
経営発達支援計画の概要 

実施者名 豊根村商工会（法人番号 9180305007490） 

実施期間 平成 29年 4月 1日～平成 34年 3月 31日 

目標 

○豊根村の観光資源、地域資源を活用して観光客等の流入を図りながら、観光関連

業種（小売業、旅館業、飲食業）の現状維持を図ります。 

○各関係機関とのネットワークを活かし、小規模事業者に対する新たな伴走型支援

体制を構築し、管内地域の小規模事業者の経営基盤強化と持続的発展を伴走型支

援によって促進します。 

○創業支援セミナーの開催や個別支援を展開し、地域の小規模事業者数の維持を目

指します。 

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】 
   地域の経済動向を統計調査や他の支援機関から情報収集し分析することに

より地域的経営課題及び業種別経営課題を的確に把握し、小規模事業者の持続

的発展に資する情報提供を行っていきます。 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
   小規模事業者の持続的発展に資するため、巡回・窓口指導、各種講習会を通

じて小規模事業者のビジネスプランに基づく経営分析を行い、事業計画の策定

や販売戦略立案のための基本資料とし、売り上げの増加や利益の確保を目指し

ます。 
３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
   経営分析結果に基づき、計画書策定及び実行の必要な小規模事業者に対して

経営課題解決策の提案や、事業所の強みを活かした新事業提案を行い、専門家、

他の支援機関とも連携し伴走型で事業計画書策定、実行を支援していきます。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
   事業計画策定支援を行った小規模事業者に対し巡回訪問を実施し、事業計画

の進捗状況の確認を行うとともに計画を的確に進めるために必要な指導及び

助言を行い目的達成に向けた伴走型の支援を行います。 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
   小規模事業者が販売・提供する商品・サービスに対するターゲット顧客のニ

ーズや需要を調査により明らかにし、需要動向に関する情報を説明、提供して

いきます。 
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】 
   消費購買人口を見出し、年間を通じた集客により地域の消費購買確保に繋げ

ていきます。また販路拡大が必要な事業者の販路拡大支援を行います。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
豊根村と連携し、村を将来にわたって長く持続させる「小さく持続するむら戦略」

を一緒になって行動し、小規模事業者の持続的発展に繋げていきます。 
また買い物支援サービス、コミュニティービジネス、各種イベントの実施により地

域活性化に寄与していきます。 

連絡先 

・名称:豊根村商工会 経営指導員 山本明弘 
・住所：〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平 2番地 
・電話：（0536）85-1033 ・ＦＡＸ（0536）85-1720 
・Ｅメール：toyone@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．豊根村の概要 

  

� 地域の風土 

  豊根村は、愛知県北東部に位置し、東は静岡県、北は長野県に境を接しており、東西は 16.6

㎞、南北は 15.6 ㎞で、総面積 155.9ｋ㎡を有し、その約 93%は山林で占められています。 

地勢は、愛知県最高峰の茶臼山が西北端にあり、山の麓は高原状でここから南北に広がる地域

は、中央に標高 800ｍ前後の高原状の台地があり、ほぼ北西方向に侵食する大入川が深い谷を作

っています。東の天竜川との間には日本月ケ塚山、離山など 1,000ｍ級の名山が連なり、標高は

264ｍから 1,415ｍと標高差の大きい峡谷型地形です。また天竜川をはじめ大入川、漆島川等々

の大小河川が渓谷美を織りなしつつ、佐久間、新豊根の大きな二つのダムに流れ込んでいます。

地質は、中央部分が広く領家変成岩で占められ、その先に先新生代の岩石の侵入が各地でみら

れる。中でも南部には広く両雲母花崗岩の分布する地域があり、この地帯の地形は壮年期を示し

ていて、谷が深く刻まれており地形の変化に富んでいます。 

   気候は、年平均 13℃であり、年間降雨量は 2,400 ㎜と多く、冷涼多雨の四季の変化に富み、

夏は涼しく冬の寒さの厳しい所です。茶臼山は、県下でも最も気温の低い所であり、冬の最低気

温が－20℃近くになることも珍しくありませんが、気温の低さの割には降雪量はそれほど多くな

く、茶臼山では最深積雪が１ｍを越すときもあるものの集落のあるとこでは 50 ㎝を超えること

は少なく、全体的には低温寡雪地帯であります。 

   豊根村は、平成１７年１１月に富山村を編入合併し、愛知県内で最も人口の少ない自治体で愛

知県内に２つしかない村の一つです。 

 

② 人口の推移 

   豊根村の人口は、戦後の 5,000 人台をピークとして、減少を続けています。これは特に戦後に

起きた食糧難対策として分村による村外への移転や佐久間ダム、新豊根ダム建設により集落が水

没し、家ごと村外へ移転せざるを得ないなど、大きな事案による離村による減少と戦後の高度成

長期における都市部への就職や農林業などの主要産業の低迷など過疎化による減少の 2 つの要

因があると考えられます。近年では少子高齢化が顕著に進み、平成 22 年国勢調査における若年

者比率は 10%、高齢化率は 46%となっています。 

   人口減少の状況のうち、社会増減の動向としては、戦後の分村、ダム建設などの個別事案の発

生に伴う集落移転など、一時的で強制的な人口減少に対し、昭和 40 年代以降の人口減少は、林

業不振や高度成長期に見られた産業構造の変化による都市部との賃金格差や生活格差の発生に

伴うものになっています。この傾向は、戦後一貫して続いており、長年続く人口減少は、地域経

済に悪循環を招き、人口減少による消費の低迷など地域経済に大きな影響を与えたことで地域が

雇用力を失い、人口減少には拍車をかける状況になっています。最近では、ダム建設などの個別

事案の発生に伴う集落移転などの人口減少はなく、農林業の低迷などによる地域経済の悪化に伴

う雇用の減少や、医療・教育など生活基盤の脆弱性に伴う転出増加など社会減による人口減少が

主になってきています。  
一方、自然増減の動向は、高齢者比率の高まりにあわせ、年度によりばらつきがあるものの、

総じて自然減が増加する傾向にあります。 豊根村人口ビジョンでは、今後取り組みを実施しな

い場合、少子高齢化の傾向が今後も続き、村の人口規模が大きく減少することが見込まれていま

す。 
   最大値 2025 年  高齢者比率 55%  若年者比率 7% 

   2060 年人口推計値 438 人 
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③ 地域産業の現状 
   豊根村は、農業・林業の第１次産業の就業人口が 23.4％を占めており、製造業・建設業の

第２次産業は 10.0％、商業・サービス業等が 66.6％となっており、それぞれが重要な産業に

なっています。 
○ 第１次産業 

      農業の経営規模は 0.3ｈａ未満と小さく、零細のため生産性や後継者の面で厳しい状況

である。林業は木材価格の低迷や従事者の不足、高齢化の問題を抱ええています。 
○ 第２次産業 

      昭和 60 年頃には自動車部品や精密機械部品の下請的工場が７事業所あり、およそ 180
人が従事していたが、バブル崩壊後、そのほとんどが撤退し、現在では家内労働的な精密

機械部品製造が 2 事業所、建設業が 16 事業所あるが、公共事業の減少により年間売り上

げも下降気味です。 
○ 第３次産業 

     小売業・飲食宿泊・サービス業は多くの事業者が後継者もなく、高齢化とともに廃業が

進んでいる。地域住民の日常生活用品の購入や村外からの交流人口への商品・サービス提

供の在り方が課題となっています。 
 
 産業別就業者数 

 
 

最近の企業数、事業所数、従業者数はともに、減少傾向にあり経済基盤が縮小していること

を示しています。 有力な生産・消費活動の拠点となり得る工場や商店等については、近年の企

業生産拠点の海外流出やコスト削減の流れの中で、山間地域への企業立地の需要はなく、誘致

に苦慮している状況が続いています。過去に誘致した工場も撤退が相次ぎ、商店は、家内労働

的な小規模経営で、多様化する消費者ニーズ等により都市部の大型店での購買が増加し、一段

と経営が厳しい状況です。 
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業種別事業所数推移 

 年度／業種 建設業 製造業 
運輸通

信業 
卸売業 小売業 飲食業

不動産

業 
宿泊・サー

ビス業 
計 

平成 5 年 32 17 2 21 19 6 0 27 124

平成 10 年 30 14 2 18 16 7 0 21 108

平成 15 年 23 9 1 11 14 4 2 19 83

平成 20 年 23 6 1 9 15 4 2 19 79

平成 25 年 18 6 1 4 15 4 2 17 67

平成 27 年 17 6 1 4 14 4 2 14 62

商工会独自調査による

   
④ 観光振興への現状 

    豊根村への入込み客は、愛知県観光レクレーション利用者統計によると平成 17 年：409 千

人、平成 20 年：426 千人、平成 25 年：455 千人（村独自調査だと年間 600 千人）とほぼ横

ばいの客数となっています。近年では愛知県最高峰「茶臼山」を活かし、2007 年から 5 カ年

計画で 22,000 ㎡ 40 万株の芝桜の植栽を行い、「本州一標高の高い所にある花畑」として、そ

の開花している 1 か月の期間、3,000 人だった観光誘客数を 100 倍の 30 万人にまで増加させ

るに至っています。豊根村は、「観光交流立村」を掲げ、2020（平成 32）年までに年間 100
万人の観光客を目指す「豊根村観光交流アクションプラン」を発表しました。しかしながら現

在は入込み客のうち 95％が日帰り客となっており、閑散期を無くし、観光客の滞在時間を長

くするためのプランを取り入れ、具体的な方法などを調整し実施していくことが課題となって

います。 
    

２．地域の課題と今後の方針 

人口減少は、豊根村の経済に大きな影響を及ぼしています。消費市場の縮小による経済の衰

退、更には深刻な人材不足、森林や農地の荒廃、空き家の発生などが発生しており、こうした

状況は、経済基盤衰退のみならず地域社会自体の存続の危機を生み出しています。特に主要産

業であった林産業における木材やシイタケ価格の低迷は、村の産業に大きな打撃を与えており、

人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させるという負のスパイ

ラル（悪循環の連鎖）が極度に進んできています。 
 

豊根村は、「観光交流立村」による村づくりを目指しています。「食・農林水産物」や「歴史・

文化」や「風景・自然」など地域ならでは地域資源を掘り起こし、その地域資源を最大限活用す

るとともに地域特性を生かし、都市部にはない魅力を活かした産業づくりを行っています。三遠

南信自動車道や新東名高速道路の整備が進み、村へのアクセスは飛躍的に向上しています。将来

的には、リニア新幹線の開通もあることから、全国の都市からより短時間で足を運ぶことが可能

となります。   

愛知県内有数の観光地である「茶臼山高原」を観光ブランドとして確立させ、交流人口をさら

に増やすことで、小規模事業者の店舗数の維持を図るとともに雇用の場を確保し、地域資源を活

用した商品・製品の開発を促進する新産業の創出を豊根村と一緒になって目指していきます。 
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３．商工会の事業者支援の現況と課題 

当商工会は独自の取り組みとして、地域消費者の購買力の向上と村外流出防止を図ることを目

的として、また商工会員の金融の円滑化と経営の安定化を図る目的で、以下の事業に取り組んで

きました。 

① 平成 25 年度より豊根村の支援を受け、プレミアム付き地域振興券を発行し、村内消費の需

要喚起を促しており、今年で 4 年目ということもあり住民には定着してきている。 

② 豊根村から借り受けた 2,000 万円の資金を基金とし、商工会員が資金需要期や緊急に事業資

金が必要になった際、無利息及び無担保で融資（上限 200 万円）を行い、金融の円滑化、経

営の安定及び産業の活性化を促進する「豊根村小口資金融資制度」を実施しており、現在は

会員の 25.8％の事業所がこれを有効利用している。 

③ 高齢者比率が 46%を超える豊根村では車の運転ができない高齢者が買い物に不便を感じて

いることを受け、全国で初めての試みとなる地域の商店と郵便局の宅配サービスを結びつけ

た買い物弱者支援サービス事業（おつかいポンタ便）を平成 27 年 7 月より実施している。

この事業は、利用住民が事前登録をし、午後 3 時までに食料や雑貨を扱う村内の商店に電話

注文すると肉、魚、野菜などの生鮮品を含む商品を専用コンテナに詰め、郵便局員が翌日に

配達するというサービスで高齢者対策と同時に地域商店の売上げ向上を目指した事業であ

る。 

 

また、これまで商工会は、金融・税務・労働相談等の経営改善普及事業を中心として地域の小

規模事業者の経営基盤の安定に注力してきましたが、豊根村における人口減少や少子高齢化な

ど、これらによる消費者の地元購買力の減退や村外流出など地域内の小規模事業者の置かれてい

る経営状況は大変厳しい状況にあります。 

   そのため、商工会は従前の経営改善普及事業も大変重要ですが、環境変化を乗り越えることの

できる事業者の育成に対応し、経営力強化を目的としたそれぞれの課題を解決するための支援が

必要であると考えます。 

 

   現在、本会の支援体制が抱える課題として以下の 3 点が挙げられます。 

 

課題① 小規模事業者と地域の経済環境に関する実態把握が不十分である。 

課題② 課題解決型指導が必要な事業所の掘り起しができていない。 

課題③ 小規模事業者の経営課題の把握とそれを解決するための計画的な支援ができていな

い。 

 

４．小規模事業者の中長期的な振興の在り方 

    

小規模事業者を取り巻く環境や、国・愛知県・豊根村の動向を踏まえ、これまで豊根村商工

会が取り組んできた小規模事業者への支援効果や課題を見極めるとともにこの 10 年で 25％
もの商工業者が減少したという現状を踏まえ、本計画では 5 年後の事業所数の現状維持に努

め、向こう 10 年後は現在の約 10％程度の減にとどめるよう努力してまいります。また、県下

有数の観光地である「茶臼山高原」を中心に個性ある小売・宿泊・飲食業者によって賑わいを

取り戻し、観光関連業種事業者の振興や年間を通じた地域経済活性化事業等により交流人口を

増やすことでその波及効果が地域全体の小規模事業者に広がっていく土台づくりを行うとと

もに、創業予定者が明るい希望を持って創業できるような魅力ある豊根村に向け振興に取り組
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んでまいります。村内の小規模事業者の売上げと利益の確保、事業承継と創業のサポートによ

る事業所数の維持を図るため「小規模事業者が意欲的に活躍し、賑わいを創出する豊根村」

を中長期的な振興の在り方、目指すべき姿として掲げ、経営発達支援計画の策定を行います。

 

【目標】 

 ①「茶臼山高原」「天然温泉施設」「道の駅」などの豊根村の観光資源、また「アユ・アマゴ・

チョウザメ、ブルーベリー」といった都市部には無い地域資源を活用して観光客等の流入

を図りながら、新たに開発した商品、新メニュー等の開発を商工会は支援し、小売、宿泊、

飲食等の観光関連の事業所数（現状 27 事業所）の現状維持を目指します。 
 

② 各関係機関とのネットワークを活かし、小規模事業者に対する新たな伴走型支援体制を構

築し、管内地域の小規模事業者の経営基盤強化と持続的発展を伴走型支援によって促進し

ます。 

 

③ 創業支援セミナーの開催や個別支援を展開し、創業者支援の一層の拡充支援を行い、地域

の小規模事業者数の維持を目指します。 

 

 【実施方針】 

   上記目標を達成するため以下の実施方針とします。 

  

① 観光資源、地域資源を活用した特産品や小売・宿泊・飲食業者による個性あるサービスや

メニューの開発による「とよねブランド」の普及推進と観光地賑わい創出に取り組んでまい

ります。 

 

   ② 豊根村の主要産業である建設業をはじめ卸・製造業、サービス業など個別企業に対しては、

全職員があらゆる機会（巡回指導、経営相談、記帳、税務、労働等の指導）を捉えて小規

模事業者の経営課題の掘り起こしを行い、浮かび上がった課題解決に向けた事業計画の策

定を支援し、定期的なフォローを続けながら小規模事業者に寄り添った伴走型支援を実施

します。既存事業者の現状を把握し、事業計画策定の必要性を啓蒙し、策定から実施、実

施後のフォローまで一貫した支援を行います。 

 

   ③ 従来の事業にとらわれず、自社の強みを活かした新たな取り組みに挑戦する事業者を発掘

し、創業、第二創業等を支援していきます。また、地域の小規模事業者数の維持のため、

行政や近隣商工会等と連携し、創業セミナーの開催や円滑な事業承継のための個別支援を

展開します。創業、事業承継後は定期的に手厚いフォローを実施します。 

 

   ④ 経済需要動向を収集、分析した結果や経営分析した結果を踏まえ、事業計画の策定し、そ

の実施支援に取り組んでまいります。 

 

   ⑤ 販路拡大のための情報を収集し、分析した結果を小規模事業者に提供するとともにＩＴを

活用した販路開拓の支援を行います。 
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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．経営発達新事業の内容 

 

  １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

◆（目的） 

   地域の経済動向調査は、経営計画策定の上で重要な情報である地域内外の経済動向を調査・収

集・分析し、数値によるデータ蓄積を行い、経営計画策定や経営改善などの具体的提案のための

分析資料として役立てることを目的とします。 

 

◆（現状と課題） 

   これまでは、愛知県商工会連合会が実施する中小企業景況調査、全国商工会連合会から調査委

託されている小規模企業景気動向調査以外に定期的な経済動向調査は行っていませんでした。小

規模事業者へは小規模企業施策や金融、税務、労働等の直面する問題への情報提供が中心で地域

小規模事業者の持続的発展や経営発達に繋がる情報提供や巡回指導がなされていませんでした。

また、過疎化や人口減少、経営者の高齢化により廃業が多くなっていることから地域の経済環

境はますます厳しくなっていくであろうと漫然とは感じていましたが、具体的な数値に基づく取

り組みではなかったため、本経営発達支援計画では、経済動向調査を実施し、地域内外の経済動

向を調査・分析することにより、小規模事業者の今後の見通しや対応策などの策定、経営戦略の

立案に活かすことが課題であると思います。 

 

◆（事業内容・手段） 

  そこで、上記の課題解決を図るため、豊根村及び近隣市町村における地域の経済動向を統計調

査や他の支援機関から情報収集し分析することにより、地域的経営課題及び業種別経営課題を的

確に把握し、小規模事業者の持続的発展に資する情報提供を広く行っていきます。 

  

① 東三河地域を中心とした地域経済動向調査【新規】 

   豊根村の属する愛知県東三河地域の経済状況を調査した豊川信用金庫「景気動向調査」を基に

分析し、各業種における今期の業況や来期の見通し、経営上の問題点や改善策などの現況を判断

し、地域の小規模事業所に対して有益な経営に必要な情報提供を地域巡回の際行います。 

 

（調査項目） 

    業況、売上額、収益、経営上の問題点、当面の重点施策（販路拡張、経費節減、新製品・技

術開発等） 

 

  ② 小規模企業景気動向調査（全国連）等による地域経済動向調査【新規】 

   全国商工会連合会の小規模企業景気動向調査が毎月実施されており、全国的な景気動向・業種

別動向等について情報収集ができます。また日本政策金融公庫の中小企業景況調査を分析し、広

域な経済動向を収集します。これらの情報は巡回相談窓口において地域の小規模事業者に提供し

ていきます。 

 

  （調査項目） 
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小規模企業景気動向調査：業種別の業況・売上額・仕入単価・採算・資金繰り 

中小企業景況調査：売上・利益・販売価格、仕入価格、従業員状況、資金繰り状況 

   

③ 関係金融機関との情報交換【既存拡充】 
経済動向については、金融機関等が一番敏感であることから、地域の金融機関とは年に４回、

定期的に情報交換を行い、年末資金需要期には関係金融機関（日本政策金融公庫、愛知県信用保

証協会）と年１回、金融懇談会を開催し情報交換を行い、金融需要動向を中心に情報の収集・整

理・分析を行います。 
 

◆（活用方法） 
 収集した調査・分析結果等は経営指導員及び他の職員間で共有し、地域巡回の際、小規模事

業者に対して情報提供及び利用できるものとし、小規模事業者の経営相談等に活用します。 

 

◆（小規模事業者に対する効果） 

  ① 小規模事業者が地域経済の動向を把握することで、今後の事業計画を検討するツールとして

利用することができる。 

  ② 職員間で地域の経済動向や市場動向の情報を共有することにより、小規模事業者の課題につ

いて検討しあい、個々の支援に活かすことができる。 

 

◆（目 標）                                  （件数） 

項   目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
東三河景気動向調査提供件数 0 2 2 3 3 4 
小規模企業景気動向調査 0 2 2 3 3 4 

金融機関情報交換 2 5 5 5 5 5 
情報提供件数 2 5 8 8 10 10 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

◆（目的） 
   小規模事業者の内部環境分析や経営分析を行い、事業計画の策定や販売戦略立案のための基本

資料とすることを目的とします。また小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓

口相談、各種講習会等の開催を通じて、小規模事業者の経営分析を行い、売上げの増加や利益の

確保を目指すことを目的とします。 
 
◆（現状及び課題） 
   これまでは、記帳機械化を活用している企業でも単に税務申告のために利用しているにすぎず

経営及び財務の状況を正確に把握し、数値に基づいた経営改善を行う提案ができていませんでし

た。当地域の小規模事業者は高齢の事業主が多く、日常、経営分析や会計管理になじみもなくそ

の必要性を感じていない事業者が多いのが現状であり、経営分析に至るケースが少ない状況にあ

ります。 
   今後、さらに高齢化が進む経営環境下、経営状態の改善のため事業計画を策定し、新たな需要

の開拓を行うためには内部環境分析や計数に基づいた財務分析等が重要であり、経営分析、経営

計画策定を行うことの必要性を小規模事業者に理解していただくことが課題であると考えてい

ます。 
 
 
◆（事業内容） 
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   記帳指導や決算・確定申告支援を行っている小規模事業者及び巡回訪問や窓口相談時に経営改

善に意欲的な小規模事業者及び観光関連事業者を対象に、中小企業基盤整備機構の「経営自己診

断システム」を活用し、収益性・効率性の分析を行い、必要に応じＳＷＯＴ分析等により経営課

題の抽出を行います。 
第一段階として比較的簡便な分析により収益性や効率性を把握できることで、これまで経営分

析の経験のない小規模事業者の数字、実績に対する興味関心を促すことにより、第二段階である

３Ｃ分析やＳＷＯＴ分析の実施につなげ、さらには事業計画の策定につなげていきます。 
 
  ①「経営自己診断システム」を活用した簡易な経営分析 ＜第一段階＞ 【新規】 
   ・目 的 ：小規模事業者の経営分析を行い、その結果を小規模事業者に提供することで事業

者の問題把握に役立てることを目的とします。 
   ・対象者 ：地域内小規模事業者のうち 
         ①商工会で記帳指導・決算指導を受けている事業者 
         ②上記①以外で経営分析を希望する事業者、観光関連事業者 
   ・分析方法：中小機構「経営自己診断システム」を用いて経営指導員が分析を行います。 
   ・頻 度 ：年 1 回実施（決算終了時に限らず随時実施） 
   ・分析項目：収益性、効率性、生産性、安全性、成長性 
   ・活用方法：小規模事業者が経営判断するときや事業計画を策定時の参考資料として活用しま

す。 
   ・提供方法：結果を紙面にまとめ、経営指導員が巡回訪問時、窓口相談時に個別に説明します。

   ・期待する効果：経営状況を表す数値への関心と理解を促し、事業計画策定のモチベーション

アップを図ります。 
 
  ②３Ｃ分析及びＳＷＯＴ分析 ＜第二段階＞ 
   ・目 的 ：簡易な経営分析後、外部環境の変化や自社の強みの把握活用により精度の高い事

業計画策定に役立てることを目的とします。 
   ・対象者 ：上記①で簡易な経営分析を行った小規模事業者のうち、観光関連事業者及び経営

意欲の高い事業者 
   ・分析方法：３Ｃ分析・ＳＷＯＴ分析を行い、経営課題を抽出します。 
   ・分析概要：経営指導員が主体で行い、事業所の経営状況によっては専門家派遣等の制度を活

用し、中小企業診断士等の支援を受けながら活用します。 
   ・活用方法：小規模事業者の事業計画策定時の基礎資料として活用します。 
   ・提供方法：結果を紙面にまとめ、経営指導員が巡回訪問時、窓口相談時に個別に説明します。

         専門家の支援を受ける場合は、専門家が経営指導員の説明を補完して説明します。

   ・期待する効果：より精度の高い具体的な経営分析により、経営課題を把握し、事業計画策定

につなげます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【対象事業所の選定】 
・所得税・消費税の確定申告 

・融資あっせん事業者 

・経営改善の意欲が強い事業者 

・新たな取組みを考えている事業者 

・創業、事業承継を考えている方 

・観光関連事業者 

【分析】 

①売上げや利益の趨勢 

②簡易分析 

③３Ｃ分析・ＳＷＯＴ分析 

④支援課題の明確化 

⑤支援方針の確立 

【事業計画策定へ】 

・課題について対処療法的

に解決策を講ずるのではな

く、事業計画を策定する中

で根本的かつ総合的な解決

を図るよう促します。 
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◆（目標）                                  （件数） 
 
 
 

 
   
 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 
◆（目的） 
   人口減少など小規模事業者を取り巻く経営環境が激変しています。小規模事業者が経済社会情

勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築するため、個社支援と合わせてセミナーでの

集団支援も実施し、事業計画策定を目指す小規模事業の掘り起しを行います。また経営分析によ

り見えてきた課題を解決し、確実に実行できる、成果の上がる事業計画書策定支援を専門家等と

連携して行うとともに、それに沿った経営を実行していくことが持続的発展のために有効である

ことを広く啓蒙していくことを目的とします。 
 
◆（現状及び課題） 
   これまでの計画策定支援については、融資斡旋時に簡単な事業計画を作成するに留まり、何ら

検証もなく計画の策定目的が効果として表れずにおりました。創業支援につきましては、地域の

人口の減少と過疎化から地域で創業を志す事業者への積極的な展開はしておらず、平成２２年度

から平成２５年度まで各年度１件ずつの創業があったのみでした。事業所の後継者などが業態転

換や新規事業に進出する事例も若干ありますが支援が行き届いていないのが課題であります。 
 
◆（事業内容及び手段） 

経営分析結果に基づき、事業計画書策定及び実行の必要な小規模事業者に対して、経営課題の

解決策の提案や事業所の強みを活かした新事業提案を行い、事業者の要望に基づいて伴走型で事

業計画書作成を支援していきます。計画策定に係る費用負担やフォローアップ費用等について

も、認定支援機関でもある商工会が支援、助言をすることにより、小規模事業者がこれまで作成

したことがない経営改善計画書の作成等に対する抵抗を少しでも軽減し、事業者本人にも簡単な

事業計画を作成する過程において経営の現況などを把握し、経営全体を見直すきっかけとなるよ

うその重要性を認識してもらいます。 
   また、事業計画策定支援については専門家、豊根村、日本政策金融公庫、愛知県商工会連合会、

豊川信用金庫等とも連携し、小規模事業者と共に考える伴走型の指導及び助言を行い、小規模事

業者の売上の向上及び利益等の確保を図ることを目的とし実施します。 
 

① 計画策定を必要としている事業者の抽出 【新規】 
巡回・窓口相談指導や記帳指導において、経営分析を行った事業者の中で、経営意欲の高

い事業者や問題意識の高い事業者、観光関連事業者を支援対象に事業者の業歴、経営状況把

握程度に応じて事業計画策定の個別支援を行います。 
また、創業者、あるいは小規模事業者の成長段階に応じた事業計画策定支援を行います。 

計画策定時においては、事業者がどのような面を重視して計画を立てるのか重視・強化の方

向性を充分理解した上で「目的」、「目標」、「達成手段」を勘案し、「実施上の課題」を整理し、

実施します。また経営状況の分析結果、市場調査の結果を踏まえ、需要を見据えた内容とし

ます。 
 
 
② 経営指導員による事業計画策定支援 【新規】 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
経営自己診断システムでの

分析実施事業所数 
0 10 10 10 15 15 

３Ｃ分析・ＳＷＯＴ分析実施

事業所数 
0 5 7 7 10 10 
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小規模事業者を取り巻く経営環境は激変しています。事業計画策定が必要だと考えている小

規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、持続的発展を図っていけるよう自らのビジネスモ

デルを再構築するため、自店の強み・弱みを踏まえた事業計画に基づく経営を行っていく必要

があることから、地域経済動向調査や経営分析の結果、需要動向調査の成果を活用しながら事

業計画策定支援を行っていきます。 
 

③  市町村・金融機関と連携した創業（起業）支援 【新規】 
これまで、総合的な創業支援窓口を設けていなかったことから、創業に関する問い合わせは

ほとんどなく創業状況も把握できていませんでした。今後は、当商工会に創業支援のワンスト

ップ窓口を設け、豊根村、金融機関（豊川信用金庫、日本政策金融公庫）と連携し、様々な創

業時の課題の解決を図っていきます。相談窓口では、連携を行っている各支援機関の施策一覧

を作成し紹介できるようにするとともに、相談者に適切な支援策を選択できるようアドバイス

を行い、各連携機関と協力し創業時の課題を解決していく創業計画策定を支援していきます。

     

    また地元金融機関、日本政策金融公庫と連携した上で、創業支援セミナーをより実践的なカ

リキュラムに組み直し、年4回開催し、総合支援を行い他の支援機関との連携を強化することで

参加者数の増加を見込み、創業を促進してきます。 

 

＜創業支援機関との連携＞ 

連携支援機関が支援を行った創業希望者等の情報に対しては、創業希望者の同意を得つつ、

守秘義務に十分配慮しながら、情報集約・一元化を図り、創業支援カルテを作成します。カ

ルテには、製品、販路、販売手法、資金調達、人材等、創業希望者がどういう支援を望んで

おり、どういったノウハウが不足しているかわかるようにし、適切な機関へ誘導し、創業実

現まで連携支援機関がハンズオンで支援できるようにします。 

 
④ 専門家との連携による支援 【新規】 

    愛知県よろず支援拠点の窓口相談によるコーディネーター制度を活用し、新たなビジネスに

チャレンジする企業や新商品の開発や販路開拓など、事業者の専門的経営課題を解決していく

ための支援を行います。 
 
◆（小規模事業に対する効果） 
    地域の経済動向と事業所ごとの経営分析により、小規模事業者の課題を早期に発見し、消費

者のニーズや需要を加味しながら、それぞれの課題に対処した経営計画を作成することで、持

続的発展につなげる伴走支援が可能となります。 
  
◆（目 標） 

 
 
 
 
 
 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
創業セミナー参加予定者数 0 1 2 2 2 2 
上記のうち創業支援者数 0 0 0 1 1 2 
事業計画策定事業者数 0 2 2 2 3 3 
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◆（目 的） 

   小規模事業者が策定した事業計画書の進捗状況、実現性、修正点、実行にあたっての課題等を

把握し、解決するためのフォローアップを専門家と連携し行っていくことを目的とします。 

 

◆（現状及び課題） 

   これまで、小規模事業者は資金調達する際に事業計画策定の機会がありましたが、事業計画書

は外部資金を獲得するための手段としていただけで、商工会も進捗状況の把握をすることもなく

最終的な目的、目標、達成手段の確認をすることはありませんでした。事業計画書の必要性・有

効性を事業者が認識した上で、その目的をしっかり認識し、経営の持続的発展に向けて、小規模

事業者の状況に応じたきめ細やかなフォロー体制を構築していくことが課題です。 

 

◆（事業内容） 

事業計画策定支援を行った小規模事業者に対し、３カ月に一度は巡回訪問を実施し、事業計画

の進捗状況の確認を行うとともに、事業計画を的確に進めるために必要な指導及び助言を行い目

的達成に向けた伴走型支援を行います。 
 
  ① 経営指導員によるフォローアップ【既存拡充】 
    経営指導員は、計画書策定が完了した段階でフォローアップカルテを作成し、小規模事業者

の求めに応じていつでも相談に対応するとともに３カ月に一度、巡回指導及びその他の方法に

より進捗状況を把握し、実現性、修正点、実行にあたっての課題等をカルテに記録していきま

す。進捗が芳しくないときは直ちに巡回指導を行い、その解消に向けた指導・助言を行い、経

営指導員で解消が困難な課題である場合は、速やかに専門家派遣を実施します。 
    また、一定の要件を満たす事業者については、日本政策金融公庫の「小規模企業経営発達支

援融資制度」を活用し事業計画実行を支援します。 
 
  ② 豊根村小口資金融資制度【既存拡充】 

    豊根村が 2千万円の基金を商工会に預けます。商工会は豊根村内の小規模事業者が、資金需

要期又は緊急に必要な事業資金が生じた場合に、金融の円滑化を図り、経営の安定及び産業の

活性化を促進するため事業資金を無利息・無担保で融資します。融資対象は、本村に居住実態

があり農林水産業、商工業、観光業の分野に供する者（新たな起業に供する場合を含む）であ

って設備資金及び運転資金に利用する者で融資総額は 200 万円まで、返済期間は 3年以内とし

て融資支援を行ってまいります。 
 
  ③ 専門家派遣によるフォローアップ【既存拡充】 
    経営課題に応じて、愛知県商工会連合会、愛知県よろず支援拠点、金融機関などの支援機関

と連携を図りながら専門家を派遣し、策定された事業計画書、フォローアップカルテに基づい

て対象となる小規模事業者の経営課題を正しく把握し、専門性を活かして事業者の抱える経営

課題の解消につながる指導、助言を行います。専門家派遣の際は経営指導員も同行し、指導、

助言内容を把握するとともに内容をフォローアップカルテに記録し、次の巡回指導に役立てる

ものとします。 
 
  ④ 支援した内容については、経営カルテとして職員がいつでも当該事業所に係る支援状況が分

かるようにするため、誰が、いつ、どのような支援を行ったのか事業所ごとに時系列で分かる

ようデータベース化し情報を共有します。 
 
 
◆（小規模事業者への効果） 



１３ 
 

    個々の事業者の進捗状況を把握し、的確な助言指導を行うことで小規模事業者の持続的発展

に期待が持てます。 
 
◆（目 標） 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
豊根村小口融資斡旋件数 3 5 5 6 6 6 

フォローアップ件数 0 8 8 12 16 20 

 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

◆（目 的） 

   提供側からの発想で商品開発・生産・販売といった活動を行うことも重要ですが、市場や購買

者という買い手の立場に立って、買い手が必要とするものを提供していくという観点から小規模

事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向を調査・分析することにより、経営の今後の

見通しや対応策など策定のための資料として用い、小規模事業者を支援していくことを目的とし

ます。 

 

◆（現状及び課題） 

   これまでも、商工会にたくさんの情報が収集蓄積されておりましたが、経営分析に必要な消費

者の動向調査等については実施しても有効活用されず、小規模事業者に対して適切な情報伝達、

各種データによる支援ができていないのが課題です。また、地域事情から小売業者はその商圏は

地域内に限られ、販売・提供するターゲットも地域住民に限られているのが一番の課題です。 

 

◆（事業内容） 

   事業計画の策定支援をした小規模事業者の販売しようとする新商品や、提供しようとする新サ

ービスの調査を行い、その調査内容を分析することにより、小規模事業者がさらにブラッシュア

ップした商品開発や、新しいサービス、効果的な販売の考案に有効な情報を提供できるよう努め

ます。調査によって得られた内容をデータベース化し、分析した情報を支援対象事業者にフィー

ドバックしていきます。分析にあたっては、経営指導員のみならず、県連エキスパート・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など専門家の協力を得て実

施し、支援対象事業者は、調査によって分析された情報をもとに必要により改良することで消費

者への訴求力を高めていきます。 

 

① モニター調査 【新規】 

支援対象として、事業計画策定事業者（漬物・線香製造を含む小売業・サービス業）の個社

支援により新たに開発された新商品や新サービスそのものを評価する調査として地元商工

会女性部員や婦人会のメンバーにモニターを依頼し、その商品や提供するサービス 1件につ

き 20 枚の調査票を回収し、分析を行います。 

 

（調査項目） 

１．満足語、好感度（味・香り・食感・大きさ・量・パッケージデザイン・サービスの内

容・使いやすさ等） 

２．価格設定の評価（想定している価格の妥当性、いくらなら購入すするか等） 

３．販売された場合の購入意思、購入しようとした場合どの方法（道の駅、各物産展、ネ

ット通販、新聞・雑誌通販、ゆうパック等） 

４．具体的な意見・感想 
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    また、豊根村の地域資源（ブルーベリーやチョウザメ等）を利用して新たな開発された商品

や新メニューについてもモニター調査を行うと同時に、村内の観光施設（茶臼山高原、天然温

泉施設、道の駅）などで、観光客を対象に同様のモニター調査を実施します。 

 

② 消費者の動向調査 【新規】 

「今、何が売れているのか」といった情報を提供することで、消費者心理を理解し、今後の

商品開発や販路開拓の参考としていきます。消費者の動向調査は、日本政策金融公庫総合研究

所が発行する「経済・金融データ」や「調査月報」、「全国中小企業動向調査」、日経テレコン

のＰＯＳ情報サイトを活用し、調査分析情報をもとに需要の動向を把握し、小規模事業者に対

し提供し、売上げの向上や販路開拓に役立てていきます。 

 

   （調査項目） 

現在の売れ筋商品ランキング・商品別・メーカー別販売推移・「日次」、「週次」、「月次」

ランキング・競合他社商品とのシェア分析：市場における自社商品のポジショニング・地

域比較・ABC ランキング 
 

◆（小規模事業者に対する効果） 

    地域の小規模事業者は、需要を見据えた経営戦略の策定、ターゲットニーズを捉えた商品開

発、販売促進施策の立案などには不慣れであり、需要動向を把握できていないことが多いと思

われます。消費者ニーズを把握することで商品アイテムやサービスの見直しを行う機会とな

り、併せて商工会が経営計画の策定及び販路開拓支援をすることで小規模事業者の売り上げ増

加に期待ができます。 

 

◆（目 標）                                 （件数） 

項   目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
モニター調査支援対象事業者数 0 2 2 3 4 5 
消費者動向調査提供件数 0 5 8 10 10 10 

 

 

 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】 
 
◆（目 的） 
   交流人口の増加を図ることで地域の消費購買確保を目指していくとともに小規模事業者の事

業計画に基づき、新たな需要の開拓を支援することにより、小規模事業者の事業収益や付加価値

の向上による地域の活性化を図ることを目的とします。 
 
◆（現状及び課題） 
   これまでも、一部の小規模事業者の自ら製造した商品を愛知県商工会連合会を通じ、「ニッポ

ンセレクト」、「ピピッとあいち」、「まるっとあいち」等のアンテナショップに出品するなど需要

開拓に寄与する販路開拓支援の取り組みは行ってきましたが、利用度は高くありませんでした。

新たな商品開発においても、他地域と差別化をすることが非常に難しく、付加価値の付いた売れ

る商品の提供を行っていくことが課題です。 
 
◆（事業内容） 
   人口減少、過疎化が進む豊根村においては、消費購買力増加を図っていくには、まず消費購買

者人口を見出すことで、そのためには愛知県有数の観光地である「茶臼山高原」を観光ブランド

として確立させる必要があります。年間を通じた集客をより一層充実強化することで今までより

交流人口を増加させることで地域の消費購買確保につなげていくよう努めてまいります。 
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また経営分析や事業計画策定状況に合わせ、販路拡大が必要かつ有効であると思われる事業者や

求められる事業に対して需要の販路開拓支援を行います。専門家による効果的な指導や行政・他

団体の販売ネットワークの活用などの連携を通して、小規模事業者新たな需要の開拓に努め、事

業収益増加を図ります。 
 

① とよねブランド化による小規模事業者の販路開拓支援【新規】 
  豊根村、豊根村商工会、豊根村観光協議会、観光関連事業所で構成する「とよねブランド推

進協議会」を定期開催し、豊根村のイメージ向上につながる産品等を「とよねブランド」とし

て認定し、県内外に向けて積極的な情報発信を行うことにより、豊根村の知名度向上を図り、

物産及び地域全体の評価の向上、観光誘客の促進により小規模事業者の売上げ及び利益の向上

に結び付く事業を展開していきます。また自然体験・野外活動プログラムの開発と教育事業の

事業誘致、芝桜をベースにした商品開発、村内事業者の特産品開発コンテストと販売、有望商

品の村内生産体制整備、特産品等の通信販売・ネット販売体制の整備も検討し、関係する事業

者の販路開拓を支援していきます。 
 

② イベント等への参加による小規模事業者の販路開拓支援【既存拡充】 
    豊根村、豊根村観光協会と連携し、近隣市町村で開催される各種イベント等に積極的に参加

してまいります。また地域特産品の PR 及び販路を開拓するため、愛知県商工会連合会やその

他支援機関が主催する展示会や商談会等への参加も促進し、人的資源が不足する小企業者につ

いては職員がサポートに付くなど支援を行ってまいります。 
 
  ③ ＩＴを活用した販路拡大支援を実施【既存拡充】 
    当商工会の会員は、高齢事業主が多いため現在でもパソコンの普及率はかなり低い状況で

す。今一度、インターネット関連研修会を開催し、ホームページ開設支援、フェイスブックの

活用支援、ネット通販の技術習得を行い、商圏拡大を目指し新規顧客の開拓と自店商品の販路

拡大を支援していきます。 
 
◆（小規模事業者に対する効果） 

上記各種支援策により、小規模事業者の提供する商品・サービスの需要の掘り起し及び販路

拡大を支援し、経営の安定及び売り上げの増加を目指します。また、各事業所の進捗状況や

    事後フォローを徹底し、消費者ニーズのある商品・サービスの改良を支援します。 
 
◆（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ商品取扱い事業所件数 5 8 10 15 15 15 
地域特産品展示・商談会商談成立件数 0 2 3 4 5 5 

ホームページ開設事業者数 4 6 7 8 10 10 

 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 
１．地域経済活性化事業 
 

◆（課題と取組概要） 
   豊根村の人口は、戦後の 5,000 人台をピークとして減少を続けています。近年では、少子高齢

化が顕著に進み、平成 22 年の若年者比率は 10%、高齢者比率は 46%となっています。人口の減少

は、村の経済に大きな影響を及ぼしており、比例して村内の企業数、事業所数、従業者数はとも

に減少傾向にあり経済基盤が縮小してきています。豊根村は、人口が少なくてもバランスの良い
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人口構成を実現し、一つの社会を形成する自治体として長く持続させる決意をもって「小さく持

続するむら戦略」と名付け、豊根村を将来にわたって長く持続することを宣言しています。 

   商工会も豊根村と一緒になって地域の小規模事業者を持続させていけるような様々な支援を

行ってまいります。 

 

◆（事業内容） 

  ① 買い物支援サービス（おつかいポンタ便）制度【既存拡充】 

    豊根村は、過疎、少子高齢化に伴い高齢者比率が 46%と全国的にも高く、高齢者世帯や一人

暮らし世帯が増加してきています。また、商店まで遠距離となっている世帯も多く、多くの高

齢者は車の運転ができないため日常の買い物に支障をきたしております。一方で新城市の生

協、浜松市・恵那市のパンや雑貨、長野県阿南町の移動スーパーなどが他県から移動販売車で

豊根村を巡回しており、豊根村内の小売業の営業、売上げにも影響を及ぼしています。 

    そこで、豊根村、豊根村商工会、郵便局が連携し、消費者が小売店に注文した商品を郵便局

が集荷、配送する新たな買い物支援サービスを全国に先駆けて構築しました。消費者が購入し

た商品代金は、ゆうちょ銀行を通し商工会が決済代行する仕組みとなっています。この新たな

買い物支援サービスにより小売店の売上げ及び利益の向上に結び付くと同時に買い物弱者の

利便の向上につながる試みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注文 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ コミュニティービジネスの支援【既存拡充】 

 地域課題解決のためのビジネスの場を形成することで、地域における創業機会・就業機会を

拡大する効果が望まれます。また、地域住民自らが主導し実践することによって、地域社会の

自立・活性化、地域コミュニティの再生などの効果が期待されると同時に、活動主体たる地域

住民にとっては、社会活動へ参画することで自己実現を図ったり、生き甲斐を得る機会となり

ます。 

本村にある「大入の郷」は、地域住民が主体となって活動し、地域にある天然資源を利用し、

自然体験メニュー（五平餅づくり体験、そば打ち体験、蜂取り体験、カヌー体験など）を都市

部住民に有償で提供し、その参加体験料を携わった地域住民に還元するという山間過疎地なら

ではのコミュニティービジネスで愛知県からもコミュニティービジネス優良事業所と認定さ

集配依頼 
翌日配達 

口座振替 

地域住民 
豊根村商工会 

豊根郵便局

豊根村役場 

地元商店 代金支払い 

事務委託 

配達支援 
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れています。年間を通じて活発に活動しており、今後も引き続きその利用拡大に向け支援を続

けてまいります。 

 

  ④各種イベントの実施【既存拡充】 

    現在、年間を通じて村内で行われるイベントでは商工会、商工会青年部・女性部、地域の小

規模事業者の参画がなければ盛り上がらない大変重要な存在となっています。今後も共催、後

援として携わり側面から支援を行ってまいります。 

 

イベント名 主  催 商工会・小規模事業者の役割 

芝桜まつり（５月） 茶臼山出店管理組合 共同開催 

とよね納涼まつり（７月） 地域団体 共同開催 

とよね文化祭（９月） 豊根村教育委員会 共同開催・後援 

みどり湖ハーフマラソン大会（１１月） 豊根村観光協会 共同開催・後援 

 

 

◆（目 標） 

項   目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
ポンタ便取扱小売店件数 5 5 5 6 6 6 
お使いポンタ便利用者数 33 35 37 40 42 45 

 

 

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 
 
◆（課題と取組概要） 
   これまでも、地域経済の活性化や経営改善事業についての情報交換は行ってきましたが、その

内容については限られた中での表面的な情報共有にとどまっていたことから、今後は、積極的な

意見交換等がされるよう情報交換の場を十分に活用し、また優れた他の支援機関のノウハウを吸

収し、経営指導員の支援能力向上を図りながら、小規模事業者への支援ができるよう実施してま

いります。 
 
◆（事業内容） 
   ① 新城設楽支部商工会での情報交換 【既存拡充】 
    愛知県商工会連合会新城設楽支部に所属する商工会は、似たような地域事情、境遇の中で事

業を行っています。共通した問題を抱える近隣商工会（新城市商工会、東栄町商工会、設楽町

商工会、津具商工会）で「経営指導員会」を四半期一度（年４回）、愛知県商工会連合会指導

課にも出席してもらい開催し、支援の現状、支援の進捗状況、支援ノウハウ、問題点について

情報交換・共有し、地域経済動向や需要動向の把握や支援能力向上につなげていきます。また、

愛知県商工会連合が主催する「経営指導員研修会」においても支援ノウハウ、支援の現状等に

ついて情報交換の場ととらえ、有効に活用していきます。 
 

② 地元金融金機関との情報交換 【既存拡充】 
地元金融機関（豊川信用金庫）や愛知県信用保証協会、日本政策金融公庫豊橋支店と定期的

に連絡会議を開催し、支援の現状の理解や支援ノウハウ（融資審査方法、与信管理等）を吸収

することにより支援能力向上を図ってまいります。それらの連絡会議においては東三河の経済

動向のほか、それぞれの地域の経済動向、資金需要動向等の情報が入手でき、地域の小規模事

業にとっても大変参考になる内容ですので、それらの情報を地域巡回の際、地域の小規模事業
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に対し情報提供してまいります。 
 

③ 愛知県よろず支援拠点との情報交換 
    よろず支援拠点「豊橋サテライト」では、経営全般、金融、マーケティング・販売支援、農

商工連携、IT、税務の分野の総勢 8 名のコーディネーターが、各種経営相談に対応されてい

るので、小規模事業者の経営課題解決のため、問題があった場合、随時、電話で相談すること

で支援能力の向上につなげていきます。 
 
    これら情報交換した内容は、業務終了後、随時開催する職員ミーティングで情報共有し、会

議録を作成し、積み重ねていくことでその後の支援業務に活かす資料としていきます。 
 
◆（目 標） 

項   目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
経営指導員情報交換回数 2 4 4 4 4 4 
地元金融機関等情報交換回数 1 2 2 3 3 3 

 

 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 
◆（現状と課題） 
    これまで、職員の資質の向上につきましては、愛知県商工会連合会、職員協議会、愛知県が

開催する研修会、勉強会へ参加し自己研鑚するだけの状況でありました。限られた時間の中で

実施され、参加する職種も別々で実施されておりましたので、研修終了後、参加した職員が学

んできた指導ノウハウ等を情報交換するなど共有化が図られていないことが支援業務におけ

る課題でありました。 
 
 
◆（今後の取り組み） 
   ① 職員間の支援ノウハウ共有化のためのミーティングの開催【新規】 
     今まで実施され参加していた研修会、勉強会のほか、中小企業基盤整備機構、税務署、愛

知労働局等が開催する研修会等にも積極的に参加し、研修会等で得た支援ノウハウの共有化

を図るためミーティングを開催します。当会は職員 3 名体制ですので業務時間終了後、随時

開催するものとし、ミーティング後は会議録を作成しいつでも見て参考にできる資料として

整備していきます。またＯＪＴで指導する体制づくりを構築することで職員の資質向上を図

ってまいります。 
 
   ② 専門家と連携した支援業務から得る資質向上【新規】 
     支援業務に携わる職員は、外部支援機関や専門家と連携して小規模事業者を支援する業務

を通じて、指導・助言内容・情報収集方法など習得した内容を職員間で共有し、支援能力向

上を図ってまいります。習得した内容等はマニュアル化しコンテンツごとに整理し、組織内

で共有する体制を構築していきます。 
    

③ 自己啓発による資質向上【既存拡充】 
     支援に携わる職員の指導能力の向上は、職員自身の日頃からの自己研鑚が必須です。従来

の記帳指導や税務指導といった経営指導に必要な能力向上のほか、コミュニケーション能力

や事業計画の策定手法、小規模事業者の売り上げ向上や利益を確保することを重視した個者

支援能力の向上と地域活性化支援に必要なマーケティング知識や地域支援の手法等、経営指

導員を及び支援に携わる職員は自分に不足している能力を自己分析し、それを補っていくよ
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う中小企業基盤整備機構や各関係機関が開催する各種研修会には積極的に参加し、本人の自

覚とヤル気を引き出す環境の整備と職員個々のスキルアップを図っていくことにより地域

支援能力の向上を図ってまいります。 
 
    

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 
◆（課題と概要） 
   これまでは、事業報告等については理事会を経て年 1 回の総会時に会員に対して報告するのみ

となっているのが現状であり、詳細な各事業の内容についての評価及び検証までされていない

のが実態でありました。今後においては、毎年度の総会のはか、以下の方法により評価・検証

を行うものとします。 
 
◆（今後の取り組み） 
   毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について以下の方法により評価・検証を行っ

てまいります。 
① 事務局内にて概ね 3 ヶ月ごと経営発達支援計画進捗会議を開催し、各事業の進捗状況及び事

業内容等の検証と意見交換会を実施し、事業の実施状況及び成果の評価・見直し案について

検討します。 
② 中小企業診断士・豊根村商工観光課長・小規模事業者代表２名・商工会長の５名による「経

営発達支援計画事業評価委員会」を組織し、事業実施状況、成果の評価、見直し案の提示を

行います。 
③ 商工会理事会において評価結果を基に目標・見直しの方針を決定します。 
④ 事業の実施にあたっては、常にＰＤＣＡサイクルを意識し実施します。 
⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果については事業の実施状況を含め、商工会の理事会や総会

に報告し承認を受けます。 
⑥ 事業の成果及び評価・見直しの結果等については、商工会ホームページで計画期間中公表し

ます。 
 

１．Ｐｌａｎ（計画） 
豊根村商工会にて今までの実績や将来を予測して経営発達支援計画書を作成する。 

２．Ｄｏ（実施・実行） 
経営発達支援計画書に基づいて事業を実施する。進捗状況は随時「経営発達支援計画事業評

価委員会」に報告する。 
３．Ｃｈｅｃｋ（点検・評価） 

豊根村商工会会員に対してＣＳ調査を行い、その結果に基づいて点検や反省を行う。点検反

省結果を「経営発達支援計画事業評価委員会」にて最終評価を行い、見直し案を提示する。

４．Ａｃｔ（処置・改善） 
  「経営発達支援計画事業評価委員会」にて提示された評価結果に基づいて改善案を示し、同

委員会の指示を受ける。 
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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 月現在）

（１）組織体制 

  本事業の実施体制 

   事業統括責任者 商工会長 

   事業遂行責任者 経営指導員 

事業遂行者   経営指導員・補助員・記帳専任職員・会員・青年部員・女性部員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平 2番地 

  ＴＥＬ（0536）85-1033  ＦＡＸ（0536）85-1720 

  ホームページアドレス http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=23&block=46 

  Ｅメール toyone@aichiskr.or.jp 

 

 

商工会員数（80 名） 青年部員数（26 名） 女性部員数（30 名） 

会長（1 名） 副会長（2 名） 監事（2 名） 理事（7 名） 

経営指導員数（1 名） 補助員数（1 名） 記帳専任職員数（1 名） 

経営発達支援計画事業評価委員会（5 名） 

総  会

監 事

理事会 

 

会 長 

副会長 

理 事 

事務局 

経営改善普及事業 

地域振興事業 

総務・経理等 

各種受託業務 

経営発達支援対応職員 

設置人員 

経営指導員（1 名） 

補助員（1 名） 

記帳専任職員 

会員 

 工業部会 

 商業部会 

 青年部・女性部 

経営発達支援計画事業評価委員会 
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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） 
 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 1,100 1,100 1,100 1,300 1,300
 調査費 

事業計画策定支援費 
セミナー開催費等 

500
300
300

500
300
300

 

500
300
300

 

500 
400 
400 

 

500
400
400

（備考）必要な資金の額については、見込額を記載すること。 

 
調達補法 
① 小規模事業経営支援事業費補助金（愛知県） 
② 豊根村商工業振興事業補助金（豊根村） 
③ 会費（商工会員） 
④ 各種事務委託等手数料 
（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―１ 地域の経済動向調査に関すること 

・ 地域経済動向調査分析に係る支援 
 
Ⅰ―２ 経営状況の分析に関すること 

・ 経営課題調査分析に係る支援 
 
Ⅰ―３ 事業計画策定支援に関すること 

・ 事業計画策定に係る支援 
・ 創業・新事業・新業態に係る支援 

 
Ⅰ―４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

・ 事業計画策定補のフォローアップに係る支援 
 
Ⅰ―５ 需要動向調査に関すること 

・ 需要動向調査分析に係る支援 
 
Ⅰ―６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・ 販路開拓販売促進に係る支援 
 
Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

・ 買い物支援サービス、コミュニティービジネスに係る支援 
 
Ⅲ―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 

・ 支援ノウハウの情報交換 
 
Ⅲ―２ 経営指導員等の資質向上に関すること 

・ 職員の資質向上に係る取り組み 
 
Ⅲ―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 

・ 事業評価及び見直しに係る取り組み 
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連携者及びその役割 

 
行政 調査結果の提供、専門家派遣、支援策の提供、情報提供 他 
・愛知県 知事 大村秀章  愛知県名古屋市中区三の丸 3-1-2 TEL（052）954-6330 
・豊根村 村長 伊藤 実  愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平 2 TEL（0536）85-1311 
 
支援機関等 専門家派遣、情報提供 他 
・（公財）あいち産業振興機構 理事長 森鋭一  

愛知県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 多和田悦詞  

愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38 TEL（052）715-3188 
・（独）中小企業基盤整備機構 中部本部 本部長 花沢文雄 
     愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4 階 TEL（052）201-3010 
 
金融機関 情報提供、調査結果の提供、他 
・愛知県信用保証協会 理事長 小川悦雄  

愛知県名古屋市中村区椿町 7-9 TEL（052）454-0501 
・日本政策金融公庫豊橋支店 支店長 谷口大  

愛知県豊橋市八町通 2-15 TEL（0532）52-3191 
・豊川信用金庫東栄支店 支店長 渋谷展久  

愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字東万場 40 TEL（0536）76-0151 
 
上部団体及び連携団体 調査の集計・整理・分析、専門家の派遣、情報提供 他 
・愛知県商工会連合会 会長 森田哲夫  

愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38 TEL（052）562-0030 
・新城市商工会 会長 本多克弘  

愛知県新城市字中野 15 番地 10 TEL（0536）22-1778 
・設楽町商工会 会長 伊藤 誠  

愛知県北設楽郡設楽町大字田口字上原 2 番地 6 TEL（0536）62-0004 
・津具商工会 会長 佐々木英人  

愛知県北設楽郡設楽町津具字下川原 6 番地 1 TEL（0536）83-2114 
・豊根村商工会 会長 鈴木一明 
     愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平 2 番地 TEL（0536）85-1033 
・豊根村観光協会 会長 伊藤 実 
     愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋 29-3  TEL（0536）87-2525 
・豊根ブランド推進協議会 会長 伊藤 実 
     愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋 29-3  TEL（0536）87-2525 
・（一財）奥三河観光協議会 代表 穂積亮次   
     愛知県新城市長篠字下り筬 1-2  TEL（0536）29-9594 
・）東三河広域観光協議会 代表 佐藤元英 
     愛知県豊橋市花田町字石塚 42-1  TEL（0532）54-1484 
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連携体制図等 

 

 

豊根村商工会 

豊根村 

豊根村観光協会 

豊根ブランド推進協議会 

奥三河観光協議会 

奥三河広域観光協議会 

アドバイザー 

 愛知県商工会連合会 

 中小企業基盤整備機構 

 愛知県よろず支援拠点 

 ミラサポ等 

小規模事業者

創業予定者 

㈱日本政策金融公庫 

豊川信用金庫 

連携 

連携 

連携 

相談 支援 

相談 支援 


