進めるべきと認識します。 

 また事業計画の目的や意義を明確に伝えることも支援機関としての役割と認識し 

ます。 

地域の小規模事業者の多くは、現状の経営力の低下を認識しつつも、経営の見直し

といった認識まで至らず、多くは旧態依然とした経営を続けている。しかし、前述の

ように豊田市と合併した９年前との売上の格差、または、ピーク時との売上の格差を
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改めて認識し、どういう方向にするかの前にまず経営に対しどういう意識を持つかと

いうことから取り組む必要がある。 

    ○売上減少→危機意識の欠如→気付きを与える支援・・・意識改革 

    ○経営へのモチベーションの低下→意識付けを与える支援・・・ヤル気創出 

 

  これらの意識の問題は、事業承継が進んでいないことにも関連があるため、なぜ事

業承継が進まないのかも含めて検討し、事業計画策定に取組む。 

   

 

３-②事業計画の策定 

事業計画（経営計画）の策定については、概ね次の区分で、小規模事業者の実情に

応じた柔軟な取組みが求められる。 

具体的には、前述の「地域経済の動向調査」及び「経営分析」による方向性を参考

にして経営者の十分な認識を得て進めることとする。 

 

   （計画の区分） 

   A 既存経営の延長としての経営計画 

   B 経営革新を前提とした経営計画 

   C 事業承継を前提とした経営計画 

 

  （対象小規模事業者）  

  ・基本的には、経営分析により課題が明確となり、その解決に向けて取り組む意識

の高い事業所を対象とする。 

  ・年齢６０歳以下の事業主や後継者を有する事業主を主たる対象とする。 

  ・事業承継を前提とした事業計画については、経営者の年齢が６０歳以上の者の内、

後継者が想定できている事業所を対象とする。 

 

  （策定方法） 

  ・巡回訪問により経営者、専従者等とのヒアリングを通じて総合的な判断により強

みを生かした経営計画の策定を支援する。 

  ・売上対象としての商品やサービスについて経営革新的な新たな取組み、マーケテ

ィングや新たな販路、取引先。仕入や必要経費、人材など、あらゆる経営資源に関

して再構築に取組む。 

・事業計画策定セミナー（仮称）を開催し、その出席者の内から、具体的な事業計

画策定につなげる。 

  ・必要に応じて専門家派遣のしくみを活用して、実効性の高い計画を策定する。 

  ・最終的には、小規模事業に携わる経営者らが前向きな経営姿勢、経営努力により

次の方向性を前提に策定することとする。 
  ア 売上の回復化・・・数字として回復基調の方向性が確認できること 
              または、利益率の向上が確認できること 
  イ 事業承継の方向性・・・計画的な承継及び、売上の維持及び拡大 
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３-③目標 

  年間に８件の事業計画を策定し、順次計画の実施に努める。計画の推進にあたって

は、前述の経営分析による新たな対応策を受けて、現実的で実行力を有する経営発達

を目標とする。【拡充事業】 

また、事業計画策定セミナーまたは個別相談会の開催により事業計画策定へつなげ

る。【新規事業】 

同時に事業承継に伴う第２創業や通常の創業予定者についても、経営計画の策定を

基本として支援する。 

 

 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 
経営計画策

定事業所数 
 
８事業所 

 
８事業所 

 
８事業所 

 
８事業所 

 
８事業所 

事業計画策

定セミナー

（仮称）等 

 
３回 

 
２回 

 
２回 

 
２回 

 
２回 

 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】  

 

４-①支援の方法 

経営分析及び財務数値の変化を分析し、経営計画の実施にあたっては、小規模事業

者の経営発達に向け個々の事業所の実情に合わせ、巡回、窓口によるコンパクトな地

域ならではの寄り添ったフォローアップ支援を進める。（８事業所×年５回） 
売上の低下は、経営力の低下となり、経営意識の低下となります。これを逆に経営

意識の向上→経営力の向上→売上の向上といったシナリオに向けた支援を推進しま

す。特に経営サポートの現場から読み取れる事業所の実態に対し、長期的視野に立っ

た経営意識、モチベーションの向上を目指す。 
  事業計画の実施計画に基づく推進状況の管理及び遂行にかかる支援。また、経営知

識の向上や経営戦略のヒントにすべき幅広い情報提供などについてもセミナーの形 

でフォローする。 

内容的としては、マーケティング、事業承継、後継者育成、ＩＴ戦略、販売技術、

合理化、顧客満足、経営管理などの分野から開催する。 
また、若手後継者等に対しては、商品開発、販路拡大、財務管理、自社商品のプレ

ゼンテーション、リーダーシップや課題発見・課題解決といった幅広い分野も視野に

入れ、必要に応じて、ケーススタディ、グループワークなど実践的なセミナーを企画

する。 

 

４-②目標 

  事業計画を策定した小規模事業者の計画策定後の事業推進にあたっては、伴走型の

フォローアップ支援として、進捗状況の確認、課題の確認と対応、資金繰りの確認、
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財務状況の確認、販路拡大への支援、最終的には決算数値の確認を行い次期への方針

を明確にすることとする。【新規事業】 

並行して経営セミナー等を積極的に開催し経営知識の向上に努める。【拡充事業】 

また、状況に応じて小規模事業者等持続化補助金などの小規模企業施策の活用を進め

る。 

 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 
事業計画

策定後の

実施支援 
 

８事業所 
×５回 

８事業所 
×５回 

８事業所 
×５回 

８事業所 
×５回 

８事業所 
×５回 

セミナー 
３回 

セミナー 
３回 

セミナー 
３回 

セミナー 
３回 

セミナー 
３回 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

５-①現状と課題 

小規模事業者の経営の持続、発展のためには、需要動向を把握し、新たな戦略に結

びつけることが重要であるが、今まで個別事業者の取扱い商品やサービス等の需要動

向に関する調査及び具体的な情報提供を行なってこなかった経緯がある。 

小さな地域のため、ここにしかないから購入する、利用するという実態もあり、事

業者としてそれに甘んじて改善や商品開発等への取組みをしてこなかった経緯があ 

る。売上の低下は単に人口の減少や社会の変化によりマーケットが縮小したというこ

とだけではない。需要を見極めた柔軟な姿勢への取組みが必要である。 

これらの反省を踏まえて、支援機関としての商工会の役割も再認識し個別事業所の

商品やサービスに対する需要について細やかな情報提供と同時に新たな経営戦略支 

援を進めていく必要がある。 

 

５－②目的 

 小規模事業者が販売する商品やサービスに対し、その需要の実態について、個別か

つ具体的に調査及び分析しマーケットインの考え方に基づく活用可能なデータとし 

てフィードバックすることにより商品やサービスの見直しや改善を行なうこと、また

新商品や新サービスを目指し新たな販路に取組むための計画策定につなげ、持続的な

発展を目指すことを目的とする。 

 

５-③事業内容 

（１）個社商品等の需要に関する調査（直接調査）【新規事業】 

経営計画策定事業所における既存の商品、サービスに関して、消費する又は利用 

する側へアンケートやヒアリングを通して直接的な調査を行う。 

 

調査の目標 個社の商品、サービスが市場に合致しているかを把握する

とともに、消費者目線での評価や改善点を確認し、強みを

伸ばすための見直しや改善、さらには新商品、新サービス

に取組むための基礎資料とする。 
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調査項目 強みを伸ばす考え方により、対象小規模事業者の主力商

品、サービスごとの、満足度、好感度、価格設定、必要性、

利便性、他との比較、購入理由や動機、要望など。 

商品によっては、品質や味などといった個社商品ごとの項

目を設定する。 

調査方法 調査の実効性を高めるために専門家の支援を得て調査計

画を策定する。 

アンケート調査については、商工会の内部組織（役員、青

年部、女性部等）及び地域団体（地域会議や観光協会）の

構成員（一般消費者含む）を対象とし、身近な消費者の目

線での意見を集約する。 

アンケート対象の内、食品に関しては広域的なニーズを視

野に入れ観光イベント等の来訪者、参加者を対象とし試食

を依頼しヒアリング調査を行う。 

１つの調査対象に対し、アンケート調査又はヒアリング調

査により２０件のデータを収集する。 

 

調査結果の活用 調査結果を分析し、個社商品ごとの消費者のニーズや需要

を見極め、当該事業者と一緒になってマーケットインの考

え方による対象の商品等の見直し、改善に向けた資料とし

て活用する。同時に専門家派遣事業を活用し、新たな経営

戦略として商品開発、販売促進、販路開拓を推進し、売上

拡大に貢献することを目指す。 

 

 （２）外部データを活用した需要動向調査（間接調査） 

  前項（１）の個社商品等の需要に関する調査を補完するために経営計画策定事業所

を対象小規模事業者として更にグローバルな視点から需要動向を把握するために外 

部データを活用する。 

日経テレコン POS 情報の商品別販売データ、市場ニーズ、売れ筋データなどを活用、

分析し、自社商品、サービスの客観的な確認や新商品の取扱いや開発などに役立つ情

報として取りまとめ、当該事業所へ情報提供し、経営改善または商品開発等を含めた

経営革新の支援を進める。 

 

調査の目標 対象小規模事業者の取扱う商品やサービスに対し、マーケ

ットインを前提とした見直しや開発を進めるための基礎

資料とする。 

調査項目 売れ筋商品情報、ランキング、トレンド、市場シェア、消

費者の意識等を把握する。 

また消費者の需要の高い商品等と自社商品の相違点を見

出すための各種データ。（価格、性能、味、年齢、性別、

新市場、新製品情報など） 
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調査方法 支援する個社の業種や品目に応じて、商品等の各種データ

を収集及び分析する。自社商品、サービスに対する改善点

や見直し、または新商品等の参考になり得るデータを収集

及び分析する。 

調査結果の活用 経営計画策定事業者に対し、経営分析、経営計画における

商品等の基礎資料として、また新商品や新サービスを目指

した外部環境把握のための資料としてフィードバックし、

販路拡大、売上拡大を目指す。 

 

 （数値目標） 

 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 
アンケート及び

ヒアリングによ

る個社支援数 

８ ８ ８ ８ ８ 

外部データ活用

による個社支援

数 

８ ８ ８ ８ ８ 

 

 

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】 

６-①現状と課題 

・商工会で行っていた観光協会の業務が、平成２５年度より独立、同時に観光案内所開

設し観光関連事業が拡充してきた。 
 
・「しだれ桃」や［花火大会］といった大型観光事業は、地区外からの集客が多くなっ

た。しかし、一時的な事業であることから、地域の商業者の安定的な売上向上には、つ

ながっていない。 
 
・特に日帰り観光客が大半で滞在型観光客は減少してきている。このような現状を踏ま

え新たな需要を開拓する必要がある。 
 

・また、奥矢作温泉郷として３地区の温泉旅館があるが、近年では経営難による廃業も

あり、観光地としての位置付けが弱まってきている。 

         （温泉旅館数の推移） 

 現在 １０年前 ２０年前 

小渡地区 ２件 ２件 ３件 

笹戸地区 ３件 ７件 ８件 

榊野地区 １件 １件 ２件 

 

・規模の小さな観光資源に依存せざるを得ない状況ではあるが、中長期的、安定的な視

点での観光振興策のために今後も観光協会との連携による地道な観光振興策とそれに

連動した需要対策を模索していく必要がある。 
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６―②考え方  
 前述のように当地区における小規模事業者に対する新たな需要開拓に寄与する事業

に関しては、立地的にも流通コストの関係もあり、価格競争では太刀打ちできない事情

があることから、観光を切り口としてすべての事業者の販路開拓を支援し利益を拡大す

る考え方が最も有効と考えられる。 

 

 ６－③事業内容 
 （旭観光協会等と連携した取組み）【事業拡充】 
・観光を切り口にした場合、現状では販路に結びつく要素は非常に限定されている。し

かしながら旭観光協会と検討を重ねることにより、観光関連事業者の売上向上に結びつ

く可能性は高い。集客そのものは小規模ながら年々増加傾向という手応えはあるため、

観光で訪れた人へのサービスや仕掛けにより、小規模事業者の販路拡大につながる事業

を模索していく必要がある。 
 また、豊田市、豊田市観光協会、愛知県、愛知県観光協会、愛知県商工会連合会、全

国商工会連合会、あいち豊田農協等の組織網の利用による出展支援を行い商談につなげ

る。 
〈対象者〉 
製造を伴う小売業者、旅館、飲食業等の観光関連事業所、その他一般小売、サ

ービス業者 
 （販路開拓のためのＩＴ活用支援）【事業拡充】 
・当地区の小規模事業者は競争認識の希薄な状況で推移してきた現実があり、マーケッ

トへの視野の狭さも課題となっていた。 
・ホームページのある事業者も稀で、外へ向けた営業戦略を持ち合わせていない経営者

が多いことから、今回の経営発展支援の推進にあたっては、ＩＴ（ホームページなど）

の活用支援を中心に取組むことが有効と考えられるため、ＨＰ開設やフェイスブック、

ツイッター、ブログなどＳＮＳの有効利用などについて推進する。これについても観光

をキーワードとする。 

・具体的には、強みの見せ方や有効的な媒体などについて、ＩＴ専門家を派遣し個別支

援を実施する。 
〈対象者〉 

    若手の後継者、経営者を中心とした小売業者、飲食業者等 

 

 （地区外の特産品展などへの出店の促進）【事業拡充】 

・地域の特産品という位置付けの商品等が少ないという事情があるため、現状では限ら

れた小規模事業者が、出店等に参加している。これについては、今後も幅広く情報提供

し、出店を促進していく。 

・特産品展等の出店に関しては、単純に当日の採算性だけで参加の有無を判断する考え

方ではなく、自社商品の販路拡大の推進を前提とした経営計画策定支援を進めていく。

・事前準備として特産品展等を効果的に活用するために、販路拡大すべき商品の絞り込

みや商品開発に関する支援、リピーターへつなげるためのリーフレット作成やサービス

券などの仕掛けに関する支援を積極的に進める。 
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・また事後フォローとして売上分析や改善点の検討を行ない新規顧客に売れる商品を目

ざし支援を行う。 

   〈対象者〉 

    特産品製造事業所、和洋菓子等食品小売業者 

 

 （商品開発支援）【新規事業】 
・地域の特色を生かした商品開発を支援するために、旭観光協会と連携し「旭商工会推

奨商品」「旭観光協会推奨商品」といった付加価値をつけるための工夫に取組みます。

同時に新たな販路、新たな需要を確保するための支援策についても取組む。 
   〈対象者〉 
    製造及び生産を伴う小売業者（酒、自然薯、米、和洋菓子取扱い事業者） 
 

 ６－④目標 

 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 
旭観光協会と

の連携による

出店 

観光振興とコラボした販路拡大に関し、観光協会等との連携に

より、出店を推進する。 
年２回 
５事業所 

年２回 
５事業所 

年２回 
５事業所 

年２回 
５事業所 

年２回 
５事業所 

（目標売上額） 
出店店舗の通常日売上の２倍の売上額を目標とする。 

ＩＴ支援 
（HP 開設、リニュ
ーアル含む） 

ＨＰ開設支援により開設し、新たな販路の方向付けをする。 
ＨＰ開設 

年２事業所 
ＨＰ開設 

年２事業所 
ＨＰ開設 

年２事業所 
ＨＰ開設 

年２事業所 
ＨＰ開設 

年２事業所 
（目標売上額） 
ＨＰ、ＳＮＳによる新規売上増加割合３％を目標とする。 

販売会等への

出店 
特産品展、航空祭、市フェスタなどへの出店を推進する。 
各催事３事

業所参加 
各催事３事

業所参加 
各催事３事

業所参加 
各催事３事

業所参加 
各催事３事業

所参加 
（目標売上額） 
出店店舗の通常日売上の２倍の売上額を目標とする。 

商品開発支援 推奨商品の認定制度を研究、期間内を目途に認定制度を発足 
（個社支援数） 
１件 

（個社支援数）

１件 
（個社支援数）

１件 
（個社支援数） 
１件 

（個社支援数） 
１件 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１現状と課題 

 当地区の地域活性化に関連する事業は以下の通りである。多くは商工会が何らかの形

で関与して推進してきた経緯がある。それぞれの事業においては、意義があり小規模な

がら地域に根付いてきたものであるが、商工会や小規模事業者は、出店や協賛と役割が

あるも、販路拡大に結びつく形にはなっていないのが現状である。 

一部の大型催事では地区外からの来訪客も数千人規模のものもあるが、やはり販路拡大
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にはつながっていない。 
  旭地区の地域活性化関連事業（既存事業） 
 観光関連催事 地域振興関連催事 
１月  角松設置 
２月   
３月 つくば梅まつり  
４月 上中のしだれ桃 こいのぼり設置（5月初めまで） 
５月 山里のお蔵展  
６月   

７月 夢かけ風鈴まつり（8月末まで） 
奥矢作森林フェスティバル 

マイタウンおいでん旭 
 

８月 奥矢作温泉郷花火大会 
小渡天王祭 

各自治区（小渡、笹戸、敷島、築羽）

盆踊り大会 
９月  サンライズコンサート 
10 月  夢渡野 JazzLive 

11 月 笹戸じねんじょもみじまつり 
旭まんきつフェスタ 

商工祭（あさひまつり） 
あさのの日 

12 月  イルミネーション設置（1月初めまで）

 

 

２今後の取組み 

 ２－①「お弁当」「土産品」の開発【拡充事業】 

 従来の観光や催事などの事業が単発的な事業にとどまらず、「地域経済の全体活性化」

につながるような取組みが必要であることから、マンネリズムの打開も必要であり事業

企画にあたっては、旭観光協会、豊田市役所旭支所、各自治会組織などと連携し、地域

小規模事業者が単なる協力という役割だけではなく、小規模事業者の経営とっても効果

的な事業にすべく関与していく。 

 その中で、特に旭観光協会との連携による催事での「お弁当」「土産品」の販売を強

化していく。 

 「お弁当」については、４月の催事「上中のしだれ桃」にあわせて、さらに多くのア

イデアのお弁当の開発、販売に向けて対象小規模事業者による検討会を毎年開催する。

 特産品については、旭夢づくり研究会で開発した「夢たけのこ」（たけのこの瓶詰）

が唯一の共通の特産品という位置付けであるが、さらに新たな土産品開発に取組むため

の検討会を開催する。 

 

 

 

 

 

 

      ※ 観光催事用の「お弁当」 
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 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 
「お弁当」

の開発 
（現在４店

舗４種） 

検討会１回 
５店舗 
５種 

検討会１回 
５店舗 
６種 

検討会１回 
５店舗 
７種 

検討会１回 
６店舗 
８種 

検討会１回 
６店舗 
９種 

特産品開

発支援 
（現在１種） 

検討会１回 
 

検討会１回 
 

検討会１回 
※ 新 規 特

産品完成 

販路拡大 
検討会１回 
 

販路拡大 
検討会１回 
 

 

 

    旭の土産品「夢たけのこ」 

 

     地元産の淡竹（はちく）を 

     収穫し、水煮に加工、ビン 

     詰めにしたもの。収穫から 

     加工、ビン詰め、ラベル貼 

     りまで、すべて手作業で製 

     造。 

 

 ２－②「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」の取組みの促進【拡充事業】 

 現在、豊田市において地産地消の促進や消費喚起を目的に、「ＷＥ ＬＯＶＥ とよ

た」のキャッチフレーズのもとで、啓蒙活動をおこなっているが、小規模事業者レベル

での啓蒙活動を積極化するために、商工会が中心となって、商品にロゴマークを張って

いただくために、巡回訪問等によりシールを配布していく。 
シールの配

布 
２７年度 
7,000枚 

２８年度以降については、豊田市と調整の上、 
地区内の全小売業者に配布する。 

 

 

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 

 １-①豊田支部内商工会（７商工会）における支援ノウハウに関する情報交換会の開 

  催【拡充事業】 

   共通の地域性をもつ近隣商工会において、経営指導員協議会等の機会を捉えて新

たな需要の開拓として商品やサービス需要の動向や売上高などの情報、小規模事業

者の販路拡大に関して相互の支援ノウハウとして出店における陳列や設営等に関 

する情報交換を年２回開催する。 

 

 １-②金融機関及び豊田商工会議所等との連携による情報交換の開催【拡充事業】 

   豊田信用金庫本店、日本政策金融公庫岡崎支店、豊田商工会議所との間で、経営

支援ノウハウ、地域経済情報などの情報交換を年３回開催する。また、豊田市の各

種施策を有効利用し小規模事業者の経営支援に役立てるための情報交換を年２回 
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開催する。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 経営指導員を始めとする商工会職員の資質に関しては、経営支援事業を推進する上で

直接的な小規模事業者の利益に関係する部分が大きく、支援ノウハウなどに関する職員

の資質、指導能力については常に向上する方向での取組みが必要である。また、職員４

名の当商工会においては、可能な限りの情報の共有を図り的確な支援を行う必要がある

ため、以下の取組みをおこなう。 

 

 ２-①関係機関の実施する各種研修会等への積極的な参加による経営指導員等の資 

  質向上を推進する。【拡充事業】 

   （連携機関）愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構

     豊田信用金庫、日本政策金融公庫、愛知県信用保証協会、その他 

 

 ２-②経営指導員等が講師となり研修会または説明会を実施することにより、事前 

の学習、情報収集なども含め自らの資質向上を図る。具体的には、経営ノウハウ、

補助金の説明（例えば、小規模事業者持続化補助金）など。年間３回を目標に実施

する。その際に、経営指導員以外の職員も出席することを原則として、支援ノウハ

ウ等を共有することとする。【拡充事業】 

 

 ２-③専門家派遣の拡充による経営指導員等のＯＪＴの積極化【拡充事業】 

   専門家派遣の考え方は、単に経営課題の丸投げではなく、当該事業所の現状、課

題、想定される解決策、などの情報を取りまとめ、専門家との調整を図り、経営者

と専門家と職員が膝を突き合わせて取組む方式とする。 

   これにより、経営課題と解決策について共通の理解を得ることができる。同時に

経営指導員等のＯＪＴと伴走型支援を同時に推進する。 

専門的支援の実施の翌日には、朝礼において支援情報やノウハウの共有を図るため

に発表を行う。 

 

 ２-④専門家とのネットワークの拡充【拡充事業】 

   現在、中小企業診断士、社会保険労務士、税理士、行政書士、弁護士については、

日常的なネットワークを持ってタイムリーな課題解決を電話や電子メールにて行 

なっているが、さらにそのネットワークを拡充するために専門家派遣の仕組みを積

極的に活用する中で、専門家とのコミュニケーションを強化する。 

 

 ２-⑤記帳機械化対象事業所については、税務支援とのミスマッチを防止し連携を図 

  るとともに、記帳指導職員と支援状況やノウハウを確実に共有するため、経営指導

員による経営カルテ記載後に記帳指導職員によるカルテ確認を行う。（様式：カル

テ 

確認票の作成）【新規事業】 
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 ２-⑥商工会内での情報の共有については、小規模な地域であるため小規模事業者の 

  詳細な情報まで概ね共有できているが、支援、指導については職員間格差を最小限

とするために、毎朝の朝礼をはじめとし「報連相」の徹底を図るとともに、全員が

カルテシステムを共有し確認ができる体制とする。同時に現在経営指導員が経営カ

ルテとは別で管理している事業者別の支援実績データフォルダを整理し、共有フォ

ルダで職員全員が蓄積、活用できる体制を整備し職員の異動があっても支障のない

体制を構築する。【拡充事業】 

 

 ２-⑦全職員が資質向上を目指し、月 1回の経営支援会議を開催し、支援に関する情 

報の共有のみではなく個社支援として経営計画の策定支援ができるよう勉強会を 

開催する。【新規事業】 

 

 

 

 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 

   マネジメントサイクルによる事業評価、事業の公表、事業見直しを年１回実施す

ることにより、事業を計画的に推進するとともに、効果的な事業の推進を図る。 

 

   Ｐ（plan）計画 （４～６月） 

       ・経営発達支援計画の策定。 

       ・単年度ごとの見直し後の計画策定。 

 

   Ｄ（do）実行（５～３月） 

       ・経営発達支援計画の実施 

       ・小規模事業者の経営計画の策定等。 

 

   Ｃ（check）評価（３～４月） 

       ・毎年度ごとに外部有識者による評価、見直し指導を受ける。 

       ・全戸配布の会報にて、事業を公表する。 

 

   Ａ（action）改善（４～５月、１０月） 

       ・事業（計画）の見直し、改善。 

       ・理事会にて事業報告、見直しについて検討。 

       ・上半期終了後に事業推進状況を確認。 

 

 （評価等の方法） 

  ・１年ごとに評価を実施し、公表する。 

   経営発達支援事業の推進にあたっては、計画的な実施と効果的な事業を目指す必

要があるため、毎年４月に外部有識者を委嘱した評価委員会を開催し成果等につい

て確認する。評価結果については、全戸版の会報にて公表する。【新規事業】 

 

  ・理事会において項目ごとの事業の進捗状況を報告し、事業に対する改善、見直し
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及び小規模事業者の意見などについて確認する。 

 

  ・外部有識者については、豊田市役所職員（役職者）を委嘱し、事業の計画（見直

し）に関すること。実施、遂行に関すること、成果、効果に関すること、地域への

公表に関するこなどに対し、指導、助言をいただく。 

 

 （評価の考え方） 

  ・事業の評価に関しては、実施したか否かではなく、実施した結果として対象事業

所の売上や所得が好転したか否かという実質的な観点が必要であり、当地区のよう

な小規模事業者の少ない地域においては、たとえ１軒でも経営持続化が図られるこ

とに意義がある。 

 

  ・年度ごとに、抽出した小規模事業者の２０％の事業所の売上等に関する推移につ

いて外部有識者の協力を得て分析し、評価に係る資料として会長決裁を受ける。 

        事業所数   ３０事業所 

        分析項目  ・売上高の推移（伸び率） 

              ・所得の推移（伸び率） 

              ・利益率の推移（粗利益率） 

              ・新規販路・顧客（ヒアリング調査） 

  ・セミナー等による満足度や貢献度についてはアンケート形式で取りまとめ、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 

（平成２８年１１月１日現在）

（考え方） 

 中山間地域をエリアとする小規模な商工会ではあるが、地域における各種イベントな

ど地域活性化に関する事業は、比較的多く、観光協会や地域の各種団体と商工会が一体

となって進める事業が年間を通して実施されている。 

 商工会としてそれらの事業に対し、単純に商工会の考え方だけで見直すということは

できないが、小規模事業者の経営発展を目指すための取組みの方向性として、個別支援

型事業を優先して進めるという基本的な考え方で取組む。 

 小規模な地域ということは、日頃から小規模事業者と接する機会が多く、個別事情を

把握しやすい立場にあります。もとより伴走型の支援を進めているが、精神的な働きか

けも含め、職員間の連携を最大限に生かして、より実効性の高い経営改善計画の策定、

実施を促す。 

 

（１）組織体制 

 経営発達支援事業の推進にあたっては、職員全員体制でこれを進める。 

小規模商工会ではあるが当商工会の長所である連携とコミュニケーションの強さをさら

に強化し事業を推進する。 

     

         （旭商工会の組織） 

            会員数 １２７事業所 （平成２８年４月１日現在） 

            役員数 １４名 

            職員   ４名  事務局長 

                     経営指導員 

                     補助員 

                     記帳指導職員 

 

（２）連絡先 

       旭商工会 

       〒444-2846 

       愛知県豊田市小渡町七升蒔１３－１３ 

       TEL 0565-68-2620  FAX 0565-68-2399 

       E-mail asahi@aichiskr.or.jp 

 

 

 

 

（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 
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                                  （単位 千円） 

 
２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 １３，７６０ １３，７６０ １３，７６０ １３，７６０ １３，７６０ 

 

小規模企業対策事

業費 

・調査分析費 

・有識者謝金 

・検討会開催費 

・セミナー開催費 

・人件費 

 （２名換算） 
 

 

 

 

 

    ２０ 

   １００ 

    ４０ 

   ３００ 

１３，３００ 

 

 

    ２０ 

   １００ 

    ４０ 

   ３００ 

１３，３００ 

 

 

    ２０ 

   １００ 

    ４０ 

   ３００ 

１３，３００ 

 

 

    ２０ 

   １００ 

    ４０ 

   ３００ 

１３，３００ 

 

 

    ２０ 

   １００ 

    ４０ 

   ３００ 

１３，３００ 

（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 

 ・愛知県小規模事業経営支援事業費補助金 

 ・国の事業補助金 

 ・豊田市中小企業団体等事業費補助金 

 ・商工会自己財源（会費収入等） 

 

 

（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 

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 

連携者及びその役割 

・（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４F 

                     TEL 052-201-3068 

・愛知県事業引継ぎ支援センター（名古屋商工会議所 会頭 山本亜土） 

              名古屋市中区栄 2-10-19 TEL 052-223-5612 

・愛知県（知事 大村秀章） 名古屋市中区三の丸 3-1-2 TEL 052-954-6330 

・（公財）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 TEL 052-715-3061 

     愛知県よろず支援拠点（代表 多和田悦詞） 

・愛知県信用保証協会 西三河支店（理事長 小川悦男） 

              岡崎市久後崎町字宮前 17 TEL 0564-55-5510 

・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 朝日生命岡崎ビル 

                           TEL 0564-24-1711 

・豊田市(市長 太田稔彦)  豊田市西町 3-60 TEL 0565-31-1212 

・豊田市役所 旭支所（支所長 早川正文） 

              豊田市小渡町船戸 15-1 TEL 0565-68-2211 

・旭観光協会（会長 田澤 眞） 豊田市小渡町南貝津 14 TEL 0565-68-3653 

・豊田信用金庫 本店（理事長 田端 稔） 

              豊田市元城町 1-48 TEL 0565-31-1616 

足助支店（支店長 鈴木勝利） 

              豊田市足助町田町 20 TEL0565-62-0050 

・あいち豊田農業協同組合 旭支店（支店長 柴田雅史） 

              豊田市小渡町七升蒔 13-13 TEL 0565-68-2311 

・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 TEL 03-6268-0088 

・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 TEL 052-562-0030 

 

※各団体の役割は連携体制図の中で記載 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

（連携機関） 
・中小企業基盤整備機構 
・愛知県事業引継ぎ支援センター 
・愛知県 
・あいち産業振興機構 
・愛知県信用保証協会西三河支店 
・日本政策金融公庫岡崎支店 
・豊田市 
・全国商工会連合会 
・愛知県商工会連合会 
・豊田信用金庫 本店  

（連携内容） 
・経済動向情報 
・各種施策情報 
  （持続化補助金等） 
・需要動向情報 
・専門家派遣 
・金融施策（資金調達支援） 
・経営相談会（金融相談会） 
・各種展示会、販売会 
・経営セミナー情報 
・その他経済・経営情報など 
 

旭 商 工 会 

 
（地域連携機関） 
・豊田市役所旭支所 
・旭観光協会 
・豊田信用金庫 足助支店 
・あいち豊田農協 旭支店 
・近隣商工会 

（連携内容） 
・金融・経営相談 
・地域経済動向情報 
・地域資源情報 
・観光関連情報 
・需要動向情報 
・地域人材情報 
 

 

小
規
模
事
業
者 

 
事業計画策定 
（伴走型支援） 


