
経営発達支援計画の概要 

実施者名  稲武商工会（法人番号 5180305006133） 

実施期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日 

目標 

○ 買物支援や稲武産ギフトの通信販売を通して、人口減少と高齢化に立ち向かう

小規模事業者の販路開拓の支援を行う。 

○ 観光交流・都市交流資源を活用し、小規模事業者の創業・事業承継そして販路

開拓の支援を行う。 

事業内容 

【経営発達支援計画の内容】 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域内の企業の経済動向を収集、整理、分析する。また、関係機関と情報共有

し、市内全域の経済動向を提供できる体制を確立し、巡回指導等で提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者に経営状況の分析の重要性を啓発し、経営分析対象者を積極的に

掘り起こす。経営状況の分析結果は事業計画策定に役立てる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 ［小規模事業者の事業計画策定支援］ 

小規模事業者が、あるべき姿の実現に向け、経営方針・目標と今後のプランを

取りまとめた経営計画策定の支援と専門家派遣等のサポートを実施する 

［創業（第二創業含む）・事業継承の事業計画策定支援］ 

豊田市創業サポート連絡会とワンストップ創業支援窓口を設置し、創業予定者

や事業継承対象者と意見交換し、事業計画策定に向けたきめ細かな支援を行う。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

［小規模事業者の事業計画策定後の実施支援］ 

策定した経営計画が順調に進むよう進捗状況のフォローアップと資金面のフ

ォローアップのを実施する。 

［創業（第二創業含む）・事業継承の事業計画策定後の実施支援］ 

豊田市創業サポート連絡会とワンストップ創業支援窓口を設置し、情報の共有

化（創業支援カルテ）をはかり、計画の進捗状況をフォローアップする。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

稲武地域来訪者へのアンケート、バイヤーとの情報交換会、統計データを活用

し、販路開拓や新商品開発を目指す小規模事業者に情報提供する。 

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】 

 展示会、商談会等の事業を実施し、出展ノウハウや売上アップ、更には知名度

アップを目指す。 

 (1) おいでん！とよたの特産品展 

 (2) とよた産業フェスタ 

 (3) とよたビジネスフェア 

 (4) いなぶのお買物配達便 

 (5) いなぶのギフト受注事業 他 

【地域経済の活性化に資する取組み】 

(1) ふるさとふれあいウォーキング「歩かまい稲武」 

(2) 「フォトロゲイニングin稲武」の開催 

(3) ジビエグルメグランプリの開催 他 

連絡先 
稲武商工会（担当：松井） 〒441-2513 豊田市稲武町タヒラ 1-4 

TEL 0565-82-2640 FAX 0565-82-3063 ﾒｰﾙ inabu@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 

 

Ⅰ．稲武商工会と小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

高度経済成長を経て、働き方、暮らし方が大きく変化した。西三河、長野、岐阜、

豊橋（東三河）をつなぐ交通の要衝であり、山間地の農林業を中心とした観光交流・

都市交流を目指す稲武地区でも、著しい過疎化が進み、存続すら危うい集落もある。

地域産業の衰退は、雇用の場を失うとともに、子育て世代のさらなる流出を招き地域

社会を維持することが困難になる。同時に学校や医療など社会資本も失うことになる。

また、豊田市、岡崎市を流れる矢作川の上流にあたるこの地域が荒廃すると洪水や土

砂崩れなどの災害発生の原因になりかねない。 

地域の総合的経済団体及び小規模事業者支援機関である本会は、小規模事業者の中

長期的な振興のあり方として、交通の要衝としての観光交流・都市交流資源を活用す

る小規模事業者が、人口減少等前例のない変化に立ち向かいながら稲武地区で経営を

持続的に行うためのビジネスモデルの構築を全面的にサポートする。 

 

Ⅱ．豊田市稲武地区の特徴 

（１）位置・地勢 

稲武商工会のある稲武地区は、愛知県の北東端に位置し、北は岐阜県恵那市（人口 5

万人）、東は長野県根羽村（人口１千人）に隣接している。１９４０年に稲橋村と武節

村が合併して成立、２００５年に周辺５町村とともに豊田市に編入、２００８年田口

高校稲武分校が廃校となり、稲武地区の高等教育機関が消滅すると人口減少に拍車が

かかった。 

かつては農林業を基幹産業とする山間地であったが、社会構造の変化に伴って、第

１次産業は後退をして、第２次、第３次産業へと就業形態が変わり、全国の山村と同

様に過疎化が進んでいる。 

天竜奥三河国定公園と愛知高原国定公園が東西に広がる自然に恵まれたエリアで、

木曽山脈に属する段戸山系の高い山々が南部に連なり、矢作川水系の名倉川、黒田川、

野入川、段戸川の諸河川はこれらの山々を源とし、北に向かって流れ、矢作川に注ぐ。

南高北低のやや菱形の形をしており、矢作川とその支流沿いに集落が点在する。 

標高は北部の低地域で３２０ｍ、中央丘陵地区で５００ｍ、周りは８００～１，０

００ｍの高い山々に囲まれている（最高地点は１２４０ｍ）。総面積は９８．６３㎢（豊

田市の面積の１０．７％）で、その８７％は山林で平地が非常に少ない。 

年間平均気温は１１．５℃、豊田市の中心部と比較して３℃前後低く、毎月の平均

気温は岐阜県高山に近く、年間降水量は２，０００㎜弱であり、日本の降水量年平均

１７１８㎜よりも多い。 
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愛知県市町村 

 
旧町村と 20km、50km圏 
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（２）交通 

名古屋市から猿投グリーンロード経由で、また豊田市中心市街地や飯田市、中央自

動車道路中津川ＩＣ、東海環状自動車道豊田勘八ＩＣからいずれも車で約１時間。 

地区のほぼ中央、名倉川と黒田川の合流地点に位置する市街地は、三州街道沿いの

宿場町（武節宿）として発展してきた。現在も東西に伸びる国道１５３号（愛知県名

古屋市から長野県塩尻市）と南北に伸びる２５７号（静岡県浜松市から岐阜県高山市）

が稲武地区の中央で交差し、三河山間地における交通の要衝となっている。１５３号

は、「新しさからなつかしさ塩の道～中馬街道」として、豊田市中心市街地から長野県

境までのエリアが日本風景街道に指定されている。 

また、稲武地区の悲願であった、国道１５３号の伊勢神トンネル新設を含めた「伊

勢神改良事業」が８年後の完成に向けて動き出した。この伊勢神トンネルは大型同士

の擦れ違いが困難であり、観光バスが敬遠するトンネルであった。しかし、この「伊

勢神改良事業」により観光バスを呼込み、観光交流・都市交流資源の活用が進むこと

が期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国道 153号伊勢神改良」 

大型車の擦れ違いが困難 
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主要道路、高速道路インターチェンジ 

 
主要アクセス 

 

なお、２０２７年度開業予定をしているリニア中央新幹線のリニア岐阜県駅は、中

津川市に設置予定。関係する岐阜、愛知、長野にまたがる「リニア中央新幹線を活か

した地域活性化協議会」に加入している。 

［リニア中央新幹線を活かした地域活性化協議会（４４商工会議所・商工会）］ 

 （商工会議所）多治見、中津川、土岐、瑞浪、恵那、可児、関、美濃、美濃加茂、 

瀬戸、豊田 

 （商工会）御嵩町、藤岡、南木曽、笠原町、大桑村、東白川村、坂祝町、富加町、 

      川辺町、七宗町、八百津町、白川町、中津川北、恵那市恵南、関市西、 

      関市東、小原、足助、旭、下山、稲武、萩原町、小坂町、下呂、金山町、 

      下呂市馬瀬、高山北、白川村、古川町、北飛騨、上松町、木祖村、木曽町 
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（３）歴史 

戦国時代には武田の軍用道路として１５７１年（元亀２年）に信玄が本格的な三河

侵攻を始めた時に大軍を引き連れて通った街道であり、三河の地に踏み入れた最初の

地が稲武だった。１５７５年（天正３年）に、長篠の戦で武田勝頼は織田・徳川連合

軍に敗れ、武節城に泊まり梅酢湯でもてなした言い伝えがある。武節城は、１５０４

年から１５２０年（永正年間）に田峯城主菅沼定信により築城され、１５９０年(天正

１８年）徳川家康の関東移封とともに廃城となる。 

江戸時代には、塩の道の中馬街道（国道１５３号）と秋葉詣の美濃街道（国道２５

７号）が交差する宿場町として栄えた。 

１８９７年（明治３０年）に稲武地区の原型ができ、１９４０年（昭和１５年）に

町制施行により「稲武町」が誕生し、２００５年に豊田市に編入される。 

２０１４年、安倍総理が所信表明演説において、豊田市稲武地区ゆかりの偉人 古橋

源六郎暉皃（ふるはし げんろくろうてるのり／１８１３－１８９２）を紹介し注目

を浴びた。 

 

古橋源六郎暉皃について 

「天は、なぜ、自分を、すり鉢のような谷間に生まれさせたのだ？」 

 明治時代の農業指導者、古橋源六郎暉皃(てるのり)は、貧しい村に生まれた境遇を、こう嘆いていた

と言います。ある時、峠の上から、周囲の山々や平野を見渡しながら、一つの確信に至りました。 

「天は、水郷には魚や塩、平野には穀物や野菜、山村にはたくさんの樹木を、それぞれ与えているのだ。」

 三河古橋家５代目の次男として稲武に生まれ幼少の頃は何不自由なく生活していた。しかし１０ 歳

の時、古橋家の経営が苦しい事を知り、子供心に古橋家の再建に兄弟と協力しあい、古橋家の家政改革

を着実に進めた。そんな中、天保の飢饉（１８３５年～１８３７年）に遭遇し、当時、村の名主代行で

あった暉皃は自分の家だけでなく、村人を救済した。さらに三河で最大の百姓一揆｢加茂の騒立ち｣が起

きたが、一揆では何も解決できないと村民を説得し、代官所の支援を受け、米を村人に分け与えた。そ

の後、村の繁栄を願い、植林、養蚕、お茶の栽培、子供たちの教育にも力をそそぐ。 

人の為に、村の為に、そして国の為に…常に大きな視野で歴史を見つめ、時代を先取りした発想で働き

続けた。（参考 とよたのアニメ人物記） 

 

（４）豊田市ならび稲武地区の人口推移 

豊田市の人口は、４２１，４９６人（愛知県内２位）。国の人口は２０１２年(平成

２４年)から人口減少時代に入っているが、豊田市は増加を続けている。 

一方、稲武地区は、１９５０年（昭和２５年）がピークで６，０８４人、現在は２，

５４５人と大幅な人口減少が起きている。人口減少率は５８．２％である。 

年齢階級別人口を見ると、生産年齢人口（１５～６４歳）が５０．１％と、成人ひ

とりが被扶養人口（年少人口と老年人口を合わせたものを）ひとりを支える状況であ

る。 

このことは、日本が抱える少子高齢化問題の先進的な現象であり、現在、労働者不

足、医療や介護の担い手、買い物難民などの地域の問題を解決する担い手が不足して
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いることと、将来、コミュニティの核となっている小中学校の存続が危ぶまれている

ことを示す。 

しかし、豊田市が進める過疎・定住対策、空き家バンク制度に地域住民も参加しＩ

Ｕターンするケースも増えてきている。 

 

＊人口は２０１５年４月

豊田市の人口推移 
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稲武の人口推移 

 

〔人口推移の表〕 

項目 1950年 2000年 2010年 2015年 
1950年と

2015年差 

減少率 

（％） 

人口（人） 6,084 3,111 2,563 2,545 3,539 58.2

世帯数 1,130 1,025 971 1,017 113 10.0

出典 1950、2000、2010年は豊田市統計資料平成 25年度版（国勢調査）より 

   2015年は豊田市庶務課提供「豊田市の人口（詳細データ）」4月時点より 

 

〔年齢階級別人口〕 

項目 ０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上 

男（人） 124 653 461

女（人） 94 622 591

合計（人） 218 1,275 1,052

割合（％） 8.6 50.1 41.3

 

〔豊田市の主な過疎・定住対策、空き家バンク制度〕 

・都市と農山村の交流をコーディネート組織「おいでん・さんそんセンター」の設置 

農山村をフィールドとする企業の社会貢献活動、都市部の地域と農山村部の集落の

交流等、都市と農山村の交流の支援。 

・里山くらし体験館「すげの里」の設置 

都市と農山村の交流や農山村地域への定住を進めることを目的とした農業や宿泊体

験、また、交流、講座、研修などが開催できる施設。 
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・田舎暮らし情報サイト「田舎体験・田舎暮らし inとよた」（豊田市 HP内） 

豊田市の豊かな自然や山里生活に気軽に触れ合えるイベントや農業体験・森林体験

の情報、農山村地域での定住に向けた情報を掲載。 

・中山間地域空き家情報登録制度「空き家情報バンク」 

市内中山間地域に存在する空き家について、賃貸もしくは売却を希望する空き家の

所有者と、田舎暮らしを目指す移住希望者が出会えるよう、市が空き家の情報提供

と入居者の募集をするしくみ 

 

〔稲武地区のＩＵターン事例〕 

 

・松島周平さん「ｆｉｒｓｔ－ｈａｎｄ」 

・国産無垢材に拘ったオーダー家具の制作販売 

・木工教室をはじめとした様々なワークショップ 

・「長く使いたいくらしのどうぐ」「安全でおいし 

い」をコンセプトにセレクトした、日用品や食 

材を扱うショップ 

・つながりのある農家さんのお米や野菜でつくる 

土・日・祝日のみのカフェ 

・名古屋を中心に、顧客を持っている 

『やさしい生活』の提案をコンセプトに家具工房とカフェ＋ショップを営んでいる。 
 

・石橋徹さん「ブリッジ」 

ブルーベリーの栽培を行うために稲武に移住。 

栽培期間中、農薬、化学肥料は一切使わない特別栽 
培で育てたブルーベリーが自慢。 
観光農園（まいにちブルーベリー）やインターネット 

販売（ブルーベリーやジャム、米）を行うかたわら、 

もともとイベント会社に勤務していたため、イベント 

関連事業も請け負う。 

 

・可児和義さん「山里 Cyafe・米粉シフォンケーキの店アトリ」 

「アトリ」は米粉にこだわった商品開発を行っており、 

「米粉100％のシフォンケーキ」が看板商品である。 

米粉を使うことで、しっとり、もっちりした独自の食感 

が生まれ、新鮮な卵をたっぷりあわせて仕上げている。 

道の駅だけでなく、地域外に販路拡大を目指している。 

 

 

 

 

 

カフェ＋ショップ「ヒトトキ－人と木－」 

まいにちブルーベリー 

米粉 100％シフォンケーキ 
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（５）豊田市ならび稲武地区の産業 

豊田市には１４，４８８事業所、２４万７千人の雇用がある。豊田市は「クルマの

まち」として有名で製造品出荷額は１２兆８８９億円（２０１２年）に上る。市内に

は８８５工場、１０万人の雇用がある。うち、３６２工場（４０．９％）、８万７千人

（８５．７％）が自動車関連の産業にあたる。 

 

〔豊田市と稲武地区の産業〕 

項目＼地区 豊田市全域 稲武地区 割合(稲武地区内) 

産業大分類 総数 

従業者

数 

（人） 

総数 

従業者

数 

（人） 

総数 

（％） 

従業者

数 

（％） 

総数 14,488 247,045 181 1,191 100.0 100.0

農業，林業 57 717 7 26 3.8 2.2

漁業 1 3 0 0 - -

鉱業，採石業，砂利採取業 24 155 0 0 - -

建設業 1,644 11,937 30 199 16.5 16.7

製造業 1,653 110,422 19 290 10.5 24.4

電気・ガス・熱供給・水道業 9 428 1 18 0.6 1.5

情報通信業 123 1,793 0 0 - -

運輸業，郵便業 336 11,921 2 20 1.1 1.7

卸売業，小売業 3,349 31,675 46 211 25.4 17.7

金融業，保険業 163 2,795 1 14 0.6 1.2

不動産業，物品賃貸業 837 2,956 2 4 1.1 0.3

学術研究，専門・技術サービス

業 
515 9,598 1 7 0.6 0.6

宿泊業，飲食サービス業 2,169 18,058 28 117 15.5 9.8

生活関連サービス業，娯楽業 1,279 8,729 18 135 9.9 11.3 

教育，学習支援業 498 5,230 5 14 2.8 1.2 

医療，福祉 732 12,856 10 93 5.5 7.8 

複合サービス事業 90 1,072 2 14 1.1 1.2 

サービス業(他に分類されないも

の) 
1,009 16,700 9 29 5.0 2.4

出典 豊田市統計資料平成 25年度版より（平成２１年７月１日現在） 

 

〔稲武地区の産業構成の特徴〕 

 稲武地区全体では、１８１事業所、１，１９１人の雇用がある。 

 ・建設業の割合が多い（稲武地区 16.5%、豊田市全体 11.3%）。林業の衰退以降、建

設業が基幹産業となっていたが、公共工事の減少で異業種への参入するケースが

目立つようになってきた。 

・自動車関連の事業所は３工場、従業員数１４０人と自動車産業の恩恵は比較的少

ない。 
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・製造業の中で漬物やお菓子をはじめとする食品製造業者が８社と比較的多いのは

「道の駅どんぐりの里いなぶ」等の交流拠点の恩恵である。 

・小売業者が比較的多く（稲武地区 25.4%、豊田市全体 23.1%）、規模は小さいが最

寄品から買回り品まで多種な店舗が存在する。これは、人口 2,500 人強の稲武地

区であるが、周辺地区を含めて 5,000人強の商圏を有していることによる。 

・「道の駅どんぐりの里いなぶ」等の交流拠点の周辺に飲食店（稲武地区 15.5%、豊

田市全体 14.9%）の出店が続いている。 
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〔稲武地区の業種転換・参入の事例〕 

 これまで、建設業は地域の基幹産業であったが、公共工事の減少以降、観光交流・都

市交流資源を活用すべく、異業種へ参入するケースが増えている。 

 

稲
武
地
区
内
の
業
種
転
換 

●（株）杉田組 

・事業 

公共工事を中心とした総合建設業（売上全体の９割）から 

観光農園を中心としたブルーベリー事業（売上全体の１割）へ参入 

・ブルーベリー事業参入の経緯： 

建設業をめぐる厳しい経営環境 

を改善するため、また耕作放棄 

地の解消に少しでも役に立てば 

と思い、平成 17年農業分野に参 

入。平成 19年には正式に法人と 

して農業に参入、建設業で培っ 

てきた土壌改良の技術、機械力 

を活かし、耕作放棄地をブルー 

ベリー園へと転換した。現在の 

栽培面積は 4.0haで、夏の摘み取り観光園とブルーベリー生果の出荷を行

っている。また、ブルーベリーの旬は夏場の一時期であるため、今後加工

品製造販売に取り組むことで、繁忙期と閑散期のムラをなくし、雇用の維

持と安定的な経営を目指している。 

平成２５年度「６次産業化ネットワーク活動交付金」６次産業化の面的拡

大につながる地域の取り組みとして東海農政局の支援を受けている。 

 

●「水工房いなぶ」（安藤和央代表／（株）安藤組 代表取締役） 

 建設業から６次産業へ参入 

愛知県内唯一の発芽にんにくの水 

耕栽培に取り組む。（日に当てない 

ようにして、白い発芽にんにくを 

栽培）白い発芽ニンニクを使った、 

手軽にコクや旨味を加えられる加 

工品の開発･販売事業として、２０ 

１３年６次産業化サポート認定を 

受ける。他社とタイアップして加 

工品に取り組む（ウインナー・味 

噌）。道の駅に「めでたいや」という発芽にんにくを使ったハンバーガー・

餃子・から揚げの店を２０１５年 5月にオープン。 

 

 

ブルーベリーのこみち（摘み取り園受付） 

白い発芽にんにく 
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周
辺
町
村
か
ら
の
参
入 

 

●うちのごはん 

 建設業から飲食店へ進出① 

豊田市旭地区の建設業：松寿建設が出 

店（平成２１年） 

 国道１５３号線沿い道の駅「どんぐり 
の里いなぶ」駐車場横にあり、石窯で 
焼き上げた美味しいナポリ風ピッツァ 
とパスタのお店。 
稲武産みねあさひの米粉入り自家製 
ピザ生地やブルーベリーを使ったデ 
ザートピザなど、地域性のあるこだ 
わりの店舗を出店。テラス席もある。 
 
 

 

 

 

 

●かめや かゞ庵 

 建設業から飲食店へ進出② 

長野県根羽村の建設業：片桐工務所が出店（平成２５年） 

創作料理の店 

奥さんと二男が中心に営業 

道の駅「どんぐりの里いなぶ」と国道１５３号線を挟んだ反対側に店舗を

構える。日本酒・焼酎・ワイン・カクテルの品ぞろえが充実。 

食材も生産者に拘った洋風創作料理を提供し、その食材等の説明には誰も

が興奮を覚える。 

団体で予約すると貸切で対応する。 

 

 

 

（６）道の駅どんぐりの里いなぶ 

国道１５３号と２５７号の交差点西側４００ｍに温泉と直売と体験交流施設を併設

した道の駅「どんぐりの里いなぶ」がある。稲武温泉「どんぐりの湯」、農産物直売施

設「どんぐり横丁」と伝統文化体験施設「どんぐり工房」が併設され、どんぐり横丁

では年間５０万人が買い物や飲食をし、来訪者全体では１００万人～１５０万人にな

ると言われる稲武地区最大の産業である。 

平成２７（２０１５）年１月に地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の

重点支援で効果的な取組が期待できるものとして「重点『道の駅』」に選定され、観光

案内、地方移住等促進、産業振興について総合的な支援が受けられることになった。 

 

うちのごはん（外観） 

うちのごはん自慢のピッツア 
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〔国土交通省が地方創生の核となる「道の駅」を支援〕 

全国モデル「道の駅」 地域活性化の拠点として、特に優れた機能を継続的に発揮し

ていると認められるもの 

重点「道の駅」 地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重点支援

で効果的な取組が期待できるもの 

重点「道の駅」候補 地域活性化の拠点となる企画の具体化に向け、地域での意欲

的な取組が期待できるもの 

 

どんぐりの里の歴史をさかのぼると、稲武町時代に策定された第３次総合計画（平

成３年～１２年）に、その始まりがある。戦後、文化が進み、道が開け、伊勢神トン

ネルが整備され車社会になった。名古屋、豊田方面から来るドライバーの目は信州に

向けられ、稲武は立ち寄る人も少なく、「通過の町」となってしまった。また、昭和２

５年ごろを人口ピークとして現在は約半分の過疎化、若者の流出と生まれる子どもの

大幅な減少は、地域社会や経済に大きな影響を与えた。稲武を温泉のある観光、保養

の町に変え、雇用の場づくりと、リゾート、観光レクリエーション関連事業を推進、

平成５（１９９３）年温泉の掘削を始めた。 

温泉は、福祉センター「ユートピアいなぶ」の給湯にはじまり、さらなる活用方法

を検討し健康増進施設を設置することとなった。これが現在の「どんぐりの湯（平成

１０年オープン）」である。また、ドライバーが立ち寄るトイレ・休憩する道の駅に認

定され、農産物直売施設「どんぐり横丁」を併せ持つ「道の駅」が翌１１（１９９９）

年４月にオープンした。 

どんぐり横丁は、①稲武産ミネアサヒ、②地場産、③米粉パンをこだわりの重点方

針とし加工・販売し、日本人の主食である米にこだわった経営を行っている。稲武に

は、愛知県山間農業研究所があり、水稲の品種改良で全国に知られている研究所であ

る。 

従業員数６０人、売上高４億５千万（平成２５年度、どんぐりの里いなぶ総売上（ど

んぐり横丁＋どんぐりの湯））、うち地元産の農作物、加工品、民芸・工芸品などの売上が７

割を占めており、地域振興に寄与する影響は非常に大きい。 

どんぐり工房は、山里に残された「自然」や受け継がれた「農林業」、 あるいは「食」

や「工芸」などの知恵と文化を、体験を通して伝える施設。稲武地区内にあった明治

１２（１８７９）年建築の茅葺の古民家を移築した建物。 

「自然体験環境学習」「農林業体験」「味覚体験（料理）」「伝統工芸クラフト創造」

「歴史・文化体験」と、５つのテーマで年間６，５７６人（うち体験利用は１，７６

３人）、施設見学者９，７３６人の入館がある（平成２５年度の実績）。 

最近、地元資料館「古橋懐古館」で展示されている道具「桶」の利用方法が判別し

た。桶は、桶茶の道具で、番茶を泡立てて飲む庶民文化として明治時代ごろまで行わ

れており、武田勝頼にふるまったとも言われているが消滅した。このように、どんぐ

り工房では、地域に埋もれた文化や歴史を観光資源として商品化する試みが行われて

いる。 
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〔道の駅どんぐりの里いなぶ 周辺マップ〕 

 
出典 google map

〔どんぐり横丁 利用者数および売上額（税別）〕 

 
 

 
道の駅どんぐりの里いなぶ（全景） 



- 15 - 
 

 

〔どんぐり横丁 出荷組合員数および販売額〕 

 
 

〔どんぐりの湯 利用者数〕 

 
＊２０１０年１１月３０日から２０１１年１０月１日はリニューアル工事を実施 

 

（７）稲武地域まちづくり推進協議会 

平成２７年１月に道の駅「どんぐりの里いなぶ」が国土交通省の選ぶ重点道の駅３

５箇所の一つに選ばれた。道の駅「どんぐりの里いなぶ」はレジ通過者が年間５０万

人に及ぶ稲武地区の交流拠点である。この道の駅「どんぐりの里いなぶ」を中心に稲

武地域のまちづくり構想の策定や稲武地域で行われる各種イベントの連携や調整をは

かるため、「稲武地域まちづくり推進協議会」が平成 27 年 6 月 26 日に設立した。 

 構成員【豊田市／稲武商工会／いなぶ観光協会／稲武地域会議／稲武地区区長会／財

産区議長連絡協議会／豊田市森林組合／豊田市社会福祉協議会／名倉川漁業

協同組合／稲武地域営農協議会／ＪＡあいち豊田／(一財)古橋会／㈱どんぐ

りの里いなぶ／稲武交流館】 
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Ⅲ．本会管内の小規模事業者の状況 

先にも述べたように、稲武地区の特徴は下記のようにまとめられる。 

① 豊かな自然資源を持つ地域であるが、社会構造の変化に伴い過疎化が進んだ。 

② 高齢化少子化が進み、ひとりがひとりを支える社会状況である。このまま進行すれ

ば、社会基盤の維持が危うい。 

③ 豊田市や岡崎市など都市を抱える矢作川上流にあたるため、稲武地区の森林や田畑

の荒廃は、洪水や土砂崩れなど下流に住む人々の生命・財産を脅かす懸念がある。 

④ 稲武地区は歴史的な交通の要衝であり、現在は都市や高速のインターからアクセス

も良く、立ち寄り客は多い。また、将来的には、リニア中央新幹線の駅が近隣の中

津川市にできることもあり、来訪者（観光客）を誘致する準備に取り組む必要があ

る。 

⑤ 稲武町時代の若者の雇用の確保という施策が豊田市に合併しても継続しており、道

の駅が地域創生を核にした雇用、起業、特産品販売において重要な役目を果たして

いる。 

⑥ 稲武地域の住民は、人口減少に対して危機感を感じていることもあり移住者の受入

れや業種転換などの変化を受け入れる心境がある。 

⑦ 道の駅周辺の新規参入飲食店や遊休農地を活用した体験農園など、起業しやすい環

境は整っている。一方で人口が少ないため雇用を確保することに課題がある。 

 

［上位計画との連携］ 

  豊田市は、合併後に第 7 次総合計画を策定した。43 万人の将来人口を想定し、都市

内分権を推進し、地域特性を尊重した事業推進を目標としている。地域核と位置付け

られた稲武地域は、地域資源を活用した観光交流促進や都市との交流促進が重点テー

マである。 

 

稲武地域の課題を打破しようと主体的に取り組んでいる組織もある。 

① 企業による稲武の定住促進 

平成２６年度に新豊田市誕生１０周年を記念して行われた「ミライのフツー☆チ

ャレンジコンテスト」において、稲武地区の製造業トヨタケ工業が応募した「オー

プンいなぶ」が採択された。これは、稲武地区の就業体験、農業体験、空き家見学

会などを通して、移住者を募るものである。移住の際のネックは、現金収入を得る

働く場。これを企業が請け負うことで稲武地区への移住を促進させようというもの

であり、従業員の確保に苦労している企業が多く、この事業の成功が期待される。 

② 観光資源の開発・ＰＲ 

不要になった雛人形を活用した「いなぶ旧暦のひな祭り」は、６，０００人（平

成２６年度）の集客がある。発展的に、昔の宿場町を散策してもらおうと「いなぶ

らり」も始まった。他にも木製ランプシェードを町中に展示する「冬至の夜のあか

り展」、もみじまつり、氷爆など、稲武の住民が「私にできること」を考えて観光目

玉を作っている。今後は収益につながる体験観光等のビジネスモデルや特産品の開

発が期待される。 
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Ⅳ．稲武地区の経営目標 

稲武地区の経営発達支援の大きなテーマは「人口減少社会に立ち向かう」と「観光

交流・都市交流資源の活用」である。 

稲武商工会では、経営目標達成に向けて以下により取り組む。 

 

① 買物支援や稲武産ギフトの通信販売を通して、人口減少と高齢化に立ち向かう小規模

事業者の販路開拓の支援を行う。 

稲武地区は人口２，５４５人（2015年 4月）、高齢化率も４０％を超えており、交通

の便が悪く、車がないと買物にも不自由する。しかし、稲武周辺地域を含めた広域な

商圏を有しており、規模は小さいが最寄品から買回り品まで多種な店舗が存在する。 

また、商店主の高齢化や後継者不足も大きな問題であり、配達ができなくなる店舗

も現れており、この問題への対応に小規模事業者の生き残りがかかっている。 

 （方 針） 

・高齢化を見据えた買い物支援などソーシャルビジネスを通した小規模事業者の持

続的支援 

・稲武産ギフトを創り稲武地区の住民、稲武地区出身者、豊田市内の企業への販路

開拓を通した小規模事業者の持続的支援 

  

② 観光交流・都市交流資源を活用し、小規模事業者の創業・事業承継そして販路開拓の

支援を行う。 
（重点道の駅に認定された「道の駅どんぐりの里いなぶ」、リニア新幹線の岐阜新駅、国道 153

号伊勢神改良等のビッグプロジェクトの活用） 

道の駅「どんぐりの里いなぶ」が国土交通省の選ぶ重点道の駅３５箇所の一つに選

ばれた。この道の駅は稲武地域の交流拠点であり、道の駅「どんぐりの里いなぶ」を

中心にした地域振興策の推進をはかる。 

 （方 針） 

・交流拠点である道の駅「どんぐりの里いなぶ」周辺での創業や事業承継を目指す

ＩＵターン者や業種転換等を目指す小規模事業者の持続的支援 

・交流拠点である道の駅「どんぐりの里いなぶ」及び周辺で行われる地域活性化事

業を通して、地域産品の活用と販路開拓支援 

・地域産品の活用と展示会参加等の販路開拓支援を通した小規模事業者の持続的支

援 

 

この 2点の目標達成に向けて、 

・巡回指導、窓口指導、セミナーを通して、小規模事業者の経営分析・経営計画の策

定等の伴走型支援 

・小規模事業者への伴走型支援を行うため、経営指導員等職員の支援力等の資質向上 

・目標達成のため、各種機関との連携強化 

等に努める 
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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２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

「基本指針」第二３．経営発達支援事業の内容に従い、本経営発達支援計画の内容を 

次の通りに定める。 

 

【指針①】 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノ

ウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 

【指針②】 経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指

導・助言、当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型

の指導・助言 

【指針③】 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、各種調査を活用

した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

【指針④】 マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催

又は参加、ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開

拓に寄与する事業 

 

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】 

 

 

 

 

 

 

 

地域内の企業の景気動向など地域の経済動向に関する情報を総合的に収集、整理、

分析する。また、豊田市・豊田信用金庫・豊田市内の商工会・豊田商工会議所とも情

報を共有し、市内全域の経済動向を提供できる体制を確立する。 

また、国が提供を始めたビッグデータ「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」を

活用した分析を行い、小規模事業者へ情報提供を行う。 

 

 （事業内容） 

 ① 地域経済動向調査の実施 

 地域の事業者の経営状況・経営課題・支援機関への接点/評価等を明らかにし、全

国等との比較により､地域の特性を明確にすることができる基礎となるデータを収

集する。 

現状の課題と対応 
現在は、中小企業景況調査（全国商工会連合会）を地区内 15 事業者に対して四半期

ごとに実施しているが、地域の経済動向としては情報量が少なく活用していない。そこ

で、より活用できる地域経済動向調査の実施と巡回指導等による小規模事業者への情報

提供を行う。 
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［調査内容］ 

対象者:会員事業者(法人・個人含む)158 社に調査を実施 

調査構成:業種、景況感(短期・中期)、経営課題、支援機関との接点・評価、事業者

属性 

 ② 他機関と連携し、市内及び全国の経済動向調査 

   豊田市、豊田信用金庫、市内の商工会（藤岡商工会、小原商工会、足助商工会、

下山商工会、旭商工会）、豊田商工会議所と情報を共有しながら、豊田市内の経済動

向調査のデータを収集する。 

 また、ビッグデータ「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」の情報活用をはか

る。 

 ③ 地域経済動向調査の情報提供 

収集した稲武地区内及ぶ豊田市内の地域経済動向調査に関する情報は、経営指導

員が地区内小規模事業者127社に年1回以上の巡回指導を実施し、その度に提供する。

更に、各種案内発送に併せて地域経済動向調査（概要版）を作成し提供する。 

  また、現在はホームページ等を持っていないため早急に整備し、地区内小規模事

業者にタイムリーに情報提供できる体制を整備する。 

   

（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

巡回指導件数 件 448 450 460 480 480 500

指導実企業数 社 98 127 127 127 127 127

※地区内小規模事業者数 127件（H24年度経済ｾﾝｻｽ活動調査数） 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 

 

 

 

小規模事業者からの依頼に基づいて記帳代行や所得税等の確定申告指導、事業を展開す

る上で必要な運転・設備資金用の融資斡旋を行ってきたが、そこまでの支援で終わって

しまう事がほとんどである。小規模事業者の経営環境が年々厳しくなっている状況であ

り、積極的に経営状況の分析の意義を説明し、経営分析指導を行うことにより、自社の

内部環境分析や経営計画策定に役立てていく。 

 

（事業内容） 

① 経営分析の重要性の啓発 

 「巡回指導」【拡充】 

経営指導員が巡回訪問する際にはタブレット等の携帯端末を持参し、中小企業

基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」等を活用し、簡易な経営分析

をし、経営分析の重要性を啓発する。 

現状の課題と対応 
これまでは、直面する問題への対応のために経営分析を行ってきたが、今後は、経営

分析の意義を説明し、積極的に経営分析を行うよう働きかけを行う。 
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  「経営分析セミナー」【新規】 

小規模事業者の経営分析に対する基礎的な知識と重要性を啓発するため、セミ

ナーを開催する（年 1回）。経営分析とは会社の「健康診断」であると位置づけ、

経営分析を行うことで、経営危機を事前にチェック、回避できる「会社の健康診

断」であることを認識してもらい、経営者からの需要を喚起していく。 

② 分析対象者の拡大【拡充】 

セミナーを広く地域の小規模事業者に案内し、地域全体の事業者に経営分析の必

要性を啓蒙していく。更に、セミナー参加者以外にも収益状況、財務状況を当会で

把握している記帳機械化・記帳継続指導対象者、融資斡旋先事業者等に対して巡回、

窓口相談時に、経営分析の重要さを説明し、分析対象者を積極的に掘り起していく。

③ 経営分析の手法【拡充】 

  巡回指導・経営分析セミナー・記帳継続指導、融資斡旋の機会を通じて掘り起こ

した経営分析対象者に対して、経営指導員が巡回指導や窓口指導として、ワークシ

ートや経営分析用ソフトを活用して経営分析を行う。 

［分析項目］ 

・財務分析：収益性、安全性、生産性、成長性の定量分析 

・ＳＷＯＴ分析：強み、弱み、機会、脅威の定性分析 

・その他：市場・顧客分析、競合分析の定性分析 

［専門家の活用］ 

    小規模事業者が保有している技術、ノウハウ、従業員等の経営資源等の専門的

な分析が必要な場合は、愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構（よろず支援

拠点）、豊田信用金庫、中小機構のコーディネーター等と連携し、専門家派遣制

度を積極的に活用することにより、経営指導員同行により指導する。  

 ④ 調査・分析結果の有効活用【拡充】 

この事業で得られた調査・分析結果のデータは、新たにデータベース化し、全職

員が小規模事業者の支援をするためデータの共有化をはかる。また、分析結果を小

規模事業者にフィードバックし、事業計画策定に役立てる。 

 ⑤ 調査・分析結果のメンテナンス【新規】 

経営分析した小規模事業者に対して、巡回指導時に財務諸表の確認やヒアリング

により経営分析結果のデータ点検（メンテナンス）を行い（年 1回）、常に最新の状

況が確認できるよう伴走型支援を行う、これにより経営の見直しや新しい戦略の策定

が可能となる。 

 

（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

経営分析セミナ

ー参加者 
人 ― 10 10 15 15 15

巡回・窓口指導に

よる経営分析企

業の掘り起こし 

件 ― 25 25 30 30 30

経営状況の分析

企業数 
社 ― 15 15 20 20 20
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実施の伴走支援 

巡回指導 
窓口相談 

事業計画 

専門家の活用 

事業計画の策定

専門性の高い
課題への対応

事業計画 策定
の意識づけ

事業計画の実施へ

（リーダー 

計画の必要性・事業 
有益性の理解アップ

研修会） 

策定セミナー
経営指導員
による計画

策定支援

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（１）小規模事業者の事業計画策定に係る支援 

 

 

 

 

 

 

巡回指導やセミナーなどへの参加を通じて、事業計画書策定の必要性や有益性を理

解して頂き、小規模事業者の現状の経営状況とこれからの企業としてのあるべき姿に

ついて検討するとともに、あるべき姿の実現に向け、経営理念、経営ビジョンを整理

したうえで、顧客のニーズと市場の動向、自社や自社が提供する商品・サービス・製

品の強み、経営方針・目標と今後のプランを取りまとめた経営計画の策定を支援する。

 

（事業内容） 

① 巡回指導等による計画策定の動機付け【拡充】 

巡回指導や窓口相談の際にはタブレット等の携

帯端末を持参し、中小企業基盤整備機構提供の「経

営計画つくるくん」を活用し、事業者に対して事

業計画策定の意識づけをし、その「必要性」や「有 

益性」を理解して頂き、経営状況に合わせてリー 

ダー研修会（セミナー）への参加や経営指導員に 

よる計画策定支援を提案していく。 

② リーダー研修会（事業計画策定セミナー）開催に 

よる計画書策定支援【新規】 

 地区内の小規模事業者のリーダーとなるべき40 

代の事業主を中心に5人程度の希望者を募り、月1 

回程度（年間5回程度）の研修会を開催し、計画書

策定支援をする。 

研修会では、参加者を取り巻く環境や経営資源の分析を基にワークシートを使って

計画書策定をし、グループワークを通して計画書のブラッシュアップをはかる。 

［目的］セミナー参加者同士が情報交換や刺激し合う事により、事業計画のブラッシ

ュアップをはかり、計画策定の成功事例をつくる。また、成功事例をＰＲす

ることにより、地域の小規模事業者の事業計画策定に対する関心を高める事

ができる。 

③ 経営指導員による計画策定支援 

事業計画策定に必要な検討事項(※)に基づいて、経営分析で入手したデータを活

かし、事業計画書のストーリーを、事業者と意見交換しながら整理し、経営指導員

が伴走して、顧客のニーズと市場の動向、自社や自社が提供する商品・サービス・

製品の強み、経営方針・目標と今後のプランを取りまとめた計画策定を支援する。

現状の課題と対応 
これまでは、直面する問題への対応のために事業計画策定を行ってきたが、今後は、

経営状況の分析を行った事業者を中心に、事業計画策定の意義を説明し、積極的に事業

計画策定支援を行う。 
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その上で、事業の遂行に支障となる実施上の課題について、課題の解決方法をアド

バイスする。 

④ 専門家の活用 

③において作成した事業計画に専門性の高い経営課題があった場合には、愛知県

商工会連合会、あいち産業振興機構（よろず支援拠点）、豊田信用金庫、中小機構

のコーディネーター等と連携し、専門家派遣制度を積極的に活用することにより、

経営指導員同行により、事業計画策定のための課題解決をはかる。 

さらに、経営課題の内容や事業者の意向により、新規性のある取り組みには経営

革新計画の申請を行うようにアドバイスを行い、経営革新計画を活用した事業計画

策定支援を実施する。  

 

※ 事業計画書策定において検討すべき事項 

「事業への想い」「市場の機会/脅威」「自社の強み/弱み」「目標」「達成手段」

「実施上の課題」等 

（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

事業計画策定事

業者数 
件 3 5 5 8 8 10

経営革新計画を

活用した事業計

画策定事業者数 

社 0 1 1 2 2 2

 

（２）創業（第二創業含む）・事業継承の事業計画策定支援 

  

 

 

 

 

 

過疎化が進む稲武地区では、地域の活性化に向けて、交流拠点である道の駅「どんぐ

りの里いなぶ」周辺での創業や事業承継を目指すＩＵターン者や第二創業を目指す小規

模事業者の持続的支援のため、ワンストップ創業支援窓口を設置し、必要に応じて関係

機関や専門家を紹介するなど、事業計画策定に向けたきめ細やかな支援を行う。 

更に、豊田市は創業支援事業計画(※1)の認定を受けており、豊田市、各商工会・商

工会議所、金融機関で豊田市創業サポート連絡会を設置し、情報の共有化（創業支援カ

ルテ）と各機関の連携体制の整備と強化を図り、国・県の施策の活用を図る。 

また、事業主の高齢化や事業後継者がいない等の理由から、今後の経営継続の見込

めない事業者にも、「創業支援カルテ」への登録を積極的に促し、事業承継の計画策

定支援を行う。 

 

（事業内容） 

① 創業塾（セミナー）開催による計画書策定支援【新規】 

現状の課題と対応 
 これまでは、独自に創業支援施策を実施しているが、関係機関の連携が図られていな

いため、創業希望者のニーズに応じた支援を受けることが難しかった。そこで、各機関

の連携体制の整備を図り、積極的に創業や事業承継のための計画策定支援を実施する。
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地区内で創業を計画している創業予定者に対して、チラシ等により創業塾への参加

者を募る。創業塾は年間4回程度の開催を予定しており、開業に必要な知識を修得し

事業計画策定を支援する。 

② 事業承継にかかる実態把握【新規】 

事業主の高齢化により、事業継続が困難な事業所が増えている。商店街等に廃業

店舗が増える事は、地域の活力を大きく損なう事につながる。そこで、地域内の商

店街及び道の役「どんぐりの里いなぶ」周辺の各事業主に対して事業継承に関する

アンケートを実施し、事業継承の計画づくりに活用する。 

［調査項目］後継者の有無、店舗借上げの可能性及び条件 他 

③ ワンストップ創業支援窓口による事業計画策定支援【新規】 

商工会にワンストップ創業支援窓口を設置し、経営指導員が創業予定者と意見交換

しながら、顧客のニーズと市場の動向、自社や自社が提供する商品・サービス・製

品の強み、経営方針・目標と今後のプランを整理し、創業に伴う事業計画策定支援

を行う。 

また、事業主の高齢化等で事業継続が困難な小規模事業者の内、アンケート結果

で、後継者がなく、店舗の借上げが可能な事業主に対して、事業継承に伴う計画策

定を働きかけ、その作成支援を行う。この事業継承に伴う計画策定に関しては、立

地条件や地域の活性化計画等を考慮し、古民家再生手法(※2)を活用し、経営指導員

が事業主と意見交換しながら、事業継承の計画策定支援を行う。 

その上で、創業や事業継承の遂行に支障となる実施上の課題について、課題の解

決方法をアドバイスする。 

④ 専門家の活用 

③において作成した創業や事業継承に伴う事業計画に専門性の高い経営課題があ

った場合には、愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構（よろず支援拠点）、豊

田信用金庫、中小機構のコーディネーター等と連携し、専門家派遣制度を積極的に

活用することにより、経営指導員同行により、創業に伴う事業計画策定のための課

題解決をはかる。 

⑤ 創業希望相談者や事業継承対象者の「創業支援カルテ」の作成【新規】 

   創業希望相談者や事業継承対象者の相談内容に対しては、「創業支援カルテ」を作

成する。この「創業支援カルテ」には、創業塾の受講状況や各創業支援窓口での相

談内容や支援状況が記載され、その支援内容や機関の情報を豊田市、各商工会・商工

会議所、金融機関で共有することにより、創業者支援や事業承継のマッチングに活用

する。 

 

※1 創業支援事業計画 

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させ

るため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、ＮＰＯ法人、商工会議

所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、

コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画」について、国が

認定することとしている。 

※2 古民家再生手法 

従来古民家を資料館や市民スペースとして活用することが多かったが、産業創出
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の観点から、民間の地域再生請負企業が一括借上げ、リノベーションし、ホテル、

レストラン、カフェ他の事業を予定している事業者にサブリースする。 

 

豊田市創業サポート連絡会 

市区町村  豊田市  

創業支援

事業者  

豊田商工会議所・市内６商工会、  

豊田信用金庫、日本政策金融公庫岡崎支店  

 
 

（目標） 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

［小規模事業者の事業計画策定後の実施支援］ 

 

 

 

 

 

 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

創業に伴う事

業計画策定支

援事業者数 

社 1 1 1 2 2 2

事業承継に伴

う事業計画策

定支援事業者

数 

社 0 2 3 3 3 3

現状の課題と対応 
これまでは、事業計画策定を行った小規模事業者への実施支援を行ってこなかった。

今後は、巡回指導を通して事業計画策定を行った小規模事業者の進捗状況や課題を把握

し、事業計画実行の支援を行う。 
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策定した経営計画が順調に進むよう経営指導員が伴走型支援を行う。計画と実態に

差異が生じた場合には経営指導員が適切な支援を行うが、必要に応じて愛知県商工会

連合会、あいち産業振興機構、豊田信用金庫、中小機構のコーディネーター等と連携

し丁寧にサポートする。 

（事業内容） 

① 経営指導員によるフォローアップ 

経営指導員は、計画書策定が完了したら、3か月に1度程度巡回指導、及びその他の

方法により、進捗状況を把握して、カルテに記録する。 

進捗が芳しくない場合は、新たな支障が生じているとの推定のもと、直ちに巡回指

導を行い、課題を把握するとともに、その解消に向けた指導・助言を行う。経営指導

員で解消が困難な課題である場合、愛知県商工会連合会、あいち産業振興機構、豊田

信用金庫、中小機構のコーディネーター等の窓口相談、または専門家派遣を実施する。

② 窓口相談、専門家派遣による 

支援依頼を受けた専門家は、相談カルテ、策定された事業計画書に基づいて、対象

となる小規模事業者の意向により手厚く支援する。 

 ③資金面でのフォローアップ 

事業計画を元に、新たな需要を獲得するために事業を再構築していくことで事業資

金必要である。そのために、日本政策金融公庫や豊田信用金庫と連携して、小規模事

業者が持続的に事業を発展させていくために低利な資金を斡旋する。 

 （日本政策金融公庫 岡崎支店） 

 ・小規模事業者経営発達支援融資制度 

 ・小規模事業者経営改善資金融資制度 

  他 

 （豊田信用金庫 稲武支店） 

 ・小規模企業等振興資金（県制度融資） 

 ・豊田市商工業事業資金（豊田市制度） 

  他 

 

（目標） 

 

［創業（第二創業含む）・事業継承の事業計画策定後の実施支援］ 

 

 

 

 

 

 

 

豊田市、各商工会・商工会議所、金融機関等の各連携機関に設置したワンストップ

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

融資斡旋件数 件 10 12 13 15 15 15

現状の課題と対応 
 豊田市では、各商工会・商工会議所、金融機関等が、独自の創業支援施策を実施して

いるが、関係機関の連携が図られていないため、創業希望者のニーズに応じた支援を受

けることが難しかった。そこで、各機関の連携体制の整備を図り、創業の段階に応じた

きめ細やか支援を実施する。 
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創業支援窓口において、地域資源の発掘から商品化まで、創業の段階に応じたきめ細や

かな支援を行い、必要に応じて関係機関や専門家を紹介する。 

また、豊田市、各商工会・商工会議所、金融機関で豊田市創業サポート連絡会を設置

し、情報の共有化（創業支援カルテ）と各機関の連携体制の整備と強化を図る。 

これらの取り組みにより、創業における事業計画策定後の伴走型の支援を実施する。

また、事業主の高齢化や事業後継者がいない等の理由から、今後の経営継続の見込

めない事業者にも、「豊田市創業サポート連絡会」と「ワンストップ創業支援窓口」に

登録する事により、ＩＵターン等の事業承継希望者をマッチングさせる事業継承支援

を行う。 

（事業内容） 

① ワンストップ創業支援窓口による事業計画策定後の実施支援 

各商工会・商工会議所、金融機関に設置したワンストップ相談窓口において創業や

事業承継の事業計画書に基づいた課題解決のための支援を実施 

② ①における専門家派遣、伴走型支援の実施 

（ア）専門家派遣 

    ・事業計画書の進捗状況に応じた課題解決のため専門性が必要な場合において中

小企業診断士、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士等の専門家を派

遣し、相談者に紹介し支援する。 

（イ）伴走型支援 

    ・相談者と共に事業計画書の進捗状況に応じて、創業までの課題解決、目標達成

を支援する。 

③ 創業希望相談者等の「創業支援カルテ」の作成 

   各商工会・商工会議所、金融機関にて対応した創業希望相談者や事業承継対象者の

相談内容に対しては、「創業支援カルテ」を作成し、情報把握を実施し、連携する。

 

豊田市創業サポート連絡会の支援の特徴 

特徴  

 豊田市では、ビジネスモデルの構築、資金調達等創業に必要となる要

素に応じて、関係機関の強みを生かし適切な創業支援の提供を行う。  
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（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

創業件数 件 1 1 1 2 2 2

事業承継成立

件数 
件 0 0 1 1 1 1

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者が気付いていないマーケット・商品・役務の需要動向に関する情報を

提供する。特に、ターゲットとなる世代、性別、市場を明確にし、小規模事業者の経

営状況の分析支援、事業計画策定支援、事業計画策定後支援、販路開拓支援に活用で

きる情報を提供する。 

 

（事業内容） 

 ① 稲武地域の需要動向調査【新規】 

   稲武地域の交流拠点である道の駅「どんぐりの里いなぶ」は、年間４７万人程の

レジ通過者のある核施設である。この施設を訪れる稲武地区来訪者に対してインタ

ビュー形式でアンケート調査を実施する。（年１回） 

  ［調査項目］地域、年齢、性別、家族構成、目的、重視するポイント、予算、最近

購入したお気に入り商品（と購入動機）、お取り寄せやネット通販の

利用状況（と利用動機） 他 

  ［活用方法］この調査と道の駅「どんぐりの里いなぶ」の商品別売上データを活用

現状の課題と対応 
これまで、需要動向調査は事業計画策定に利用する程度で、小規模事業者への提供は

行ってこなかった。しかし、小規模事業者の経営状況の分析、事業計画策定、事業計画

策定後支援と常に必要な情報であり、常に情報提供できる体制を整える。 
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し、稲武地区来訪者の市場動向やニーズ、そして周辺施設や商品の競

合状況、新商品へのニーズ、通信販売等の利用状況等、小規模事業者

の販路拡大、新商品開発や新サービスの提供に役立つ情報を収集する。

② 豊田市の需要動向調査【新規】 

   豊田市内にある松坂屋豊田店やトヨタ生協の有力店は地元商品の取り扱い拡大を

進めている。この市場動向や市場規模を的確につかむため、松坂屋豊田店やトヨタ

生協のバイヤーとの情報交換会を実施する。（年1回） 

 ［調査項目］消費者情報：地域、年齢、性別、何をどれぐらいなぜ購入したか 他 

自店情報：今後の商品構成、仕入したい商品、ギフト商品（中元・歳

暮）の動向、取引条件（掛け率、物流、問屋 他） 他 

  ［活用方法］この調査と「愛知県消費者購買動向調査」から、豊田市内の消費者に

ついての商品毎の買物場所、店舗、その理由を抽出し、顧客の市場動

向やニーズ、バイヤーの意見等、小規模事業者の販路拡大、新商品開

発や新サービスの提供に役立つ情報を収集する。 

③ マクロ環境の需要動向調査【拡充】 

稲武地域や豊田市の需要動向調査の他に、「日経テレコンPOSEYE」「総務省消費

者動向調査」「日本政策金融公庫消費者動向調査」等の統計データを活用し、全国

的な商品別の購入動向やその経年変化に関する情報を収集する。 

［調査項目］売れ筋商品ランキング、消費者の消費動向キーワード（安全、健康、

国産 他）とその変化、消費支出の推移と内訳 他 

  ［活用方法］この調査とインターネット、新聞、業界紙、展示会で公開される市場

動向や競合状況を基にした環境分析（ＰＥＳＴ分析）から、全国的な

消費者の商品消費動向の変化とその理由を抽出し、小規模事業者の販

路拡大、新商品開発や新サービスの提供に役立つ情報を収集する。 

［ＰＥＳＴ分析］ 

・政治（Politics）法律、規制 他 

・経済（Economics）景気動向、為替、金利、グローバル化 他 

・社会（Society）価値感、人口動態、ライフスタイル、世間の関心 他 

・技術（Technology）新技術の完成 他 

④ 需要動向の提供【拡充】 

食品製造業者には、販路拡大や新商品開発に活かせる情報として、稲武地区来訪

者やバイヤーから得た需要動向を提供し、小売業や飲食業には、販路拡大や新サー

ビスの提供に活かせる情報として、稲武地区来訪者や全国的な売れ筋商品情報を提

供する等、小規模事業者の業種に合わせて、調査データから個々の事業者に関係あ

る情報を抽出し、経営指導員の巡回指導や窓口相談の際にタブレット等の携帯端末

を活用して情報提供を行う。 

  また、情報提供のみに終わらせず、市場開拓の可能性、事業計画の変更の検討な

ど、実際に事業活動へ反映させるように経営指導員がアドバイスする。これにより、

環境変化への対応能力の必要性を事業者に気づかせ、実行させていくことに結び付

けていく。 
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（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域の需要動

向調査 
回 ― 1 1 1 1 1

バイヤーとの

情報交換会 
回 ― 1 1 1 1 1

需要動向調査

提供企業数 
社 3 35 40 45 50 50

 

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】 

 

 

 

 

 

 

 小規模事業者の持続的発展のため、展示会、商談会等の事業を実施し、出展ノウハ

ウや売上アップ、更には知名度アップを目指す。 

（事業内容） 

① おいでん！とよたの特産品展 

 

 

 

 

 

 

支援対象 新規顧客の開拓を目指す特産品取扱業者 

内 容  豊田市、市内の商工会、豊田商工会議所が「とよたの特産品展実行委

員会」組織して、小規模事業者の商品を紹介・販売する展示会を開催す

る 

効 果 名古屋市の金山総合駅は一日平均396,038人（2010年のJR・名鉄・地下

鉄を含めた金山総合駅全体の利用者数（名鉄交通広告公式サイトより））

の利用者がある交通の要衝であると共に、オフィス街であり商業地でも

ある。また、駅から半径2キロ圏内には、地元紙１紙で3万4千部強を配達

するように、住宅地としての側面もある。この立地を活用して、各出展

者の事業所や商品の知名度アップと売上アップをはかる。 

他との連携  「とよたの特産品展実行委員会」を組織する、豊田市、市内の商工会

（藤岡商工会、小原商工会、足助商工会、下山商工会、旭商工会）、そし

て豊田商工会議所と連携を取りながら運営していく 

現状の課題と対応 
 これまでも、展示会や商談会の販路開拓支援に取り組んできたが、一部の事業者が出

展する程度で利用度は低かった。出展案内の配布や巡回指導を通して周知に努め、事業

計画書策定事業者を中心に出店を促していく 
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（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

出展事業所数 社 3 3 3 4 4 4

商品開発改良件数 件 0 2 2 4 4 4

 

 ② とよた産業フェスタ 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの

取組み 

時期：平成27年1月31日(土)～2月1日(日) 

場所：名古屋市金山総合駅イベント広場 

出展事業者：１７事業者 

売上額：2,283,740円 

 

支援対象 新規顧客の開拓を目指す特産品取扱業者 

内 容  世界に誇れる豊田市の産業をより広く周知し、更なる活性化を目指し

て「とよた産業フェスタ」という展示会を開催する 

効 果 毎年、豊田市民を中心に多くの来場者があり、この条件を活用して、

売上を確保する事は勿論であるが、稲武地区の事業者や商品の知名度ア

ップと各出展者の商品開発や改良に活かせる。 

稲武地区からの出展者数：５事業所 

他との連携  豊田市、豊田商工会議所、市内の商工会（藤岡商工会、小原商工会、

足助商工会、下山商工会、旭商工会）、ＪＡをはじめとするメンバーで「と

よた産業フェスタ実行委員会」を組織し、豊田商工会議所を中心に運営

している 
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（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

出展事業所数 社 5 5 6 6 6 7

商品開発改良件数 件 0 2 2 3 3 3

 

③ とよたビジネスフェア 

 

 

 

 

これまでの

取組み 

時期：平成26年9月27日(土)～28日(日) 

場所：豊田スタジアム 

来場者：12万4,500人 

 

支援対象 新規取引先の開拓を目指す特産品取扱業者 

内 容  多くの優れた技術・製品を造り出しているにも関わらず埋もれている

中小企業・小規模事業者を発掘し、『今ある製品を改良・工夫すれば商談

につながる』『異業種で使える技術・製品を見つける場』など自社発展の

ために出展者・来場者ともに『気づき』を得る場として、更に世界に誇

れる豊田市の産業をより広く周知し、更なる活性化を目指して「とよた

産業フェスタ」という商談会を開催する 

効果 豊田市内外からものづくり事業者を中心に多くの事業者が来場し、稲

武地区の事業者の商談の機会を確保する事ができる。 

稲武地区からの出展者数：２事業所 
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（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

出展企業数 社 2 2 3 3 4 4

商談件数 件 5 5 6 6 10 10

 

 ④ いなぶのお買物配達便 

 

これまでの

取組み 

時期：平成27年1月14日(水)～15日(木) 

場所：スカイホール豊田 

来場者：4,700人 

 

支援対象 新規顧客の開拓を目指す商業・サービス業者 

内 容 高齢者支援システム（稲武システム）の推進 

（主な事業） 

・宅配事業（注文いただいた商品の配達、集金） 

 ・配達事業（加盟店で買い物していただいた商品のうち、かさばるも

の、重いものを配達） 

 ・御用聞き（事務局から、定期的に御用聞きの電話をし、発注を促す。

安否確認をかねる。） 

 ・常備品箱設置事業（薬売りのように、箱に常備品を入れ定期的に補

充する。非常時の食糧をかねる。補充時に安否確認をか

ねる。） 

効果 宅配事業を中心とする高齢者支援システムを立ち上げることにより、

今まで地元商店を利用したことのない人を中心に、新たな顧客の開拓を

行う事ができる。また、事業の浸透とともに、ギフトチラシを配布し、

高齢者以外の顧客開拓や、地元産品のお中元・お歳暮等、新たな市場開

拓につながる。 
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（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

登録利用者数 人 65 70 75 80 85 90

月利用件数 件 79 85 90 100 130 150

 

 ⑤ いなぶのギフト受注事業【新 規】 

 

 

他との連携  自治区長（区長会）にパンフレットの配布等事業周知を行っていただ

き、豊田市社会福祉協議会に利用者の紹介や、事業周知する場所を提供

いただく 

これまでの

取組み 
平成 25 年 9 月 2 日スタート 

平成26年度（利用件数・利用金額） 

   3月（件数）79件（前年比： 119.6％ ）（金額）217,451円（前年比： 122.4％ ）  

 

支援対象 新規顧客の開拓を目指す商業・サービス業者 

内 容 【パンフレット作成事業】 

・各店で開発したギフト商品を稲武のギフトとしてまとめたパンフレッ

トを作成する。  

・ギフト商品のない事業所は、この事業をきっかけにギフト商品の開発

を行う。  

・作成したパンフレットは、自治区長を通して各戸に配布し、稲武産の

ギフトを利用していただけるような活動を行う。  

・各自治区長を通し稲武出身者にパンフレットを送るための情報をいた

だけるよう働きかける。  

・稲武産ギフト受注事業のパンフレットを、豊田市内の事業所へ送付で

きるよう働きかける。  

【ネット通販事業】 

・パンフレットによるギフト受注状況に応じて、ネット販売も視野に入

れた活動を行う。 
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（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

参加事業所数 社 - 6 7 8 9 10

受注件数 件 - 100 500 1,000 1,500 2,000

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 

 

 

 

 

 

 

地域活性化事業 

  国土交通省の選ぶ重点道の駅３５箇所の一つに選ばれた道の駅「どんぐりの里いな

ぶ」はレジ通過者が年間５０万人に及ぶ稲武地区の交流拠点である。この道の駅「ど

んぐりの里いなぶ」を中心に、稲武地域のまちづくり構想の策定や稲武地域で行われ

る各種イベントの連携や調整をはかる「稲武地域まちづくり推進協議会」と連携を取

りながら、稲武地域の地域活性化事業の推進をはかる。 

稲武地域は人口2,500人強の過疎と高齢化に悩む地域であり、地域外から多くの人に

訪れていただき、交流人口を増やすことが消費の拡大につながり、資金循環が好転す

る事につながり、小規模事業者の育成や創業者の増加につながる。 

 

（事業内容） 

① ふるさとふれあいウォーキング「歩かまい稲武」の開催 

名古屋市及び中津川市との「ふれあい協定」の趣旨に基づく交流事業の一環として

ウォーキング大会を開催 

効果 ・稲武産ギフトをつくり、お中元・お歳暮だけでなく、各種の場面で稲

武産のギフトを利用するきっかけとなり、販路拡大につながる。  

・稲武出身者等の稲武ファンも多くいるはずである。そんな稲武ファン

を発掘し、稲武産ギフトで稲武を応援いただけるよう働きかける。  

・自社製品はもっているが、ギフト商品を持っていない事業所もある。

これを機会にギフト商品を開発し販売チャンネルを増やすことができ

る。 

他との連携  稲武地域まちづくり推進協議会、自治区長（区長会)、㈱どんぐりの里

いなぶと連携をとりながら推進  

これまでの

取組み 
平成 28 年度スタートを目指す 

現状の課題と対応 
 これまでも、道の駅「どんぐりの里いなぶ」を中心とした地域活性化事業に取り組ん

できたが、事業を行う事が中心になっていた。しかし、本来の目的である、活性化事業

を活用し、地域産品の販路拡大や、消費者の指向の調査把握をし、小規模事業者の販路

拡大支援に結びつける。 
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開催日：５月第３日曜日 
コース：どんぐり工房前駐車場をスタートし、稲武城址、名倉川遊歩道、大井平公園、

古橋懐古館、瑞龍寺、八幡神社そして町並みをとおり、どんぐり工房前駐車

場にゴールするコース 
参加者数：１,０００名 
稲武地区を歩いていただき、稲武地区の自然や観光をＰＲするとともに、稲武地区

の地域振興に寄与することができる。 
また、土産品等の販売、中馬弁当の作成・販売と多くの事業所が売上の確保と事業

ＰＲをはかる。 

 
（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

出店事業所数 社 12 12 14 14 16 16

 

② 「フォトロゲイニングin稲武」の開催【新 規】 

第二東名の全線開通により、より広域からの集客も期待できることから、稲武地区

の活性化のために、来訪者を増やし、稲武地区の良さに触れる機会を作る。これによ

り、他地域との交流人口が増大することで、観光だけでなく、産業全般への経済効果

を促進する。 

また、チェックポイントに登録した店舗は、必ず参加者が訪れる。この機会を利用

して、自店のＰＲと売上確保をはかる。また、広域から参加者が訪れるので、宿泊等

への波及効果も期待される。 

※「フォトロゲイニング」とは 

フォトロゲイニングとは、地図をもとに、時間内にチェックポイントを回り、得

点を集めるスポーツ。チェックポイントに到達した記録として、写真一覧と同じ

風景を撮影。観光名所や寺社仏閣、店舗などがチェックポイントに設定されるこ

とが多く、本来の地図を頼りに歩くロゲイニングの戦略的な面白さはそのまま

に、ファミリーや初心者でも手軽に楽しむことができる。 

事業内容 

(1) 日本フォトロゲイニング協会認定の「大会」を年 1回実施する。 
(2) 「大会」で利用した内容を、大会以外での来訪者向けに通年実施できる形にアレ
ンジする。 



- 36 - 
 

(3) 年間通じて、稲武町のフォトロゲイニングの得点履歴が蓄積され、ランキングに
より表彰される。 

これらの結果を通じて、参加者が稲武町での想い出を振り返ることができるようにし

て、リピート来訪と他の新規来訪者の同伴を促進させる。 

日本フォトロゲイニング協会が、主体となって「フォトロゲイニング in 稲武」(仮

称)を企画・実施する。 

開催日等：１１月上中旬 9:00～受付開始、10:00～スタート、 

 実施規模：最大 300 人で実施。 

評価：参加者向けアンケートの実施 

   協会運営側と事務局およびボランティア参加者とのアフターミーティング 

   商工会を通じた、経済効果の確認 

 
（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ登録

店舗数 
社 

- - 3 3 5 5

 

③ ジビエグルメグランプリの開催 

ジビエグルメグランプリも大きな転換期を迎えた。県の事業としてスタートし５年

目となり、今後の運営体制について「ジビエのまちいなぶのイメージを作る」「ジビエ

グルメグランプリを地元密着型にする」「継続性のあるものにする」「稲武のまちづく

りに活用する」等の課題を持って事業内容を改善し実施していく 
開催日：11 月 7 日・8日 

開催場所：どんぐり工房前駐車場 
 参加事業者数：１５事業所 
来場者数：４,６００名（H26年度実績） 

 効果 
 ・連動イベントを企画 

どんぐりの里来客 1000 万人達成イベント 

産直所連携組織「あいちの山里コンソーシアム」の産直市場 

もみじまつり 

・コンテスト形式のイベントであり、1～3 位が表彰され、メディアへの露出もあり自
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店のＰＲに活用できる 

・来場者の人気投票で順位が決まり、各店か取組む新メニューの対する消費者の志向

やニーズの調査につなげる 

・地元の店舗でジビエ料理を継続販売し、注目される料理や有名店をつくる 

・安定的、経済的、安全良質な「精肉の確保」（猟友会への協力依頼） 

・足助新盛の解体施設が年末に完成。運営母体の㈱山恵に協力依頼が必要 

 

（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

出展事業者数 社 2 5 5 7 7 7

 

④ いなぶおいでんまつり 

豊田市の最大イベントである「おいでんまつり」のプレイベントとして、市内各所

で開催。稲武地区でも夏の恒例行事となっている。 
開催日：７月第１土曜日 
開催場所：稲武福祉センター多目的広場 
参加者数：５００人（内踊り連２５０人） 
効果 
・踊り連として、市内中心部から多くの若い世代が稲武地区を訪れ、稲武地区の地

域振興に寄与する 
・土産品等の販売により、多くの事業所が売上の確保と事業ＰＲをはかる。 

 

（目標） 

項目 単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

出展事業者数 社 6 6 7 7 7 8

 

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 

  

 

 

 

 

 

小規模事業者の課題解決のための支援力向上のため、新たな協議会の発足や、より多く

の支援機関との連携を強化し、情報交換や情報共有をはかっていく。 

 

(1) 「稲武地域まちづくり協議会との連携」【拡充】 

  豊田市、稲武商工会、いなぶ観光協会、㈱どんぐりの里いなぶ、稲武地域会議、稲

武地区区長会他各種団体で構成し、平成２７年６月２６日設立した。この協議会で

現状の課題と対応 
これまでは、上部団体である愛知県商工会連合会との連携が中心であり、他の支援機関と

の連携は弱いものとなっている。事業者の課題が複雑化していく中、より専門的で、より広範

囲的な対応が必要であり、関係支援機関との密接な連携の構築をはかる。 
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は今後の地域経済活性化の方向性やまちづくり構想の策定、市への支援要請、更に

はイベント等の調整や情報交換を行う。商工会では、この協議会に地域小規模事業

者の実情を伝え、地域活性化計画に反映できるよう活動するとともに、地域活性化

に向けた情報収集と共有化をはかり、地区内小規模事業者に提供していく。 

      「稲武地域まちづくり協議会との連携」で情報交換する主な項目 

     ①現状分析結果を踏まえた課題の抽出 

       ②各機関の将来構想及び計画概要 

     ③各機関の役割の明確化 

(2) 「地元金融機関との連携」【新規】 

  豊田信用金庫、愛知県信用保証協会並びに愛知県商工会連合会豊田支部（みよし、

藤岡、小原、足助、下山、旭、稲武）の７商工会は「小規模事業者に対する経営改

善支援への取組みに関する覚書」を締結した。それを踏まえて、稲武商工会では小

規模事業者の経営改善計画策定等の経営改善に向けた支援の実効性を高めるため、

地元豊田信用金庫と年1回以上の定期的な情報交換会の実施により連携を深める。 

「地元金融機関との連携」で情報交換する主な項目 

     ①地域内開廃業の現状 

     ②融資における現状分析 

     ③個社支援の情報共有による事業性評価と融資の促進 

(3) 「各関係機関との連携強化」【拡充】 

日本政策金融公庫と西三河地域の１４商工会で実施するマル経連絡協議会（年1回開

催）で各地域の経済動向、金融需要動向についての情報交換を行う。また、愛知県

商工会連合会、あいち産業振興機構（よろず支援拠点）、中小企業基盤整備機構の

専門家派遣制度を積極的に活用し、小規模事業者へ専門家と経営指導員が同行する

ことにより、小規模事業者の高度化、多様化する支援ニーズに対応した支援ノウハ

ウの修得をはかる。 

また、支援ノウハウは経営カルテやワークシート等でデータベース化し、全職員

で情報共有することにより、支援先の支援に役立てる。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 

 

 

 

  全国商工会連合会・愛知県商工会連合会が主催する研修に加え、中小企業大学校の

主催する研修に経営指導員が参加することで、売上げや利益を確保することを重視し

た支援能力の向上を図ることはもちろんだが、豊田市内商工会を中心とした愛知県商

工会連合会豊田支部内７商工会の経営指導員協議会及び稲武商工会の業務内において

事例検討会やＯＪＴを通した情報共有をはかり支援能力の向上をはかる。 

 

 

 

現状の課題と対応 
 資質向上への取組みは、これまで職員個々の努力に任されていたが、組織的に資質向

上に取り組むためにも、定期的な事例検討会や先輩職員同行によるＯＪＴに取組む。 
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愛知県商工会連合会豊田支部内７商工会による経営指導員協議会として 

 

稲武商工会として 

 

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 

 

  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・

検証を行う。 

 ① 豊田市、稲武商工会、いなぶ観光協会、㈱どんぐりの里いなぶ、稲武地域会議、稲

武地区区長会他各種団体で構成し、地域経済活性化の方向性やまちづくり構想の策

定を目指す「稲武地域まちづくり協議会」から評価や意見をいただき、「経営発達

支援計画検討会」に提言する。 

② 中小企業診断士、行政、金融機関等の有識者と担当副会長を中心に「経営発達支援

計画検討会」を組織し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

【経営発達支援計画検討会委員（案）】 

中小企業診断士 道家 睦明 氏 

豊田市稲武支所地域振興担当 鈴木 利介 氏 

豊田信用金庫稲武支店長 松尾 覚 氏 

㈱どんぐりの里いなぶ 代表取締役 中根 学 氏 

稲武商工副会長 新美 通弘 氏 

③ 正副会長会議及び理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果は総会に報告するとともに、商工会玄関に掲示し、

小規模事業者等の閲覧と質問に供する。 

⑤ 事業の実施にあたっては、常に、経営指導員等でＰＤＣＡサイクルを意識し、評価・

見直しにあたっては、満足度調査及び必要性調査（※）を行う。 

 

方法 愛知県商工会連合会の嘱託専門指導員等の専門家を交え、各経営指導員

が持ちよった事例をもとに「事例検討会」を実施する。 

内容 実施回数：5～6回開催（年間） 

各経営指導員が支援先の情報を持ちより「事例検討会」を実施し、支援

能力の向上を目指す。 

方法 全職員による「事例検討会」を実施する。 

経営指導員と他の職員と帯同し、全員が、経営分析、事業計画策定・

作成支援ができるように案件を担当させる。 

内容 事例検討会は１回／月を実施する。 

ＯＪＴや「事例検討会」を通して支援策を検討することにより、各職員

の支援業務に必要な「対話力」「診断力」「構想力」「編集力」「突破力」

の５つの力のランクアップを目指す。 
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 1. Ｐlan（計画） 

稲武商工会にて、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） 

計画書に基づいて、稲武商工会で経営発達支援 

業務を実施する。 

3. Ｃheck（点検・評価） 

稲武商工会の地区内小規模事業者への満足度調査 

及び必要性調査（※）を行う。 

その結果に基づいて、経営指導員等が中心となって点検や反省を行う。 

満足度調査及び必要性調査（※）及び経営指導員等の点検反省結果を「経営発達支

援計画検討会」にて最終評価を行い、見直し案を提示する。 

なお、月１回行う正副会長会議で、経営発達支援計画の進捗状況についてチェック

を行う。 

4. Ａct（処置・改善） 

「経営発達支援計画検討会」にて提示された評価結果に基づいて、改善案を示し改

めて同検討会の指示を受ける。 

 

※ 現在、小規模事業者30社に対して満足度調査及び必要性調査を巡回指導時に行って

いるが、この調査項目と調査対象事業者数を見直しながら実施する。 



- 41 - 
 

（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２７年４月現在）

（１）組織体制 

 

稲武商工会事務局組織図 

（平成 27 年 4 月 1 日現在） 

 

                           （職員数：計 5名） 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 

 

 

（２）連絡先 

    稲武商工会 

    （住  所）〒441-2513 愛知県豊田市稲武町タヒラ 1-4 

    （電話番号）0565-82-2640 

    （F A X番号）0565-82-3063 

    （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）inabu@aichiskr.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経営発達支援事業 
   実施グループ】 
 
 
 
 

事務局長：九澤

経営指導員：松井 補助員：原田 記帳指導職員：青木 記帳指導職員：西尾 
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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） 

 H28 年度 

(H28 年 4 月

以降) 

H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

必要な資金の額 17,815 19,500 20,200 21,300 21,500

 

人件費等 

旅費・事務費等 

講習会開催費等 

各種調査費等 

展示会出展費等 

配達便事業費等 

ｷﾞﾌﾄ受注事業等 

 

13,410 

1,445 

230 

450 

100 

2,180 

0 

13,800

1,900

300

500

500

1,500

1,000

14,200

1,700

300

500

500

1,500

1,500

14,600 

1,900 

300 

500 

500 

1,500 

2,000 

 

15,000

1,700

300

500

500

1,500

2,000

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

①小規模事業経営支援事業費補助金 ⇒ 愛知県補助金 

②豊田市中小企業団体等事業費補助金 ⇒ 豊田市補助金 

③会費収入 ⇒ 会員より年１回（６月）に口座振替 

④特別賦課金 ⇒ 展示会出展料等を集金 

⑤受託料 ⇒ 商工会が受託している事務受託料等の収入金 

 

 

 

（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 

 

１ 地域の経済動向調査と情報共有 

  豊田市、豊田信用金庫 

 

２ 経営状況の分析をサポート 

  あいち産業振興機構、豊田信用金庫、中小機構 

 

３ 事業計画策定を支援 

 ［小規模事業者の事業計画策定とセミナー開催を支援］ 

あいち産業振興機構、豊田信用金庫、中小機構 

 ［創業（第二創業含む）・事業承継の事業計画策定と創業塾開催を支援］ 

豊田市、豊田信用金庫、日本政策金融公庫岡崎支店 

 

４ 事業計画策定後の実施を支援 

 ［小規模事業者の事業計画実施支援と資金面のフォローアップ］ 

あいち産業振興機構、豊田信用金庫、中小機構、日本政策金融公庫岡崎支店 

 ［創業（第二創業含む）・事業承継の事業計画実施を支援］ 

豊田市、豊田信用金庫、日本政策金融公庫岡崎支店 

 

５ 新たな需要の開拓に寄与する事業 

［おいでん！とよたの特産品展の企画・運営］ 

  豊田市 

 

［とよた産業フェスタの企画・運営］ 

  豊田市、ＪＡあいち豊田 

 

［とよたビジネスフェアの企画・運営］ 

  豊田市 

 

［いなぶのお買物配達便の事業周知及び利用促進］ 

  稲武地区区長連絡協議会、豊田市社会福祉協議会稲武支所 

 

［いなぶのギフト受注事業の事業周知と情報収集］ 

  稲武地域まちづくり推進協議会、稲武地区区長連絡協議会、 

株式会社どんぐりの里いなぶ 
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連携者及びその役割 

 

●稲武地域まちづくり協議会 会長 竹田康孝 

 ・稲武地域のまちづくりを推進する団体が集まり平成 27 年 6 月 26 日設立。 

・まちづくり構想の策定やイベントの連携・調整をはかる 

 構成員【豊田市／稲武商工会／いなぶ観光協会／稲武地域会議／稲武地区区長会／財

産区議長連絡協議会／豊田市森林組合／豊田市社会福祉協議会／名倉川漁業

協同組合／稲武地域営農協議会／ＪＡあいち豊田／(一財)古橋会／㈱どんぐ

りの里いなぶ／稲武交流館】 

 〒441-2513 豊田市稲武町竹ノ下 1-1 

 TEL 0565-82-2511 FAX 0565-82-3272 

 担当課：豊田市稲武支所地域振興担当 

 

●豊田市 市長 太田稔彦 

・創業・事業承継のワンストップ創業支援窓口の広報活動や情報共有と補助事業による

サポートを実施 

・独自に行っているアンケート結果等の地域情報の共有をはかる 

・「おいでん！とよたの特産品展」をはじめとする各種小規模事業者販路開拓支援の企

画・運営等をサポートする 

 〒471-8501 豊田市西町 3丁目 60 

 TEL 0565-31-1212 FAX 0565-33-2221 

 担当課：豊田市産業部商業観光課 

 

●豊田信用金庫 理事長 田端 稔 

・創業・事業承継のワンストップ創業支援窓口の情報共有と創業融資の斡旋業務 

・独自に行っているアンケート結果等の地域情報の共有をはかる 

 〒471-2513 豊田市元城町 1丁目 48 

 TEL 0565-36-1227 FAX 0565-36-1399 

 担当：豊田信用金庫経営支援部 

 〒441-2513 豊田市稲武町タヒラ 19 

 TEL 0565-82-2551 FAX 0565-82-2550 

担当：豊田信用金庫稲武支店 

 

●日本政策金融公庫岡崎支店 支店長 大泉 正 

・創業・事業承継のワンストップ創業支援窓口の情報共有と創業融資の斡旋業務 

 〒444-0043 岡崎市唐沢町 1-4-2 

 TEL 0564-24-1711 FAX 0564-21-8520 

担当：日本政策金融公庫岡崎支店 国民生活事業 

 

●（公財）あいち産業振興機構 理事長 森 鋭一 

・経営分析、事業計画策定、事業計画実施を専門家派遣や窓口相談でサポート 
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 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目 4-38 

 TEL 052-715-3188 

担当：（公財）あいち産業振興機構 よろず支援拠点 他 

 

●（独）中小企業基盤整備機構（中小機構） 理事長 高田 坦史 

・経営分析、事業計画策定、事業計画実施を専門家派遣や窓口相談でサポート 

 〒460-0003 名古屋市中区錦 2-2-13 

 TEL 052-220-0516 

担当：（独）中小企業基盤整備機構（中小機構）中部本部 経営支援課 他 

 

●稲武地区区長会 会長 伊藤純義 

・「いなぶのお買物配達便」、「いなぶのギフト受注事業」の小規模事業者販路開拓支

援事業における広報活動と情報共有をはかる 

 〒441-2513 豊田市稲武町竹ノ下 1-1 

 TEL 0565-82-2511 FAX 0565-82-3272 

担当：豊田市稲武支所地域振興担当 

 

●（福）豊田市社会福祉協議会 会長 柿島喜重 

・「いなぶのお買物配達便」の小規模事業者販路開拓支援事業における広報活動と情

報共有をはかる 

 〒441-2521 豊田市桑原町中村 5 

 TEL 0565-82-2068 FAX 0565-82-3604 

担当：（福）豊田市社会福祉協議会稲武支所 

 

●（株）どんぐりの里いなぶ 代表取締役社長 中根 学 

・稲武地区の交流拠点である道の駅「どんぐりの里いなぶ」と稲武温泉「どんぐりの湯」

の管理運営を行っている市 100％出資の法人である 

・「いなぶのギフト受注事業」の小規模事業者販路開拓支援事業における広報活動と

情報共有をはかる 

 〒441-2522 豊田市武節町針原 22-1 

 TEL 0565-82-3135 FAX 0565-82-3138 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

① 「経営発達支援計画」に基づき小規模事業者に対し伴走型の支援を実施 

② 経営上の問題に応じて、関係機関と連携して専門家の派遣を実施 

③ 「ワンストップ創業支援窓口」を設置し、創業希望者のサポートと情報の共有化をはかる 

④ 「豊田市創業サポート連絡会」（創業支援カルテ）で事業承継希望者情報を共有化しマッチング

等の事業継承支援を実施 

⑤ 市内の関係機関と情報を共有して、市内の経済動向を提供する体制確立 

⑥ 市内の関係機関と連携して、商談会等の販路開拓支援事業を実施 

⑦ 地区内の関係機関と連携して、販路開拓支援事業の広報等利用促進をはかる 

⑧ 専門家を交えた事例検討会を開催して、支援能力の向上をはかる 

⑨ 「経営発達支援計画検討会を設置し、事業の実施状況、成果、見直し案を提示 

 

 

稲武商工会 

稲武地域まちづくり

推進協議会

豊田市 

経営発達支援計画検討会 

豊田市稲武地域の小規模事業者及び開業予定者・事業承継希望者 

愛知県商工会連合会 
豊田支部 

愛知県商工会連合会 

豊田商工会議所 

豊田市創業サポート

連絡会 

【稲武地区内関係機関】

稲武地区区長会 
豊田市社会福祉協議会 
どんぐりの里いなぶ 

豊田信用金庫 

豊田支部市内商工会

（藤岡・小原・足助・

下山・旭） 
あいち産業振興機構 
中小機構 


