
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
豊橋商工会議所（法人番号 1180305002301） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 33年 3月 31日 

目標 

1） 経営計画策定事業所数の拡大 

2） 開業率の向上・廃業率の抑制 

3） ICT・IoTによる労働生産性や収益力の向上 

4） 販路拡大・取引先開拓の機会の創出 

事業内容 

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〉豊橋市景気動向調査 

〈2〉中小企業景況調査 

〈3〉商工会議所 LOBO調査（早期景気観測） 

2． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

〈1〉「財務分析」と「企業ドック」 

3． 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

〖経営革新・経営改善支援〗 〈1〉経営革新・経営改善セミナー 

〖企業成長・経営安定支援〗 〈2〉機能別セミナー 

〖創業・起業支援〗 〈3〉創業・経営支援セミナー 

 〈4〉創業塾 

 〈5〉起業家ゼミ 

 〈6〉創業者と廃業者のマッチング 

〖事業承継・M&A支援〗 〈7〉事業承継デリバリーサポート 

 〈8〉事業承継ネットワークによる課題解決 

4． 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

〈1〉事業計画策定事業者へのフォローアップ 

〈2〉創業計画策定事業者へのフォローアップ 

〈3〉事業承継計画策定事業者へのフォローアップ 

5． 需要動向調査に関すること【指針③】 

〈1〉テストマーケティング調査事業（商業者向け） 

〈2〉「技術課題」、「新商品開発」ニーズ調査事業（製造業向け） 

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〉“地域の絆”情報交換・商談会 

〈2〉とよはしビズネット 

〈3〉パブリシティ支援 

〈4〉チラシ・DM等販促物作成支援 

〈5〉HP作成等 IT関連支援 
 

II． 地域経済の活性化に資する取組 

1． 炎の祭典事業 

2． ものづくり博事業 

3． イルミネーション事業 

連絡先 

豊橋商工会議所 ビジネスサポートセンター 

〒440-8508 愛知県豊橋市花田町字石塚 42-1 

TEL：（0532）53-7211 FAX：（0532）53-7210 

URL：http://www.toyohashi-cci.or.jp 

e-mail：kaigisho@toyohashi-cci.or.jp 
 

http://www.toyohashi-cci.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． 地域の概要 
【風土・地理】 《豊橋市の位置》 
豊橋市は、愛知県の東南部に位置し、東は弓張

山系を境に静岡県、北は豊川市・新城市と接し、

南は太平洋、西は三河湾に面している。1 級河川

の豊川が平野部を流れ、内海・外海・山・川・平

野と多様な自然環境を有し、年間を通じて温暖な

気候に恵まれている。 
日本のほぼ中央に位置し、関東圏・関西圏から

2 時間以内に到達できる行動圏域にあり、地理的

優位性が高く恵まれた都市と言える。 
平成 29 年 4 月 1 日現在での市域面積は 261.86

㎢で、全域が都市計画区域に指定されており、市

街化区域が 23.6％で、市街化調整区域が約 8 割を

占めている。 
 

【歴史・沿革】 
江戸時代は、吉田城下、東海道の宿場町、豊川水運の湊町として栄えた。明治 2 年の版籍奉還で「吉

田」から「豊橋」に改称され、明治 39 年に愛知県下 2 番目で市制施行し「豊橋市」が誕生した。 
戦前から戦中にかけては、養蚕・蚕糸産業が盛んな「蚕都」、あるいは陸軍第 15 師団などが置か

れ「軍都」として繁栄したが、昭和 20 年の空襲で市街地の 9 割が焼失した。戦後は、交通の要衝地、

温暖な気候、太平洋ベルト地帯の中央というポテンシャルのもとで復興・発展を遂げ、県東部 8 市町

村からなる東三河地域の中心都市となっている。 
 

【交通・物流網】 《国際自動車港湾・三河港》 
鉄道は、3 事業者が豊橋駅に乗り入れ、新幹線

の停車駅であることも含め、東三河地域の玄関口

となり、1 日あたりの乗客数は約 5 万 5 千人に上

り、豊橋駅を核に中心市街地が形成されている。

また、豊橋駅と市東部を結ぶ路面電車が運行さ

れ、市民の足、地域の宝として親しまれている。 
都市計画道路は、豊橋駅を中心に放射状に整備

され、国土軸である国道 1 号線が市域を横断する

ほか、隣接市には東名高速道路の豊川 IC があり、

充実した道路ネットワークが形成されている。 
また、世界屈指の完成自動車物流の実績を誇る

重要港湾・三河港を有し、背後圏の臨海部には、

進出企業等の物流生産拠点が集積し、陸上交通と

ともに物流の結節点となっている。 
 

【大学】 
私立文系の愛知大学（豊橋校舎）と豊橋創造大学、そして国立理系の豊橋技術科学大学が立地して

おり、優秀なビジネス人材を育成し、地域に供給するだけではなく、地域や企業と連携した共同研究

の拠点として機能している。 
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とくに豊橋技術科学大学は、地域経済界が誘致した設立背景もあり、大学運営・研究活動・社会人

教育などにおいて緊密な連携関係にある。さらに、スーパーグローバル大学としての位置付けを持ち、

教育・研究を通じた国際交流やネットワーク形成のゲートウェーとなっている。 
 
【人口動態】 
平成 29 年 4 月 1 日現在での総人口（住民基本台帳）は 37 万 7,331 人であり、愛知県下で 4 番目、

東三河地域の半数以上を占める規模にある。人口構成比は、老年人口が 24.5％、生産年齢人口が

61.7％、年少人口が 13.9％となっている。 
過去 10 年間の推移をみると、総人口はピークであった平成 20 年を境に減少に転じ、高齢化率は

全国値（27.5％）には届いていないものの、少子高齢化が確実に進展している。 
将来推計では、豊橋市人口ビジョンによると、合計特殊出生率が現状のまま推移した場合、平成

42 年比で総人口は 4.9％減少するとされ、市場縮小と労働力不足が避けられない。 
 
《総人口及び世代別人口の推移（将来推計含む）》※参考：豊橋市人口ビジョン、豊橋市統計表 

 
 
2． 地域産業の現状と課題 
【産業の歩み・特徴】 
戦後は、「蚕都」「軍都」として栄えた歴史的背景により、繊維工業や鉄鋼業、機械金属工業を軸

に発展し、昭和 30 年代から幹線道路や港湾施設など社会資本整備の進捗と合わせ、三河港周辺の臨

海部や内陸部郊外への大手企業群の進出が進み、輸送機器関連産業や化学製品産業の集積が地域産業

を牽引してきた。また、三河湾の恵みを活かした伝統的な水産加工業、昭和 43 年に全面通水された

豊川用水によって飛躍的に発展した農業を支える関連産業なども盛んである。 
一方、水陸交通の要衝である特性から物資の集積拠点、交流人口の集散地として商業も発展を遂げ

たが、昭和 50 年頃より郊外型大型店舗の展開が進み、商業の中心地であった豊橋駅周辺は衰退した。

近年はコンパクトシティ化や都心居住の取り組みが図られ、かつての賑わいを取り戻す動きが進んで

いる。 
こうした歴史的背景と特徴・ポテンシャルを活かして各産業が発展したため、主な産業規模を示す

調査において、商業・工業・農業が補完し合いながら、バランスよく成長してきた地域的特性を持つ。 
 
《商・工・農のバランス》※参考：経済センサス、愛知県の農林業センサス 
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【事業所数と産業構造】 
「平成 26 年経済センサス基礎調査」によると、市内全体の民営事業所数は 15,829 件で、従業員

数は 166,391 人である。廃業率（13.7％）が、開業率（11.8％）を上回っており、健全な新陳代謝が

なされておらず、貴重な経営資源（雇用、技術、ノウハウ）が失われ、地域の活力低下を招く恐れが

ある。 
産業別にみると、「卸売業・小売業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「製造業」の順に 3 分類で

事業所数全体の 49.4％を占めており、従業員数でも、その 3 分類が上位を占め、「製造業」が最も

多い 22.4％となっている。 
また、平成 21 年の同調査と比較して推移をみると、前述の上位 3 業種は、事業所数・従業員数と

もに減少傾向にあり、とりわけ事業所数全体の減少分に占める割合は 59.2％である。 
「平成 27 年国勢調査」における 15 歳以上の就業者総数（179,590 人）を産業 3 部門別にみると、

第 1 次産業は 10,237 人（5.9％）、第 2 次産業は 53,460 人（29.8％）、第 3 次産業は 109,158 人（63.2％）

であり、傾向としては第 3 次産業への移行が進んでいる。 
また、全国有数の農業地域であることから、主要都市や全国との比較において第 1 次産業の割合が

高いのが特徴である。こうした背景を由来として、食品製造業、農耕用品小売業など、農業関連産業

の集積度合が強い。 
 
《産業分類別の事業所数・従業員数の推移》※参考：経済センサス 

 
 
【商業】 
卸売業・小売業の年間商品販売額は全国 3 位の愛知県（35 兆 6,738 億円）のなかで、第 3 位の地

位にある。さらに東三河地域での占有率は 69.0％となっており、商圏における中核都市の地位を築

いているものの、小売業だけでみれば、49.8％と過半を割り込み、吸引性を低下させている。 
また、平成 9 年時点に 73 団体（法組織 16・任意組織 57）の商店街・発展会等が形成されていた

が、平成 29 年時点では、56 団体（法組織 11・任意組織 45）にまで減少した。 
これらの要因としては、消費者ニーズの多様化、モータリゼーションの定着・幹線道路の整備進展

に伴う商圏浸食、近隣都市への大型商業施設の進出、インターネット販売等の隆盛などが挙げられ、

今後も一層、厳しさが増すものと考えられる。 
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卸売業・小売業の事業所数減少（460 件）のうち 116 件（25.2％）、従業員数減少（2,966 人）の

うち 1,013 人（35.2％）は中心市街地が占めている。行政と連携した空き店舗対策事業を展開し、実

績を上げているものの、商業者が店舗を閉じた後に、飲食店やサービス業が入居するという構図にな

り、人の賑わいが夕刻以降に偏ることで、さらに商業者にとって環境悪化を招くという悪循環に陥る

ことが懸念される。こうした現状を踏まえた「商業」の課題・対応は、次の通り。 
① 「事業承継」や「第二創業」などに取り組む、意欲ある事業者の掘り起しと支援 
② 来街者増加に繋がる「イルミネーション☆フェスティバル」など、にぎわい創出事業の推進と

商業者の参画促進 
③ 労働力確保難を解決するための IT 化等による生産性向上 
④ 増加傾向にある「インバウンド」の取り込み 
⑤ 購買スタイルの変化に対応した商圏拡大や販路開拓 

 
《年間商品販売額（単位：百万円）と商圏での地位》※参考：愛知県商業統計 

 
 
【工業】 
業種別事業所数では、食料品、輸送機械、生産用機械の順に多く、全体の 36.4％を占め、従業員

数では、輸送機械、プラスチック、食料品の順となり、全体の 51.1％を占めている。 
製造品出荷額等は、平成 24 年以降 3 年連続で上昇を続けており、39 年連続で全国 1 位を誇る愛

知県（46 兆 483 億円）にあって、第 12 位（1 兆 2,367 億円）に位置している。内訳では、輸送機械

（28.9％）が突出しているものの、プラスチック、食料品、電気機械、鉄鋼など多様な業種が一定の

存在感を示しており、特定産業へ極端に依存しない「フルラインのものづくり産業」が特徴と言える。 
 
《製造業の業種別状況》※参考：平成 26 年 経済センサス 
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推移をみると、平成 18 年の 8 位から、市町村合併の要因もあるが、徐々に順位を落としている。

さらに、企業規模でみると、従業員 300 人未満の中小企業が事業所数の 97.5％を占める一方で、製

造品出荷額等では、従業員数 300 人以上の 16 事業所が全体の 53.8％（6,283 億円）を占めている。

また、5 年前と比較すると、製造業全体で従業員数は 508 人伸びているが、事業所数は 167 件の減

少をみており、小規模事業者のみでは、事業所数で 169 件、従業員で 879 人が減少している。 
三河港周辺臨海部や静岡県境部に集積する大手企業等は、整備進捗が進む幹線道路網を活かし、広

範囲でのサプライチェーンなどにより成果を高めている。一方で、中小製造業者は、下請体質から脱

しきれず、安価な海外製品との競争が激しくなるなかで、縮小する国内需要への対応に苦心し、持続

的な成長戦略を描き切れていないものと考える。こうした現状を踏まえた「工業」の課題・対応は、

次の通り。 
① 中小ものづくり企業の経営基盤強化、製品開発力や技術力等の向上 
② 「事業承継」や「経営革新」などに取り組む、意欲ある事業者の掘り起しと支援 
③ 進出企業や中堅企業とのマッチング機会づくりによる販路開拓の促進 
④ 労働力確保難を解決するための IT 化等による生産性向上 
⑤ 豊橋技術科学大学との産学連携、集積する農業分野との新たな連携、周辺都市の企業群との広

域連携などによる新規産業の創出 
 
3． 豊橋商工会議所の役割 
【これまでの取り組みと課題】 《手筒花火》 
当所は、明治 26 年 3 月 25 日、県下では名

古屋、岡崎に次ぎ 3 番目に設立して以来、国

や地方自治体への産業施策等に関する要

望・提言活動をはじめ、中小企業の経営支援

や集団化・高度化、産学官連携などに取り組

むほか、中心市街地活性化、まちづくり、社

会資本の整備促進など地域活性化事業を展

開するなど、地域の総合経済団体として地域

産業をリードし、その役割を果たしてきた。 
とくに、小規模事業者に対しては、経営改

善普及事業を中心に置き、巡回・窓口相談を

通じて課題把握に努め、金融、税務、労務に

関する支援策として、記帳指導や融資斡旋、

労働保険事務組合、共済事業、セミナー・講習会など各種支援策を普及・実施してきた。 
このほか、地域資源である「手筒花火」を柱に据えた誘客イベント「炎の祭典」の創出、JAPAN

ブランド育成支援事業を活用した「三河つくだ煮」のブランド化、豊橋観光コンベンション協会と連

携した「豊橋カレーうどん」の開発販促などを展開した。 
また、一体性のある経済圏を形成する東三河地域において、豊橋市が拠点都市であることから、交

流促進、社会基盤整備、企業誘致、人材育成などの面で広域連携の先導役を担ってきた。 
こうした中、本格的な人口減少社会に入り、国内経済が縮小・成熟化し、グローバル化や IT 化が

進展を見せ、地域の中小企業、とりわけ小規模事業者を取り巻く経営環境が厳しさを増した。また、

中小企業支援の枠組みも変化し、行政セクターや関連団体による支援体制が充実化するなかで、当所

の相対的な存在価値の低下が懸念された。 
このような近年の時代背景や中小企業支援政策等の動きを捉え、中小企業の経営力向上と地域の課

題解決の中核的な役割を担うべく、創立 120 周年を迎えた際に「中期行動計画」（平成 25 年～27
年）を独自に策定し、引き続き「第 1 期経営発達支援計画」（平成 27～29 年／以下、第 1 期計画と

いう）を策定し、国の認定を受け、実践してきた。 
第 1 期計画全体では、重点事業とした「事業計画策定支援」や「創業支援」、「販路開拓事業」は、

個社支援及び集団支援ともに対象数が増加傾向にあることから、外部識者からなる評価委員会より、
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80 点満点で、72 点（平成 27 年度）、73 点（平成 28 年度）と高い評価を得ている。 
しかしながら、総じて支援対象事業所からの「相談を待つ」という受け身の姿勢であることは否め

ず、充分な掘り起しができているとは言い難く、経営支援機関としての存在価値を伝えるプロモーシ

ョン努力が不足している。また、直面する課題解決への対処に止まり、支援後の結果追跡やフォロー、

さらに次なる成長段階に向けた支援施策への誘導には繋がっていない。 
さらに、経営支援の実施体制においては、支援の経過からフォローまでを共有する仕組み、PDCA

サイクルに基づく事業活動、支援ニーズや環境変化への的確な対応に欠けている。 
 
【今後の取り組みの視点】 
地域を取り巻く現状と当所の課題などを踏まえ、地域の中小企業支援機関において中心的な役割を

担いつつ、総合的経済団体として地域内外の諸課題に対応し、持続可能な地域の成長を後押しするた

め、今後の事業活動に取り組むにあたり、以下の視点を持つものとする。 
《中小企業・小規模事業者の活力強化》 
① 大事業承継時代の到来への対応 
② 生産性向上や働き方改革など人口減少社会への対応 
③ 企業の成長ステージに添った一気通貫型支援への転換 

《地域産業の活性化》 
④ 多様な関係者を巻き込んだ、まちなかのにぎわいづくり 
⑤ 分野や地域の界を越えた協働・連携によるビジネス創造 
⑥ 産業活動を後押しする社会基盤整備の促進 

《事務局の機能強化と資質向上》 
⑦ 現場に立脚したニーズや環境変化への適応 
⑧ PDCA サイクルに基づいた事業運営と存在価値の伝達 
⑨ 地域や企業が抱える課題解決能力の研鑽 

 
4． 小規模事業者の現状と課題 
「平成 26 年経済センサス」によると、商工業者数が 14,607 件に対して、小規模事業者は 10,826

件（74.1％）であり、その業種別内訳をみた場合、「卸売業・小売業」、「宿泊業・飲食サービス業」、

「製造業」「建設業」の 4 業種で全体の 6 割を超える。また従業員総数は 38,264 人で、商工業者全

体の 26.6％の雇用を担っている。 
平成 21 年の同調査と比較し、小規模事業者数の推移をみると、全 18 分類のうち 15 分類で減少ま

たは横ばいであり、減少率では、全国値（11.3％）を下回っているものの、商工業者数全体の 7.6％
を上回る 9.6％となり、企業規模間での格差が生じている。 

また、経営課題については、当所が小規模事業者を対象に四半期毎に実施している「豊橋市景気動

向調査」における「経営上の問題点」の回答推移をみると、「需要の停滞」が、東日本大震災の影響

を脱した以降も最上位で高止まりしている。また、景気拡大局面に入った平成 24 年度第 3 四半期よ

り、人口減少・少子高齢化とも相まって「従業員の確保難」、「人件費の増加」が勢いを増しており、

事業所の持続的な成長を担う人に関わる課題の比重が高まっている。業種別でも同様の傾向にある

が、とくに製造業や小売業では、「消費者・製品ニーズへの対応」が上位に入り、ライフスタイルの

変化や嗜好の多様化などに適応したイノベーションが起こせずにいる。 
当所の会員事業所の直近 8 年間における脱会理由は「廃業」が最多であり、第 1 期計画に位置付

けた「需要動向調査事業」（平成 27 年度）においても、回答企業 1,660 件のうち 8.0％にあたる 133
件が廃業予定と回答している。廃業理由は、「後継者がいない」が圧倒的多数であり、「市場縮小・

ニーズ低下」、「競争激化による収益悪化」が続く。また、本調査では、当所に期待する意見として

「交流事業」を挙げる声が最も多く、新たな需要開拓や新ビジネス創出の機会となる出逢いの場を強

く求めていることが窺えた。 
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《小規模事業者の経営上の課題の変遷》※参考：豊橋商工会議所 景気動向調査 

 
 
《業種別の経営上の課題の変化》※参考：豊橋商工会議所 景気動向調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

5． 小規模事業者振興の目標 
【第 1 期計画で掲げた目標及び事業実施の評価等】 
第 1 期計画では、「内需縮小、為替リスク、産業の空洞化、廃業・後継者問題、商店減少」などを

地域経済の課題と捉え、小規模事業者の経営力を向上させ、①「産業・企業の高い成長力による“自

立した地域経済”の確立」と②「地域内外から人が行き交う国際交流都市」を目指すことを目標に掲

げ、個別の経営発達支援事業や地域経済の活性化に資する取り組みを実施した。 
この第 1 期計画における、事業実施の経過並びに成果を踏まえた「目標」に対する「全体的な評価

のポイント」として次の 3 点を挙げる。 
（1） 設定した「目標（①・②）」が概念的で具体性・定量性に欠けている。 
（2） 「解決すべき地域経済の課題」と「個別の実施事業の結果」との連動が明確ではない。 
（3） 上記 2 点を要因として、第 1 期計画期間内で「目標（①・②）」を達成できたかどうかの評

価判断が曖昧となり、計画全体の改善に繋がらない。 
こうした第 1 期計画全体での目標の持ち方に対する評価のポイントを鑑みて、以下に「第 2 期経

営発達支援計画」（以下、第 2 期計画という）の目標を記述する。 
 
【10 年後の小規模事業者の姿】 
豊橋市が作成した「第 2 次産業戦略プラン（平成 28 年－平成 32 年）」では、「活力と魅力を発

信する産業のまち『とよはし』－農・工・商の多彩な産業力とつながり力による持続的な発展と活力

創造」を基本理念とし、3 つの基本方針として「新産業の創出」「産業集積の促進」「事業者の経営

力強化」を掲げ、産業政策の基本的な考え方と戦略を立てている。 
そこでは、働く場所を増やし、地域産業を活性化するために、「事業者の大多数を占める中小事業

者等の経営基盤強化を支援すること」を基本認識に置き、「商業・サービス業の新事業創出支援」や

「産学官金連携による創業支援」、「ものづくり人材等の育成」などに取り組むとしている。 
今後 10 年の間に地域産業に影響を及ぼす事柄として、平成 39 年のリニア中央新幹線の東京－名

古屋間の開業が挙げられる。人の流れの劇的な変化に伴い、当地域の経済活動も多大なインパクトを

受けることとなり、地域間競争の地図は大きく塗り替わると容易に推測される。 
ここまで述べてきたように、地域産業は、人口減少・少子高齢化、地域外資本や海外との競争激化、

成熟化による国内需要の縮小など、構造的な課題に直面している。予測されるマイナスのシナリオか

ら脱し、成長へと舵を切るためには、地域住民の雇用や生活を支え、発展の可能性を秘めた小規模事

業者が、個々の強みと地域の強みを高い次元に引き上げ、地域全体の活力を増幅するエンジンとなる

必要がある。 
そこで、当地域の 10 年後の小規模事業者の「あるべき姿」を以下のように描く。 
●次世代が引き継ぎたくなる、持続的で魅力のある事業を営んでいる。 
●新たなビジネス創造や技術開発への意欲を常に持っている。 
●特定の顧客や元請に依存せず、価格決定権・価格交渉力を有している。 
●戦略的に ICT を活用し、労働生産性の向上や販路開拓に取り組んでいる。 
●雇用を生み、生活の質の向上に繋がる創業が多く起こっている。 
●地域コミュニティ形成や豊かなまちづくりに貢献している。 

 
【中長期的な振興のあり方】 

10 年後の「あるべき姿」を見通し、当所は小規模事業者を「地域経済の持続的自立とイノベーシ

ョンの要」と位置付け、「輝く個社の支援」と「豊かな産業地域づくり」の両面で振興を図るものと

する。 
「輝く個社の支援」は、事業構想段階から事業拡大段階までの成長ステージに沿い、さらに再チャ

レンジや事業承継・引き継ぎといった、再生・転換の局面を含め、切れ目なく一貫的に展開する。そ

の上で、小規模事業者から中規模・中堅企業へのステップアップを後押しし、地域産業全体の力強さ

に繫げていく。ここでのテーマは、「創業支援・ベンチャー育成」や「円滑な事業承継・後継者育成」、

「ICT の実践活用」、「新商品開発・販路開拓支援」、「異分野間・事業者間の連携促進」である。
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これらを通じ、多様な経営支援組織が参画したネットワークにおいて、当所が中心的な役割を担いつ

つ、深刻な産業活力の低下を招く恐れのある、事業所数の減少傾向を抑制していく。 
「豊かな産業地域づくり」では、「魅力ある商業者・商店街の育成」や「ものづくり産業の技術革

新」を中核テーマとして据え、行政・農業者・大学・周辺商工会議所・商工会などと分野や空間の枠

を越えて連携し、全国有数の農業地帯、フルラインのものづくり産業、充実した交通・物流網、地域・

企業に開かれた大学といった地域産業が持つ強みの最大化を小規模事業者の振興へと結びつける。 
 
【経営発達支援事業の目標及び達成に向けた方針】 
豊橋市の「第 2 次産業戦略プラン」の進捗状況や当所の第 1 期計画の目標及び事業実施の評価結

果を踏まえ、上述の「中長期的な小規模事業者の振興のあり方」を見据えた第 2 期計画では、次の 4
点を目標として設定し、各目標に対応した達成に向けた方針を定める。 
なお、各目標における、第 1 期計画からの「継続」あるいは「新規」の記述の別は、第 1 期計画

の「目標」のみによらず、「経営発達支援事業の内容」に示した「個別実施事業の目標」を含めた計

画全体により判断したもの。 
 

（目標 1）事業計画策定事業所数の拡大…《継続目標》 
事業計画は、創業・第二創業・経営革新・人材採用・資金調達・事業承継など、様々な局面で必

要とされるが、作成したことがある小規模事業者は 53％に止まっている。 
小規模事業者は、事業領域や商圏が狭く、経営資源に制約が多いため、環境変化の影響を受けや

すい。そのため、事業の継続性を高めるには、事業計画の策定とその着実な実行が不可欠である。 
また、第 1 期計画における事業計画策定に関する「セミナー・説明会」や「各種補助金申請支援」、

「財務分析・企業ドック」などによる支援需要喚起の結果、「事業計画策定事業者数」は、133 件

（平成 27 年度）から 186 件（平成 28 年度）と増加傾向にあり、依然として支援ニーズが潜在的

に多く存在するものと考え、「継続する目標」として掲げることとする。 
よって、事業計画策定を伴走型支援の根幹に置き、3 年後までに 360 件の経営分析と 120 事業所

の事業計画策定を実行することを目標とする。 
（目標 1）に対する方針 
小規模事業者に対し、事業計画策定の重要性を訴え、気付きを与えるセミナーの開催のほか、巡

回・窓口相談、小規模事業者持続化補助金などの申請支援を通じて掘り起こしを行い、経営分析メ

ニューである「企業ドック」や「財務分析」の活用を促しつつ、実効性の高い事業計画策定へと導

くものとする。 
 

（目標 2）開業率の向上・廃業率の抑制…《継続＋新規目標》 
廃業による事業所数の減少は、地域内需要の縮小、雇用の喪失、ひいては地域全体の活力の減衰

を招くことから、地域が疲弊する悪循環の入口と言える。 
このため、意欲ある起業家の円滑な創業のスタートアップと創業後の安定成長を支えるととも

に、有益な経営資源の蓄積を、円滑な事業承継や再編・統合などにより、小規模事業者の健全な新

陳代謝を促すことが必要である。 
しかしながら、第 1 期計画における創業関連の個別事業を見ると「創業・経営支援セミナー」や

「創業塾」などの受講者数が計画値を上回っているものの、創業者数は計画値を下回っており、評

価委員会からもフォローアップの充実化を求める声が挙がっていることから、「継続する目標」と

して掲げる。 
加えて、第 1 期計画で実施した「需要動向調査」において「廃業を予定している」事業所数が回

答事業所の約 1 割を占めることが把握できた。このことから、円滑な事業承継を支援し、廃業率を

抑制することを「新たに掲げる目標」とする。 
よって、開廃業に関する両面での事業を通じ、事業所数の減少傾向に歯止めをかけるため、3 年

後までに 17 事業所の事業承継計画書の作成と 775 事業所の創業支援、42 件の創業計画書の作成

を実行することを目標とする。 
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（目標 2）に対する方針 
廃業率抑制に関しては、事業承継に関する課題解決を中心に置き、他機関との連携支援体制を構

築するなかで、対象事業者の掘り起こしから事業承継計画策定へと連動させる。開業率向上につい

ては、創業・起業に関するセミナーや集団指導を通じた起業家の掘り起こしと円滑なスタートアッ

プのための創業計画策定を支援するとともに、融資制度斡旋や専門家活用などと組み合わせた創業

後の定期的なフォローアップにより、成長を後押しする。 
また、地域のブランド力向上やにぎわいづくりを図る地域活性化事業により、交流人口拡大や情

報発信力強化を推し進め、産業活動全体の活力へと繋げ、小規模事業者の市場拡大を図る。 
 

（目標 3）ICT・IoT による労働生産性や収益力の向上…《新規目標》 
第 1 期計画における「豊橋市景気動向調査」の結果を経年的に分析すると、近年の傾向として「従

業員の確保難」や「人件費の増額」を経営上の課題に挙げる声が、全業種的に増えていることが窺

える。 
人手不足が顕在化し、人材確保や定着率向上が難しい時代にあって、業務効率化を図り生産性を

向上させること、さらには事業の最適化により収益力を上げていく必要がある。 
技術の発達や著しい普及が進む ICT・IoT を戦略的に導入活用することで、短期的な解決が難し

い「人」の課題を解消していくことができるものと考え、第 2 期計画において「新たに掲げる目標」

として設定することとした。 
よって、従来の人材育成・確保の取り組みを充実させるとともに、3 年後までに 25 事業所の課

題解決を ICT・IoT によって実現することを目標とする。 
（目標 3）に対する方針 

IT 化の端緒として HP 作成や SNS 活用を支援の柱とし、営業活動面の効率化と情報発信力強化

から収益性向上をサポートすることで、成功体験を積み上げ、他業務への IT 導入の足掛かりとす

る。また取り組みの前提や実行にあたっては、顧客や市場を意識したマーケティングやプロモーシ

ョンが必要であることから、「強み」や「機会」を把握する経営分析メニューの活用を促すととも

に、地域経済動向の分析・把握にも注力していくこととする。 
 

（目標 4）販路拡大・取引先開拓の機会の創出…《継続目標》 
内需の減少や取引構造の変化は、固定客や得意先、取引先が固定化している小規模事業者にとっ

て、人口や事業所数の減少は、売上低迷と直結する。また新たなビジネス機会につながる市場のニ

ーズを集めるほか、新しい事業分野への進出に繋がる取引先相手を見つけることが重要である。 
第 1 期計画では、販路拡大策としてのビジネスマッチング機会として「“地域の絆”情報交換・

商談会」や「とよはしビズネット」などを実施した。いずれの事業においても、「商談が成立した」

あるいは「成立の見込み」との回答が、商談事業所全体の約 3 割～5 割から聞け、評価委員会から

も、小規模事業者から期待の大きい事業であり、取り組み手法を改善しながら継続を求める声があ

り、第 2 期計画において「継続する事業」として掲げる。 
よって、事業計画書の策定支援を通じて強みを磨いた先の中核事業として、ビジネスマッチング

や販路開拓事業を質量両面で向上したうえで、3 年間で 630 事業所の参加を得て、商談成立数 162
件を目標とする。 
（目標 4）に対する方針 
商談結果が成約に繋がる実効性を鑑み、集団・個別など異なる類型のマッチング機会を創出する

ほか、商品や技術・サービスの開発など、成長に向けたチャレンジを新聞・テレビなどマスメディ

アへの露出によって発信する取り組みを進める。また（目標 3）と同様に、取引先や顧客を意識し

たマーケティングやプロモーションが必要であることから経営分析メニューの活用を合わせ、一貫

的に支援するものとする。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（1）経営発達支援事業の実施期間（平成 30 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 
 
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】 
 
＜第1期における取組と成果＞ 
「豊橋市景気動向調査」の調査結果は、当所の会報誌やホームページで公表、議員昼食会で発表する

ほか、定例記者会見で報道発表を行い、小規模事業者の経営活動の参考に供するとともに、事業計画策

定や新分野進出などに関する個別事業所の助言・指導において活用している。 
「中小企業景況調査」は、全国的あるいは地域ブロック、県単位との比較が可能で、地域特性を把握・

分析できることから、事業計画策定などに関する助言・指導に活用している。また、経営指導員等の巡

回時に調査結果を用いて情報提供し、経営活動の参考資料としている。 
「商工会議所 LOBO 調査（早期景気観測）」は、全国あるいは地域ブロックの即時性の高い景況感の

把握が可能であることから、メルマガや会報誌等で公表掲載し、小規模事業者の経営活動の参考に供す

るほか、事業計画策定などに関する個別事業所の指導・助言において活用している。また、経営指導員

等の巡回時に調査結果を用いて情報提供し、経営活動の参考資料としている。 
評価委員会からは、いずれの調査事業とも地域の基盤的なデータを収集する重要な事業であるため、

小規模事業者の経営活動の参考に供するよう継続実施と回収率の向上、より有効な活用が求められてい

る。 
 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 
上記3調査の調査結果のデータの精度を上げるため、対象先の見直しと回収率の向上に努める。 
調査結果の活用については、第1期計画での取り組みの継続に加え、巡回時及び上記3調査のヒアリン

グ時に、小規模事業者の景況感や経営課題、需要動向を具体的に聴き取り、経営指導や事業立案、意見・

要望活動に活用していく。また、3調査を利用して、小規模事業者の事業計画策定、経営分析や新分野

進出などに関する個別事業所に対する助言・指導に活用する。 
 
＜事業内容＞ 
〈1〉 豊橋市景気動向調査《継続》 

第 1 期計画の改善では、調査結果のデータの精度を上げるため、対象事業所の見直しを実施す

る。また、調査結果を有効に活用するため、経営指導員等の巡回時等に景気動向調査結果を持参

し、業界の現状と今後について情報提供し、経営活動の参考資料とするとともに小規模事業者の

事業計画策定、経営分析や新分野進出などに関する個別事業所に対する助言・指導に利用する。 
1） 概要（現状） 

市内の中小企業 359 社（うち小規模事業者数：206 社）を対象として、4 半期毎に景況感や来

期見通しなどを把握・集計し、各種媒体等で公表するなどし、小規模事業者の経営活動の参考に

供するほか、個別事業所の経営指導時において利用している。調査対象は、下表の通り 6 業種に

区分し、地域の基幹産業であり、裾野の広い製造業にあっては、さらに 7 つに細分類している。

集計・分析にあたっては、全業種のほか業種別に行い、業種別動向を把握している。 
【調査対象業種・件数】 

業種区分 製造業 建設業 卸売業 小売業 運輸業 サービス業 計 

対象件数 165 48 37 53 24 32 359 
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【製造業内訳】 
分類 鉄工業 電子 繊維業 食品業 木材・木工 印刷 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 小計 

対象件数 42 11 18 48 21 16 9 165 
2） 目標 

地域中小企業の景況感を全業種にわたって四半期毎に年 4 回、網羅的に調査し、集計・分析す

ることで、地域の経済動向に関する情報の収集を図ることを目的とし、地区内全体または業種別

に整理分析を行うことで、小規模事業者の経営環境や抱えている課題の把握に資する。 
集計データ及び分析結果の信頼性を高め、地域経済の実態把握の精度向上を図るため、50％以

上の調査票回収率を維持する。 
3） 分析内容 

全業種に共通する調査項目として、売上額、売上単価、売上数量（客数）、資金繰り、仕入単

価、在庫数量、採算、従業員、外部人材、業況、長期資金借入難度、短期資金借入難度、借入金

利について、そのほかに各業種の特性に応じた項目に関して今期の状況、来期の見通しの状況を

把握し、小規模事業者を中心とした市内中小企業事業者の経営上の問題点や地域経済の動向など

について分析している。 
4） 手段 

往復ハガキに印刷した調査票を送付・回収し、また、経営指導員が巡回時にも聞き取り回収を

することにより、回収率を高め、経営指導員が集計・調査分析を行う。 
5） 活用方法 

調査結果は、四半期毎に年 4 回、当所の会報誌やホームページで公表、議員昼食会で発表する

ほか、定例記者会見で報道発表を行い、小規模事業者の経営活動の参考に供する。また、小規模

事業者の事業計画策定、経営分析や新分野進出などに関する個別事業所に対する助言・指導に活

用する。 
年度 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

調査及び結果提供回数 4 回 4 回 4 回 4 回 
目標回収率 53％ 50％以上 50％以上 50％以上 

 
〈2〉 中小企業景況調査《継続》 

第 1 期計画の改善で、回収率を上げるため対象事業所の見直しを図る。また、調査結果を有効

に活用するため、経営指導員等の巡回時に中小企業景況調査結果を持参し、業界の現状と今後に

ついて情報提供し、経営活動の参考資料とするとともに小規模事業者の事業計画策定、経営分析

や新分野進出などに関する個別事業所に対する助言・指導に利用する。 
1） 概要（現状） 

中小企業庁の委託事業として、市内の中小企業 44 社（うち小規模事業者数：29 社）を対象と

して、四半期毎に年 4 回、業況判断・売上高・経常利益等の DI 値を、産業別に把握・集計し、

各種媒体等で公表するなどし、小規模事業者の経営活動の参考に供するほか、個別事業所の経営

指導時において利用している。調査対象は、下表の通り 5 業種に区分し、集計・分析にあたって

は、全業種のほか業種別に行い、業種別動向を把握している。 
【調査対象業種・件数】 

業種区分 製造業 建設業 卸売業 小売業 サービス業 計 

対象件数 14 4 6 8 12 44 
2） 目標 

地域中小企業の景況感を全業種にわたって網羅的に調査し、集計・分析することで、地域の経

済動向に関する情報の収集を図ることを目的とし、前述の豊橋市景気動向調査と連動させて、地

区内全体または業種別に整理分析を行うことで、小規模事業者の経営環境や抱えている課題の把
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握に資する。中小企業庁の委託事業であることから、最終集計結果が全国あるいは地域ブロック、

県単位との比較ができるため、地域特性の把握・分析に役立てる。 
集計データ及び分析結果の信頼性を高めるため、70％以上の回答率を維持する。 

3） 分析を行う項目 
全業種に共通する項目として、売上額、売上単価、売上数量（客数）、資金繰り、仕入単価、

在庫数量、採算、従業員、外部人材、業況、長期資金借入難度、短期資金借入難度、借入金利に

ついて、そのほかに各業種の特性に応じた内容に関して今期の状況、来期の見通しの状況を把握

し、中小企業の経営上の問題点や地域経済の動向などについて分析している。 
4） 調査手段、分析方法 

調査票を送付し、郵送または FAX により回収し、また、経営指導員が巡回時にも聞き取り回

収をすることにより、回収率を高め、経営指導員が集計・分析を行う。 
5） 活用方法 

中小企業庁の委託事業として四半期毎に年 4 回実施している調査であり、全国あるいは地域ブ

ロック、県単位との比較が可能であり、地域特性を把握・分析できることから、事業計画策定な

どに関する個別事業所の助言・指導において活用する。 
年度 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

調査及び結果提供回数 4 回 4 回 4 回 4 回 
目標回収率 66％ 70％以上 70％以上 70％以上 

 
〈3〉 商工会議所 LOBO 調査（早期景気観測）《継続》 

第 1 期計画に引き続き調査期間内での 100％回収に努める。また、調査結果を有効に活用する

ため、経営指導員等の巡回時に商工会議所 LOBO 調査（早期景気観測）結果を持参し、業界の

現状と今後について情報提供し、経営活動の参考資料とするとともに小規模事業者の事業計画策

定、経営分析や新分野進出などに関する個別事業所に対する助言・指導に利用する。 
1） 概要（現状） 

日本商工会議所が、商工会議所のネットワークを活用し、各地域の「肌で感じる足元の景気感」

を全国ベースで行う調査として、毎月（年 12 回）実施しており、当地域においては、製造業、

運輸業、小売業（大型店・商店街）の 3 業種 4 区分を対象に行っている。調査期間当月の景気感

が当該月の最終営業日に公表されるリアルタイム性の高い調査であり、また全国規模あるいは地

域ブロック別の分析結果を加えて、各種媒体等で公表するなどし、小規模事業者の経営活動の参

考に供するほか、個別事業所の経営指導時において利用している。 
【調査対象業種・件数】 

業種区分 製造業 運輸業 
小売業 

計 
大型店 商店街 

対象件数 1 2 1 1 5 
2） 目標 

管内の商店街、大型小売店、工業団地組合、トラック協会を対象とした調査を通じ、即時的な

景気感を把握し、小規模事業者の置かれている直下の経営環境や喫緊の課題の抽出を行う。 
全国商工会議所との連携による調査事業であることから、最終集計結果が全国的あるいは地域

ブロックでの景気感が確認できるため、地域特性の把握・分析に役立てる。 
3） 分析を行う項目 

調査当月の業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況および、自社が直面してい

る経営上の問題などについて調査し、当地域と全国、地域ブロックを比較分析することにより現

下の地域経済動向などの実態を把握している。 
4） 手段 

経営指導員を含む職員によるヒアリングまたは FAX による調査票回収。 
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5） 活用方法 
全国 423 商工会議所が毎月（年 12 回）実施している調査で、全国的あるいは地域ブロックの

即時性の高い景況感の把握が可能であることから、メルマガや会報誌等で公表掲載し、小規模事

業者の経営活動の参考に供するほか、事業計画策定などに関する個別事業所の指導・助言におい

て活用する。 
年度 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

調査及び結果

提供回数 毎月（年 12 回） 毎月（年 12 回） 毎月（年 12 回） 毎月（年 12 回） 

目標回収率 90％ 100％ 100％ 100％ 
 
２. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
当所は、平成 25 年度より経営指導員の専門性を高め、小規模事業者の経営課題の効果的・実践的な

解決を図るため、経営分析を行う相談メニューとして「財務分析」と「企業ドック」を設け、相談対応

を行ってきた。平成 27、28 年度の実績は下記表の通りで年々、相談件数も増えている。 
相談実績は、補助金申請を含めた事業計画書の策定支援が多いが、計画策定を進めるにあたっては、

単に意向に沿った計画を策定するのではなく、財務分析や企業ドックの中での「収益性分析」や「SWOT
分析」等の経営分析の手法を活用し、対象事業所とともに課題抽出・計画策定を行うことで、精度や実

現性を高めることに努めた。 
成果としては、表の通り、平成 28 年度は、相談者のうち 14.6％が売上成長率 5%以上を達成した。

また、小規模事業者持続化補助金の採択率は、全国値を常に上回った。 
評価委員会による事業評価は、継続的な伴走型支援として、相談体制と連携スキームがしっかり整え

られており、無駄のない体制となっている。実績も目標値を越えており、順調な推移と見受けられると

9.75 点（10 点中）と高い評価を得られた。 
 

◇経営分析を行うための具体的な相談メニュー「財務分析」と「企業ドック」の実績 

項目 
H27 年度 

計画 
H27 年度 

実績 
H28 年度 

計画 
H28 年度 

実績 
H29 年度 

計画 
H29 年度 

実績 
＊9 月末 

財務分析・企業 
ドック相談数 12 件 13 件 24 件 82 件 36 件 27 件 

相談者の 
売上成長率 4％ ― 8％ 12 件 

（14.6％が達成） 12％ ― 

 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
これら 2 つの相談メニューによって、「融資」や「共済」を利用した相談者と比べ、経営指導員との

中・長期的な関係構築にもつながっている。つまり経営分析を通じて現状分析や計画策定・実行を行っ

ていくプロセスと相談者と共有した時間は、信頼関係や親密度を高めることに繋がったので、評価委員

会の評価も踏まえて、引き続き深掘りした支援を実施していく。 
 
〈1〉 経営分析を行うための具体的な相談メニュー「財務分析」と「企業ドック」《継続》 

1） 概要 
第 1 期計画での取り組みの中で、相談者の業種別の傾向や成功・失敗事例を蓄積、これまでの成

果を生かして活用することで、個別事業者の経営分析により課題解決につながる対応を行った。 
既述のとおり「経営相談の専門化・高度化」により高い課題解決を図るため、財務分析および企

業ドックによる相談対応を効果的に行っていく。 
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支援対象者を選定する際には、小規模事業者自身で問題意識があり、財務分析や企業ドック利用

の希望がある相談者はもとより、問題意識が薄いケース、例えば他の相談事項である融資や販路拡

大、事業計画策定などで相談を受ける中でも、財務分析と企業ドックを必要とする事業者を選定す

る。 
収益性、成長性などの財務分析やマーケティング戦略におけるポジショニング分析など、経営指

導員等が必要に応じ、財務分析と企業ドックの利用を誘導する。 
具体的には、①経営指導員による巡回訪問や窓口相談から、②小規模事業者の経営上の問題など

を把握し、その上で③東三河にて活躍する専門家（税理士、弁護士）、金融機関や支援セクターな

どと連携した「専門「化」チーム」を組み、経営課題解決に向け提案型の具体的な施策を行う。 
また、これらの相談は単に受動的、また総花的に相談内容を聞くものではなく、具体的に相談の

入口となる 2 つの相談メニューを示し、“能動的”に相談を受けるものである。 
相談メニューの 1 つは、人間の「健康診断」にあたる「財務分析」。具体的な内容は、3 期分の

決算書から経営分析を行い、事業所の収益性、安全性、効率性、成長性などを分析し、小規模事業

者の現状把握を行う。

もう 1 つは、人間の「人

間ドック」にあたる「企

業ドック」。具体的な内

容は、既述の財務分析

に 加 え 、 事 業 所 の

SWOT 分析による労

務面、マーケティング

面などの事業計画書の

作成に向けた課題抽出

を行う。いずれも小規

模事業者の経営状況の

把握、分析をするため

の具体的な手法であ

る。 
 

2） 詳細内容 
2）-1 相談メニュー「財務分析」 

事業所の「健康診断」として、直近 3 期分の決算書類から収益性、安全性、効率性、成長性など

の現状を分析する。また結果の報告ならびに今後の方向性について、相談者と面談、接触機会を作

り、継続的な「伴走型支援」を行う。具体的な支援の流れは、以下の通り。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜財務分析＞ 支援の流れ（方法） 
① 小規模事業者 申込み 
（内容）巡回指導、窓口指導により、小規模事業者へメニューを提示し、申込みを受ける。 
② 直近 3 期分の決算書を分析 
（分析項目） 
直近 3 期分の決算書から分析を行う。具体的には利益率などの「収益性」、手元資金の状態
を示す「安全性」、事業の運営効率をみる「効率性」、売上や利益の伸び率をみる「成長性」
などである。加えて資金繰りの状態を把握するための「キャッシュフロー計算書」、また事
業の損益分岐を知るための「損益分岐点売上高分析」を行う。 
③ 分析結果の報告と、今後の方向性の検討（活用） 
（内容）分析後、相談者と面談し、結果の報告と今後の方向性について話し合う。そしてよ

り詳細な分析や計画を行う「企業ドック」へ誘導し、事業の方向性、ビジョンの策

定、戦略策定など、相談者と事業計画を「伴走型」にて支援する。 

【財務分析・起業ドック 相談スキーム】 
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2）-2 相談メニュー「企業ドック」 
前項目の財務分析に加え、企業経営における労務面、マーケティング面などより広範囲にわたる

「総合分析」を行い、課題抽出と今後の方向性などを相談者と伴に考え、ビジョンや戦略策定を行

う。また、課題解決のために当所ビジネスサポートセンター登録の専門家等も活用し「専門家」と

もタイアップした支援を行う。具体的な支援の流れは、次の通り。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3） 目標 
定性的な目標としては、相談の結果、相談企業の「収益アップ」につながること、つまりは“儲

け”である利益額また利益率の上昇である。また相談件数等の定量的目標は、下記の通りである。

目標の把握方法については、相談事業所向けに年度末にアンケート、ヒアリング調査を行う。 
 平成 29 年度

（目標） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 第 2 期合計 

財務分析・企業ド

ック（経営分析）

の実施 
110 件 110 件 120 件 130 件 360 件 

 
３. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
第 1 期計画での取組では、総合支援として全般的な事業計画策定セミナーや経営指導員が講師となっ

た事業計画勉強会の実施、特定業種に特化したセミナーやより細かいニーズに対応したセミナー等、個

別支援として 1 企業に 1～3 人の職員が伴走しながら事業計画のブラッシュアップを実施した。 

＜企業ドック＞支援の流れ（方法） 
① 小規模事業者 相談・申込み 

（内容）巡回指導、窓口指導や上述の財務分析から誘導し、申込みを受ける。 
② 事前協議（経営革新サポートグループ） 

（内容）事前に相談内容を「経営革新サポートチーム」内で協議し、解決方法の基本方針
の樹立、スケジュール、担当割り等を行う。 

③ 企業ドック（分析項目） 
Ⅰ．財務分析（3 期分の決算書類 ＊既述） 
Ⅱ．ヒアリング 
（内容）小規模事業者に対して人事・労務、マーケティング面など、財務に限らず「全

般的」にヒアリングを行う。基本的には、現地調査を含む形で行う。 
Ⅲ．SWOT 分析から問題・課題抽出と方向性の提示 
（内容）ヒアリングから得られた情報を事業所の強みや弱み、そして外部のビジネスチ

ャンスや脅威に整理し、環境を分析する「SWOT 分析」を小規模事業者と行い、
問題・課題の整理と方向性（将来ビジョン（5～10 年））を導き出す。 

Ⅳ．診断チャート作成（全体像把握）・プライオリティ（優先順位）の検討（活用） 
（内容）Ⅲの分析結果により抽出された課題と課題解決に向けた戦略について、全体像

を把握するためのチャートを作成するとともに、課題解決する事項の優先順位
を小規模事業者と伴に検討する。 

Ⅴ．事業計画書の作成 
（内容）Ⅰ～Ⅳをまとめた「事業計画書」を相談事業所また小規模事業者と伴に作成す

る。 
Ⅵ．専門家による課題解決へ 
（内容）さらに、具体的な課題解決に向けた専門的な相談に関しては、当所ビジネスサ

ポートセンター登録の専門家による専門家派遣を行う。具体的には、経営指導
員また職員が同行し、事業者、専門家、職員の「伴走支援」を行う。 
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総合支援の具体的な取組内容としては、①事業計画の重要性や策定方法を学ぶ基礎セミナー、②飲食

店に特化したセミナー、③女性顧客をターゲットとする事業者向けセミナー、④業績悪化が続く企業が

経営改善をするためのセミナー、⑤創業塾、⑥事業承継計画セミナー、⑦補助金等の申請を視野に入れ

た計画策定セミナーなどを実施した。 
その成果として、事業計画策定セミナーでは小規模事業者の現状分析を重点的に実施したことにより

事業主の気づきの機会となり、実践的な事業計画策定支援をすることが出来た。 
創業塾では、参加者のうち約 25％が創業し、豊橋市全体の創業率（1.2%）を上回る結果となり、継

続的にモニタリングすることで、事業所数の維持・増加に寄与できた。また、事業承継セミナーでは、

事業承継に迫られている事業者の掘り起こしができ、計画策定を契機に当該課題解決の方向性を示すこ

とができた。さらに、特定分野に特化したセミナーでは、小規模事業者の参加率が高く、取組姿勢も積

極的であった。 
個別支援の具体的な取組内容としては、当該企業や創業者等に対し、①現状分析、②事業展開の方向

性やドメインの定義、③組織・人事、マーケティング（店舗、立地、商品、サービス、販売、チャネル

等）、生産・技術、財務・会計などの機能別戦略、④各行動計画（アクションスケジュール）の策定、

を実施した。 
創業者に対しては、メーリングリストや SNS 等を活用した情報の受発信と共有を頻度高く行ったほ

か、創業後の経営状況のモニタリング、事業計画と現状との乖離や実行度合い等 PDCA に基づき支援

している。事業承継課題を抱える事業者に対しては、セミナーへの参加者を中心に、事業承継計画のブ

ラッシュアップを顧問税理士や専門家とともに、経営的な視点から行っている。 
事業計画作成支援の評価としては、評価委員会においても、10 点満点中平均 9.5 点と、事業の多様

性や個々の成果に対し高評価であり、今後も継続的な伴走型支援を求められている。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 

我が国におけるマクロ的問題であ

る、①創業率の低さ、②小規模事業者

の事業所数の減少、及び、第 1 期計画

の評価である、①伴走型支援の継続、

②フォローアップの向上、③創業率の

向上、④短期間での衰退事業者の減少、

を背景として、企業のライフステージ

における支援策の継続展開と、創業や

事業承継に関する支援メニューの充実

化を図るとともに、フォローアップの

向上を目指し、二人三脚支援を持続的

に展開する。 
具体的には地域の経営相談ポータル

かつ持続的伴走型ワンストップ相談窓

口として、創業・起業期（誕生期）か

ら企業成長・経営安定期（成長期）、経

営革新・経営改善期（成熟期）、事業承

継・M&A 期（衰退期）の企業のライフステージに応じた、様々なメニュー展開や窓口・訪問相談を通

じて、総合（面的）かつ個別（個社）に小規模事業者を支援する。 
なお、相談者の課題に対し、解決策実行時、連携が必要な項目であれば、その分野の委託専門家とと

もに戦略的アドバイスを行う。 
また、事業計画策定支援に当たっては、今回の計画で実施する「地域の経済動向調査」、「経営状

況の分析」、「需要動向調査」の結果を踏まえて実施する。 
上記の方向性のもと小規模事業者の事業計画策定を実施する。 
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＜事業内容＞ 
窓口・訪問相談を基本とし、第 1 期計画の事業継続と、第 2 期計画では企業のライフステージに応じ

たセミナーの実施、支援を実施。事業者との相談や面談の中で、多面的な切り口をアドバイスしながら、

伴走して小規模事業者とともに事業計画策定を実施する。 
 
〖経営革新・経営改善支援〗 

新商品開発や新技術開発、新サービス開発、商品やサービスの提供方法の革新等に関するセミナー

等を開催するとともに、経営革新・改善期におけるドメインの再定義や多角化等を視野に入れた事業

計画の見直しを財務分析や企業ドックなどのメニューを活用しながら二人三脚で支援する。 
〈1〉 経営革新・経営改善セミナー《継続》 

小規模事業者の相談者の特徴としては、一定の売上を上げ、利益を確保している企業もいるが、

売上が横ばいの中、利益はマイナスになっており、借入の増大など自己資本比率がマイナスに転じ

ている企業が多い。そのため、財務状況の改善と多角化、経営革新を目的に、自己資本比率の向上

やサービス生産性の向上、企業の安定性、収益性、効率性を向上させる計画立案をともに行う。ま

た、実際に経営改善をした企業等を講師にしたセミナーを実施し、生の声を事業者に届けるととも

に、より実効性の高い事業計画の策定支援を行う。 
さらに、幅広く小規模事業者の成長を後押しするため、業界動向、経済環境、産業革命など時宜

にあったテーマ別セミナーを開催し、知識の提供にとどまらず、フォローアップとして、中長期的

ビジョンに基づいた事業計画の見直しをともに行う。具体的には、①IoT、AI など第 4 次産業革命

に対する経営の方向性に関するセミナー、②飲食業など業界動向を見据えた業界別セミナー等を実

施し、事業計画の策定支援を行う。 
 
〖企業成長・経営安定支援〗 

小規模事業者の参加率が高く、関心の高いマーケティング関連のセミナーを中心に継続的に開催

し、マーケティング戦略の立案とその後の実行支援を経営指導員がともに行う。また、その他の機能・

分野においても各種セミナー等を行い、機能別戦略の立案を導入にして、事業計画策定を支援する。 
〈2〉 機能別セミナー（マーケティングセミナー等）《継続》 

中心とするマーケティングに加え、生産・技術、財務・会計、組織・人事といった各分野別の戦

略立案をテーマにしたセミナーを開催し、より戦略性の高い事業計画策定へと導く。例えば、マー

ケティングをテーマとしたセミナーであれば、戦略の実効性を高めるために、自社の強みを見つめ

ながら、商品の品揃え、価格、ブランド、店舗、立地、販売方法、プロモーション等の各項目を体

系的に学ぶセミナーを開催し、成長・安定段階にある小規模事業者の事業計画策定に役立たせる。 
 
〖創業・起業支援〗 
〈3〉 創業・経営支援セミナー《継続》 

創業者の創業に対するモチベーション向上と具体化を目的に、創業に関する知識を体系的に習得

できる機会を提供する。具体的には、①開業に必要な手続き、②創業計画書の作り方、③実際創業

者による体験談、④実践経営者による商売に対する姿勢等の内容を提供することで、創業に対する

意欲の向上とレベルアップを可能にする。また、受講者には、経営指導員や金融機関との個別相談

や窓口・巡回相談を通じ、過去の経験や知識など創業者の置かれた現状や提供する商品の市場性を

分析するとともに、ビジネスプランの策定支援や資金調達支援を行う。 
 
〈4〉 創業塾《継続》 

創業に対する具体性と実行性を高めることを目的に、創業に必要な知識の体系的な習得に加え、

具体的なビジネスプランの作成ができる機会を提供する。具体的には、①創業者の過去の経験や知

識、創業者を取り巻く環境などの現状分析、②経営戦略の策定、③機能別戦略（アクションプラン）

の策定である。創業者が頭に思い描いているイメージを、明確にアウトプットし、成長するビジネ

スプラン（売上向上・利益の確保）の策定を可能にする。 
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運営面では、メーリングリストをつくり、創業者間並びに当所との相談やコミュニケーションが

気軽にできる体制を整備する。 
創業塾終了後は、メーリングリストや窓口・巡回相談により、ビジネスプランのブラッシュアッ

プを行い、創業後は、事業実施支援だけではなく、創業・経営支援セミナーや創業塾の講師として

活躍の機会を与える。さらに、創業塾修了者に対しては、特定創業支援事業として認定するだけで

はなく、①当所が主催するセミナーの無料受講、②創業塾修了者同士が交流できる情報交流・勉強

会の開催により、創業後も研鑽できる場を提供する。 
 
〈5〉 起業家ゼミ《継続》 

業界業種別の経営者を講師に、同じ業界で創業を志す方を対象として、より現場に適ったイメー

ジ構築を目的に、現場に即した講座を実施する。 
具体的には、同業界の実際の経営者が、創業前から創業後において、どのような取り組みを実施

してきたか、経営理念、計画と実績のギャップ、顧客を維持・増加させる経営手法等を提供する。

業界としては、比較的創業者の多い、①美容業、②飲食業、③マッサージ業、④アパレル等小売業、

⑤IT 関連業、⑥ベンチャー関連を想定し、展開する。 
 
〈6〉 創業者と廃業者のマッチング《新規》 

地域の小規模事業者の多くは、後継者が不在であり、売上も横ばいか減少傾向で、M&A を含め

て後継者を見つけることが極めて難しい状況という背景がある。 
そのため、創業率の向上及び廃業者の経営資源の活用、産業の維持を目的に、創業者と廃業者（事

業承継希望者）のマッチング（企業の婚活＝ビジ婚）を実施する。メリットは、創業者にとっては

既存の経営資源を活用することにより低コストで創業できる点、そして廃業者にとっては廃業コス

トを低減できる点にあり、創業率のアップと使用しない設備などの経営資源を有効活用できる。運

営方法としては、創業者と廃業者のデータベースの構築、及び秘密保持契約等の運営・管理体制を

整備する。 
【目標】（※事業〈3〉～〈6〉の合計） 

 第 1 期 
現状 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 32 
年度 

第 2 期 
合計 

参加者・創業支援の件数 732 件 250 件 260 件 265 件 775 件 
 
〖事業承継・M&A 支援〗 

事業承継は、現在、国の方策でも大きなテーマとして掲げられており、事業所数の維持・向上、地

域産業の維持、技術ノウハウ等の強みの維持等をするためにも重要である。しかし、実際は、前もっ

て計画的に事業承継に取り組んでいる事業者は少なく、事業承継に関する課題は十人十色であること

から、当該事業者に気づきを与えること及び個社ごとの承継計画の立案が必要である。 
 
〈7〉 事業承継デリバリーサポート《新規》 

小規模事業者の事業承継に関する気づきを広く与えることを目的に、（公財）あいち産業振興機

構が事務局となっている「あいち事業承継ネットワーク」に参画するとともに、当地において、地

元金融機関や地元税理士会等と連携することで、個社ごとに承継計画の立案と実行を伴走して行

う。事業承継の課題解決に向けたフェーズは以下の通り。 
フェーズⅠ 
連携機関等と協力し、アンケートやヒアリングを継続実施し、地域の事業承継に関する現状や課

題を把握し、ニーズにマッチしたセミナー等を実施し、総合的支援を行う。 
フェーズⅡ 
事業承継デリバリーサポートとして、利害関係のない立場である経営指導員が、事業承継出張支

援隊を結成し、個社に対し出張訪問し、個別の事業承継課題の把握やヒアリング、事業承継計画
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のラフ策定を支援する。 
フェーズⅢ 
「あいち事業承継ネットワーク」や連携機関等と情報共有を図りながら、事業承継計画の策定及

び事業承継課題のソリューションを提供するとともに、円滑な事業承継と事業承継後の企業の成

長を後押しする。 
 
〈8〉 あいち事業承継ネットワークおよび豊橋市内の連携ネットワークによる課題解決《新規》 

上述したように、事業承継デリバリーサポートや連携ネットワーク等により結成する事業承継支

援チームに事業承継専門の経営指導員が加わることで、事業承継計画を策定支援した小規模事業者

に対し、事業承継に関する課題解決はもちろん、承継後・M&A 後の成長支援等を継続的に行う。

当所経営指導員や当地の支援機関が連携して企業成長に向けた伴走支援を行う。 
【目標】 
 第 1 期現状 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 第 2 期合計 
事業計画策定件数 95 件 35 件 40 件 45 件 120 件 
創業計画策定件数 39 件 13 件 14 件 15 件 42 件 
事業承継計画策定件数 2 2 5 10 17 件 

 
４. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
第 1 期計画での取組では、機能・分野別セミナーを行う中で、その後のフォローアップとして対応し

てきた。また、事業計画の策定支援をした事業者には、モニタリングを通じて、各種相談に対応し、事

業計画の実行を支援してきた。職員で解決のできない問題や課題等に関しては、当所が独自に保有する

専門家ネットワークに所属する専門家と同行するとともに、ミラサポを活用して当該問題・課題の解決

にあたってきた。 
また計画策定により「小規模事業者持続化補助金」、「ものづくり補助金」等の補助金申請に繋がり、

事業者の新事業展開を後押したことで持続的発展に寄与した。資金繰り確保の面では、「小規模事業者

経営発達支援融資制度」や「小規模事業者経営改善融資資金（マル経）」等の活用で円滑な経営活動を

支援した。さらにウィークポイントである認知度向上を図るためにパブリシティ支援を積極的に展開

し、マスコミに対するプレスリリースや SNS 等を活用した支援を行い企業力アップに繋げた。 
その評価として、評価委員会においても 10 点満点中平均 9.5 点と評価は高いが、より細かいニーズ

に継続的に対応するためにフォローアップ件数の増加が求められている。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
第 2 期計画では、評価委員会からのより細かいニーズに継続的に対応するためにフォローアップ件数

の増加の指摘にもあるように、策定した計画の進捗状況の管理を四半期に 1 度以上（3～4 ヶ月に一度）、

経営者と面談し、意見・情報交換を通じて意思疎通を図るとともに相互信頼を高める。また、支援事業

者をリスト化しフォローアップの進捗管理を見える化することで、経過順調な事業者と鈍化している事

業者を明確にする。計画が鈍化している事業者に対しては早期に課題解決策を見出すことで目標達成へ

の後押しを行う。 
 
＜事業内容＞ 
窓口・訪問相談を基本とし、事業計画策定後の実施支援に関しては、事業計画の策定を支援した事業

者に対し伴走型フォローアップという位置づけで行い、事業計画や行動計画の実行、経営指導員による

二人三脚で支援を実施する。経営指導員による知見や支援スキルで不足する場合は専門家派遣等を活用

する。第 2 期計画では、策定した計画の進捗状況の管理を、四半期に 1 度以上（3～4 ヶ月に一度）、経

営者と面談しフォローアップを実施する。 
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〈1〉 事業計画策定事業者へのフォローアップ《継続》 
事業計画の策定を支援した経営指導員が、最低四半期に 1 回、巡回または窓口での対面を原則と

してフォローアップを実施する。計画と現実の経営に大幅な乖離や新たな経営課題の発生が見受け

られる場合は、専門家や他の支援機関を活用して支援を行う。 
【目標】 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 
事業計画策定件数 35 件 40 件 45 件 
フォローアップ回数 140 回 160 回 180 回 

 
〈2〉 創業計画策定事業者へのフォローアップ《継続》 

創業計画の策定をした事業所に対して事業計画の策定を支援した経営指導員が、最低四半期に 1
回、巡回または窓口での対面を原則としてフォローアップを実施する。計画と現実の経営に大幅な

乖離や新たな経営課題の発生が見受けられる場合は、専門家や他の支援機関を活用して支援を行

う。 
また、創業計画を策定して創業に至った小規模事業者のグループ「創業クラブ」を設置し、SNS

やメーリングリスト等を活用し、創業者同士が研鑽・情報共有できる場を提供して、失敗確率の低

い創業を後押しする。 
併せて、商業・サービス業を中心として、市内でテストマーケティングができる場面を検討し、

創業の立ち上がりの支援やニーズ・シーズ分析を行い、創業計画の実行支援を図る。 
【目標】 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 
創業計画策定件数 13 件 14 件 15 件 
フォローアップ回数 52 回 56 回 60 回 

 
〈3〉 事業承継計画策定事業者へのフォローアップ《新規》 

事業承継計画の策定をした事業所に対して事業計画の策定を支援した経営指導員が、最低四半期

に 1 回、巡回または窓口での対面を原則としてフォローアップを実施する。計画と現実の経営に大

幅な乖離や新たな経営課題の発生が見受けられる場合は、専門家や他の支援機関を活用して支援を

行う。 
【目標】 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 
事業承継計画策定件数 2 件 5 件 10 件 
フォローアップ回数 8 回 20 回 40 回 

 
５. 需要動向調査に関すること【指針③】 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
◇需要動向調査（平成 27 年度） 

【調査対象】 豊橋商工会議所の管内企業、団体 
【調査方法】 郵送発送・郵送回収／商工会議所職員等による回収 
【実施時期】 平成 27 年 11 月上旬～12 月上旬 
【発送回収結果】 ○ 総発送数 5,560 通 
 ○ 回収数 1,740 通 有効回収数 1,713 通 
 ○ 回収率 30.8 ％（有効回収数／有効発送数） 
 



22 
 

【結果概要】 

項目 全体（個社の様子） 業界（部会）別 

売上高・経常利益

の動向 
増加・減少割合は、同程度 

上昇：電子・理財・建設 

減少：小売・繊維 

従業員等の動向 雇用環境は、全般的には回復 

増加：電子産業・医療・食品・

ｱｸﾞﾘｻｰﾋﾞｽ・ｻｰﾋﾞｽ 

減少：港湾・小売・観光 

取引先業種・地域

の動向 

販売先業種： 一般（26％）、製造業（23％）、

 鉱業・建設業（16％） 
－ 

事業所の課題 

人材面： 技術人材の不足、企画営業人材

 の不足 

取引面：市場縮小、販路の開拓 

－ 

商工会議所サービ

スや地域への期待 

・異業種間の交流（40％） 

・販促のPRツールへの支援（29％） 

・人材確保、人材育成（33％） 

－ 

 

当所管内の小規模事業者をはじめとした事業所を調査対象として、平成 27 年 11 月上旬～12 月上旬

にかけ、郵送や職員による回収により実施した。 
結果概要については、個社ならびに業界・部会ごとの売上・利益や雇用状況や課題、また地域、商工

会議所に求められているサービスや機能を把握することができた。特に地域の大きなニーズとして、管

内事業所間の「交流」が挙がり、翌 28 年度は、複数部会・業種による講演会・勉強会や見学会など“業

界や部会を越えた異業種等の連携事業”を展開した。 
評価委員会では、調査結果に基づき「交流」事業など新展開や充実化を図る取り組みが実施されたこ

とは大変評価できると評価を受けた。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
第 1 期計画における需要動向調査では、個社の販路開拓、新商品開発、売上向上の把握が不十分であ

ったため、第 2 期計画の需要動向調査は下記の方向性で取り組む。 
第 1 期計画にて実施した需要動向調査において、｢市場の縮小による販路の開拓・確保ができない｣

（31％）、｢商品開発・販路開拓等の企画・営業面の人材不足｣（23％）、｢取引先からの短納期化・コス

トダウンの要請｣（22％）との結果が得られ、新商品開発や販路開拓支援における課題解決が地域の小

規模事業所から求められている。 
また、一方で、当地域は商業・工業・農業・観光と「特定の産業に偏ることなく、バランスの良い「フ

ルラインの産業構造」であり、支援策を考えるにあたり“商業・サービス業向け”、“製造業向け”に対

象を分けて実効性を高める。 
 
〈1〉 テストマーケティング調査事業（商業・サービス業向け）《新規》 

商業を中心とした小規模事業者の需要調査及び販路開拓を目的に、事業計画に基づき、小規模事

業者の新商品や新サービスのフィージビリティスタディとテストマーケティングを行う。 
新商品開発や販路開拓によって新たな市場を獲得していくことは、極めて重要な経営課題であ

り、特に小規模事業者が中心となる小売、飲食店とって、新たな商品・メニューづくりは、持続的

な成長に欠かせない取り組みである。 
しかし、資金力やマンパワーに乏しい小規模事業者をはじめとする中小企業は、限られた資源、

時間の制約内で、新たな市場に投入し、顧客を獲得・創造するなかで成果（収益性）を上げなくて

はならない。 
よって、新商品や新サービスなどを気軽に試し、想定するユーザーの反応を見る仕組みを作るこ

とは、“売れる商品づくり”の一助となる。 
具体的には、他の支援機関にはない商工会議所の“強み”である「事業所のネットワーク」を活
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用し、客層や商圏によって区分されたテストマーケティングの協力店舗のデータベース化を行った

上で、事業計画策定を支援した洋菓子店、飲食店、美容室等の小売・サービス業の小規模事業者に

対し、データベースから選定した他業態店において、新商品等を“試験販売・調査”する仕組みと

して提供する。商品の試作段階で、自店以外の店舗にて第三者的にお客さん（市場）の反応を見る

ことができるため、当該商品の市場導入判断を早められるほか、商品の改善点を得られるなど、商

品開発のスピード

や質を高めること

ができる。 
また、テストマ

ーケティングの場

を提供する協力店

舗の側において

も、顧客に対する

イベントとして活

用することで、来

店を促す販促活動

の一環とすること

ができるメリット

がある。 ◆テストマーケティング「イメージ」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【実施に向けたスキーム】（手段・手法）  
1．規約等の整備 

 テストマーケティングを行うにあたって、責任関係等、規約の整備。 
2．新商品、サービス等のテストマーケティングの実施・協力事業所の募集・申込み受付 

 テストしたい事業所の募集と協力依頼（自店も他店の協力店になる仕組み）。 
3．事業所のデータベース化とターゲット顧客の検討（情報収集項目） 

 事業所をデータベース化。案件（新商品）に応じた「ターゲット」に対する調査手法
（アンケート項目、サンプル数、収集方法等）を経営指導員が検討。 

 
 
 
 
 
 
 
 

4．希望事業所の事業実施 
 協力事業所の協力のもと、事業の実施。 

5．テストマーケティング成果資料の作成 
 アンケート結果及び協力事業所からのヒアリング内容を整理・分析し、テストマーケ

ティングにおける成果資料を経営指導員が作成する。単純なアンケート結果の収集に
終わらせず、整理・分析によって見える課題、改善策、今後のスケジュール、商品化
への可否判断など、総合的な視点から実施事業所の課題解決策を検討する。 

6．テストマーケティング成果のプレゼン（活用） 
 成果資料をもとに実施事業所に対し成果及び課題解決策のプレゼンを行い、次に必要

な実行支援のフェーズへ移行する。テストマーケティングという切り口を通じ、当所
が提供する様々な支援策（販路拡大であれば、プレスリリース、チラシ・DM 等販促
物作成支援、HP 等作成 IT 関連支援）を活用しながら、伴走型支援の実現を目指す。 

【具体例】 Ａ洋菓子店の新商品「▲▲ケーキ」をＢ洋服店の顧客がＢ店舗内で試食 
 ※新商品のターゲットがＢ洋服店の客層に含まれることが条件 
 
 〔調 査 手 法〕… Ｂ洋服店がターゲットに合致する顧客に試食を促し、 
  紙媒体でのアンケートへの回答協力を依頼 
 〔調 査 項 目〕… 性別・年代・味・見栄え・形状・価格・Ａ洋菓子店の 
  こだわりへの共感度・要望等 
 〔サンプル数〕… 30 人 
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支援対象は、新規の商品・製品開発を行う小規模事業者とし、小規模事業者持続化補助金やプレ

スリリースサービス等の相談者を想定する。標本数は、小売業、飲食業、サービス業の相談者から、

初年度は各 1 件、2 年目は各 2 件、そして 3 年目は各 4 件ずつとする。 
また、整理分析した調査結果を対象事業者にフィードバックしながら、改善点の検討などを職

員・経営指導員とともに「伴走型」で行い、“売れる商品づくり”を進める。 
【目標】 

項目 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 第 2 期合計 
支援対象事業者数 － 3 件 6 件 12 件 21 件 

 
〈2〉 「技術課題」・「新商品開発」ニーズ調査事業（製造業向け）《新規》 

当地域の小規模製造業は、鉄工業をはじめ、端的には高い加工技術力により成長してきたが、近

年は、後継者不足や慢性的な人材不足などで廃業も増えてきている。また第 1 期計画で実施した需

要動向調査からも製造業の課題として｢生産・技術面の人材不足｣（32％）、｢取引先からの短納期化・

コストダウンの要請｣（22％）などが挙がっている。 
このため、廃業の増加や事業規模の縮小などで、産業集積構造が崩れることによる他産業への影

響や事業承継方策の検討が喫緊の課題である。一方で当地域には、国立大学法人豊橋技術科学大学

（豊橋市）や航空宇宙開発などで研究成果を上げている愛知工科大学（蒲郡市）があり、産学連携・

共同研究による新技術や新製品開発にとっては良環境と言える。 
しかし、小規模事業者にとって大学との共同研究は“敷居が高い”と捉えられている傾向が強く、

また大学側も技術紹介等の発表会を当地域で行うものの、研究分野が多岐にわたるため、そのシー

ズを本当に必要としている事業所に伝えられず“アンマッチ”になってしまうケースもあると聞く。 
これらの解決策として、経営指導員をコーディネート役として、①小規模事業者の技術課題解決

にマッチする地域として関心が高いであろう大学側の学科、技術テーマを絞り、②そのテーマへの

関心度を事業所向けにニーズ調査を行い、③調査の結果、関心がある事業所へ課題解決のテーマに

合った大学の研究室を紹介し、同行訪問する「研究室訪問事業」を実施し、小規模事業所の技術課

題（ニーズ）と大学の技術テーマ（シーズ）のマッチングを図り、④共同研究により新製品開発等

に繋げる。 
ここまでのステップにおける効果としては、小規模事業所の技術課題（ニーズ）に合った大学の

技術テーマ（シーズ）をマッチングさせることで、課題解決による生産性アップや効率化を図るこ

とができる。 
なお、当地域の小規模製造業は、輸送用機器や工作機械などの大手メーカーの下請型部品製造業

者が多いことが特徴として挙げられる。近年、これらの業界は、技術面では「IoT、自動化」や「小

型化」などへの対応、またエンドユーザーからは「低価格かつ良品質」を満たした製品づくりが求

められるなど、「技術・コスト・品質」のいずれの面においても要求が高い。 
下請側から見た「市場のニーズ」とは、すなわち元請けの高い要求課題であり、つまり〝マーケ

ットイン″の考え方から課題解決が求められており、同時に価格決定権の確保や競争力強化を目指

すには、下請型といえども既存技術に縛られた〝プロダクトアウト″型での技術・製品提供では対

応できない。 
よって、さらにステップを進め、共同研究の成果により市場投入できるプロトタイプ開発が完了

した段階で、⑤商工会議所が持つネットワークを活用し、当該新製品の市場分野に関する需要動向

に明るい専門家を選定し、市場適合性についての評価を受け、⑥その評価結果を共同研究の改善策

として事業所へフィードバックする。 
以上の①から⑥までの流れを踏み、大企業のような研究開発部門を持つことが難しい小規模製造

業者にとって大学の新しい知見を活用した生産性向上、コスト削減、技術革新等への対応は、生き

残りをかけた持続的な経営を行うために必要である。 
また BtoB 市場に通じた専門家の検証とフィードバックを経て、リスク低減を図ることは、経営

基盤が脆弱な小規模事業者には有益なフォローアップとなる。 
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こうして“強み”に磨きを掛け、現有顧客と可能な限り対等かつ強固な関係を築き、受注を維持・

発展させ、経営安定につなげる。 
実施手順等の概略は、下図の通りである。 

 

◆実施の手段・手法・活用 
 

 
 

また、経営指導員がコーディネート役を担うことで、商工会議所の持つ「事業所のネットワーク」

を活用し、当該事業所が産学共同研究によって創出したコア技術を新たな用途へ応用し、あるいは

他の企業や業界への転用を図るなど〝下請型からの脱却″を提案してくことも見据える。 
さらに、中長期的に研究室との関係性を構築することで、共同研究による新製品・新技術開発や

学生と事業所（従業員）との人材交流による雇用の創出など、当地域の大きな課題のひとつである

“慢性的な人材不足”の解決にもつながる。 
【目標】 

項目 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 第 2 期合計 
支援対象事業者数 － 3 件 4 件 5 件 12 件 

 
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〉 “地域の絆”情報交換・商談会《継続》 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
平成 27 年度実績で参加申込み事業所数 198 社、商談事業所数 159 社、商談成立 36 件。平成 28 年
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度実績で参加事業所数 184 社、商談事業所数 147 社、商談成立 39 件と一定の成果を上げた。 
平成 28 年度は商談会に先駆け、“地域の絆商談塾”を開催し、｢商談を成功に導くために｣をテーマと

して、自社・商品の本当の強みの抽出、価値を伝えるプレゼンテーションを磨くセミナーを実施。商談

会参加予定者を中心に呼び掛け、参加事業所 26 社・参加者 32 名が参加した。 
また、商談会の成果の確認を 1 ヵ月経過後にアンケートを実施。回答事業所 70 社（回収率 48％）か

ら、「商談が成立した」「成立予定」「（高確度で）商談中」が 76％（53 社）となり昨年度の 57%と比

べても大幅な伸長となった。商談塾セミナーの奏功と認識している。また、これを機に必要時の商談相

手先を得られ、今後に繋げていきたいとの意見も多くみられた。 
評価委員会から、実績も目標値にほぼ達しており、事前の支援・フォローとしての商談塾セミナーの

開催も評価できる。事業者からの期待値の高い取り組みであり、今後も、参加者の地域拡大や様々な角

度からの支援を期待すると 9.25（10 点満点）の高評価を得た。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
事前のフォローとしての商談塾の開催は、事業者からの期待値の高い取り組みであり、支援メニュー

を変えながら継続実施し、参加者の様々な角度からの支援に対応していく。 
参加者へ別の角度からの支援として、商談成立のための営業資料作成セミナー等を開催し、商談成立

にむけての支援を進めていく。また、第2期計画では、商談の際の重要なツールでもあるホームページ

を必要としている事業所で、未だにホームページを作成していない事業所や補完の必要な状態にある事

業所に対して、IT活用支援等も必要に応じて順次進めていく。 
 

＜事業内容＞ 
第1期計画での改善点では、商談の際の重要なツールでもあるホームページを必要としている事業所

で、未だにホームページを作成していない事業所や補完の必要な状態にある事業所に対して、IT活用支

援等も必要に応じて順次進めていく。 
1） 目的 
豊橋市を中心とした東三河地域および近隣地域を含む豊橋商工会議所内で商談会を実施。域内の小

規模事業者との情報交換や自社の紹介や要望を伝えることで、BtoBによる新たな販路開拓や共同開

発などの相手先を発掘し、今まで知らなかった有益な相手先との連携を創出、拡大することで個々の

小規模事業者の販路拡大と売り上げ増加に繋げる。 
2） 実施方法 

(1) 豊橋商工会議所において年 1 回（11 月中旬・2 日間）の開催とする。 
(2) 対象：地域の小規模事業者・事業所（主に東三河及び周辺地域） 
(3) 事前予約型の商談会とする。 
(4) 事前のフォローとしての商談塾、営業資料作成セミナー等を開催。 
(5) ホームページを作成していない事業所や補完の必要な状態にある事業所に対して、IT 活用支

援等も必要に応じて進めていく。 
3） 目標 

関係支援機関等と連携して参加事業所数を毎年 3%以上増やし、商談事業所数、商談成立等の件

数増加を目指す。 

項目 第 1 期 
(H28 年度) 

第 1 期 
(H29 年度) 

H30 
年度 

H31 
年度 

H32 
年度 

第 2 期 
合計 

開催回数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 3 回 
参加事業所数 184 社 169 社 170 社 180 社 190 社 540 社 
商談件数 266 件 （実施中） 270 件 275 件 280 件 825 件 
商談成立件数 39 件 （実施中） 40 件 41 件 42 件 123 件 
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4） 他の支援機関との連携体制 

【協力】
周辺地域の商工会議所・商工会

地域金融機関
日本政策金融公庫

【支援対象】
地域（主に東三河及び周辺地域）事業所

小規模事業者

【主催】
東三河広域経済連合会
3商工会議所・11商工会

（事務局/豊橋商工会議所）

申込 ＰＲ ＰＲ 申込

情報提供

協力依頼
 

 
〈2〉 とよはしビズネット《継続》 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
バイヤー事業所の求めるニーズを初めに収集し、商談実施前の時点でアンマッチングな商談を極力抑

えることで、商談成約率を高める小規模商談会として各年度 1 回ずつ実施し、商談回数 3 回、参加申込

事業所数 45 社、商談成約件数 18 件となった。バイヤー、サプライヤーともに当地域内の事業所で実

施したことで、バイヤー企業が、商談時に今後の商品開発のヒントとなるアドバイスを商談成約ができ

なかった小規模事業者に対しても積極的に示してくれた。 
評価委員会ではテーマを明確にした質の高い商談会ということで、今後も期待され、豊橋市内でのバ

イヤー企業の選定には苦慮されることも想像されるが、他の地域への拡大等も視野に入れた展開を期待

するとして、9.25 点（10 点満点）と、今後も小規模事業者の経営支援を行っていく上で重要な事業と

して評価を受けている。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
評価委員会の意見も踏まえて、第 2 期計画よりバイヤー企業を広く選定するために単独で実施するの

ではなく、当所隣接市の各地商工会議所とも連携して開催回数の増加を図る。 
 
＜事業内容＞ 
第 1 期計画からの改善として、上記取組の方向性を受けて、第 2 期計画より当所隣接市の各地商工会

議所とも連携してバイヤー（発注）企業を事前に決定した上で、小規模事業者を対象にサプライヤー（受

注）企業の募集を行う“業種・業界特化型商談会”ビズネットを年 2 回開催する。 
1） 概要 

平成 27 年度から開始した「とよはしビズネット（業種・業界特化型商談会）」の継続により、新

たな取引先や販路・協力先の拡大・共同開発などに繋げるビジネスマッチングの場を創出すること

で、当地域の産業競争力の強化を図る。 
2） 支援に対する考え方 

ターゲットやバイヤー（発注）企業のニーズを明確にした商談会を新たに設けることが、小規模

事業者の持続的な発展に効果的につながると考える。 
3） 事業フロー 

(1) バイヤー企業の選定 
(2) バイヤー企業から商談会で希望する商材などのニーズを把握 
(3) 把握したニーズをチラシに明確に記載し、ターゲットを絞り込む 
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(4) 応募があったサプライヤー企業の情報を当所からバイヤー企業に提供し、商談実施の可否を決

定してもらう 
(5) サプライヤー企業に商談実施の可否を伝える 
(6) 商談会当日／アンケートを実施し、参加企業のニーズを把握することで次回以降の商談会を企

画する際に取り入れていく 
(7) 商談会実施から 1～2 ヶ月後を目途に後追い調査を実施し、その後の状況について把握する 

4） 目標 
・定性 

①細分化したテーマでの開催 
テーマを明確にした形での開催を実施することで参加企業同士のアンマッチを防ぎ、マッチ

ング率が高い商談会を目指す。 
②質の高さを追求 

参加企業数の多さではなく、参加した企業の取引が成立する確率を高めることに努める。そ

のために、バイヤー（発注）・サプライヤー（受注）の両企業アンケート調査を定期的に実

施する。そして、双方のニーズを把握し、それに基づいた企業選定などを行うことで質の高

い商談会の開催を実現する。 
・定量 

質の高い商談会を開催し、毎年、商談成立件数 1 件以上の増加を目指す。 

項目 平成 29 
年度（現状） 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 32 
年度 

第 2 期 
合計 

開催回数 1 回 2 回 2 回 2 回 6 回 
参加事業所数 15 社 30 社 30 社 30 社 90 社 
商談成立件数 6 件 12 件 13 件 14 件 39 件 

 
〈3〉 パブリシティ支援《継続》 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
プレスリリースによる認知度向上を目指す小規模事業者に対して、資料の作成からメディアへの情報

発信まで一貫して、当所がサポートした。 
支援件数としては 64 件、メディア掲載件数は 34 件と、約 55%となっている。今年度に至っては、

掲載率が 90%を越しており、職員内においてメディア掲載されるためのノウハウが蓄積されつつある。

これらの要因によって、地域の信用金庫等から、取引先事業所より当所のプレスリリースサポートを利

用したいとの依頼が増加傾向にある。 
メディア掲載された事業所からは、認知度が向上したことによって、来店者数が増加した、売上が高

まったと評価されている。 
また、評価委員会の評価としては、小規模事業者にとっては新聞等を活用する発想は希薄で、非常に

有意義な事業である。（9.25 点(10 点満点)）と今後も小規模事業者の経営支援を行っていく上で重要な

事業として評価を受けている。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
県内の新聞社に対するプレスリリースに関しては、一定の成果を出すことができているものの、TV

局への採用成功率はまだまだ低く、さらに、商工会議所内にある“経済記者クラブ”以外のネットワー

クを保有していないため、リリース先が限定されている現状がある。 
そこで、第 2 期計画では、TV 局への成功率を高めるための取り組み、並びに専門雑誌や WEB メデ

ィアなど経済記者クラブ以外のネットワークを強化することによって、支援事業者のプロモーション効

果をより高めるほか、豊橋地域の情報を掲載している WEB サイト「とよはし MAP」と連携していく。 
 



29 
 

＜事業内容＞ 
小規模事業者の持続的成長を促すための手段として、TV や新聞など報道機関がメンバーとなってい

る“豊橋商工会議所経済記者クラブ”を活用し、経営革新につながる取組み（新商品や新サービス）に

より販路拡大を図るための情報を発信する「プレスリリースサポート」の実施で個社支援を強化する。

加えて、記事として取りあげられる確率を高めるため、資料の作成・ブラッシュアップを経営指導員が

支援して小規模事業者の売上の拡大を実現する。 
第 1 期計画からの改善として、第 2 期計画では上述以外のプレスリリース先の開拓を図るため、一般

週刊誌以下約 50 ジャンル・900 媒体を網羅し、各誌編集部の連絡先が記載されている「PR 広報ハン

ドブック」を活用し、該当メディアに対して情報提供を新たに行う。さらに、プレスリリース提供を無

料で募集している「プレスリリースゼロ」などの WEB メディアに対しても、同様に実施する。 
1） 概要 

小規模事業者の販売促進力の強化を図るため、平成 27 年度より開始した「プレスリリースサポ

ートサービス」によって、メディアへの露出を戦略的に行い記事掲載される確率を向上させ、世間

に自社商品・サービスの認知度を高めることで、小規模事業者の販路開拓を図る。 
2） 支援に対する考え方 

小規模事業者の販路開拓等の取組みに要する経費の一部を国が補助する“小規模事業者持続化補

助金”の申請支援を行う中で、優れたビジネスプランや競争力のあるアイデアが頭の中に浮かんで

いるものの、それを文章に落とすことに慣れておらず、適切に表現できていない事業所が多かった。

販売促進活動を行う際も顧客に文章等だけでどれだけ自社の商品やサービスの魅力を伝えられる

かにかかっており、補助金申請の際と同様の悩みを抱える小規模事業者は多数に上ることが推察さ

れる。この潜在的な課題を解決し、小規模事業者の販売促進活動強化につなげる。 
3） 事業フロー 

小規模
事業者

豊橋
商工会議所

経済記者
クラブ等

資料の作成・ブラッ
シュアップを商工会
議所とともに行う

メディアに取り上げら
れることで、販売促
進活動を活発化さ
せ、売り上げ拡大

情報提供
 

 

4） 目標 
・定性 

①資料の作成・ブラッシュアップのサポート体制を確立 
文章作成に慣れていない小規模事業所でも気軽に活用ができるよう、プレススリリース資料

のフォーマット提供、内容の手直しを面談ならびに E メールを活用する等により当所職員

が手厚いサポートを行う。 
②資料作成を起点に当所の他支援メニューとの連動により自社の強みの再認識を促す 
どのような情報を発信することが一番効果的であるかがはっきりしていない企業には企業

ドックなどを通じて SWOT 分析を実施することにより、自社の強みなどを「明確化」、「見

える化」させる。その結果を踏まえ、資料作成を行っていくことで、魅力ある内容へと昇華

させる。 
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③チラシ・DM 等販促物作成や HP 作成等 IT 関連支援等への横展開サポート 
作成した内容を基礎資料に、チラシ・DM 等の紙や WEB 媒体の作成を併せて実施すること

で、プロモーション効果をより一層高めるサポートを行い、小規模事業者の販路拡大につな

げる。 
・定量 

支援件数を増加させ、掲載件数の増加を図ることにより、小規模事業者の販路開拓の支援をす

る。支援件数は、月 3 件以上を目指す。さらに、メディア掲載率 80%以上を維持し続ける、

高い事業水準を持ち、ブラッシュアップ支援に努める。 

項目 平成 29 年度 
（現状） 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 第 2 期 

合計 
支援件数 15 件 36 件 38 件 40 件 114 件 
メディア掲載件数 14 件 29 件 31 件 32 件 92 件 

 
〈4〉 チラシ・DM 等販促物作成支援《新規》 

補助金等の追い風はあったものの、計画内容や申請内容を見ても、①チラシの作成、②POP の

作成、③ニュースレターの作成、④DM の作成、⑤メニュー表の更新など、販促物を作成するニー

ズが多い。しかし、各販促物を作成するに際し、戦略的な視点をもって作成をしなければ、最大効

果を発揮させることは難しい。 
そのため、経営指導員が当該事業者の事業計画や強みに基づき、チラシ等の販促物の原稿作成支

援からデザイン、アウトプット、マーケティング活動、効果・検証まで支援することで、真の伴走

型支援を実施する。とくにデザイン等に関しては、ワードやエクセル、パワーポイント等に加え、

Photoshop、Illustrator、InDesign 等を活用し、より本格的なアウトプットを目指し、小規模事業

者の販促効果と満足度の向上を実現する。 
【目標】 

 第 1 期 
現状 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 第 2 期 

合計 
販促物等作成支援

件数 － 15 件 20 件 25 件 60 件 

 
〈5〉 HP 作成等 IT 関連支援《新規》 

HP の作成は小規模事業者の関心の高い分野であり、HP やブログ、SNS 等を活用していない小

規模事業者も数多く存在している。また、HP 等だけでなく、地に足のついた IT 化でさえ、でき

ていない小規模事業者も多く存在する。 
そのため、小規模事業者の成長を意識した IT 化と地に足のついた IT 化を目的に、パソコンの

使い方やワード、エクセル等の書類作成、会計ソフトの電子化等はもちろん、HP、ブログ、SNS
等の作成等の IT 関連実施支援をすることで、販促支援を後押しするとともに、IT の進展等スピー

ディーな経済環境の変化に対応できる小規模事業者の経営力を強化する。経営指導員は、チラシ等

販促物作成支援同様、HP 等作成に関しても資質向上の取組や自己啓発により知識や支援スキルの

向上に努めている。今後も継続的にスキルアップを実施することで、ハイレベルな経営支援体制に

より小規模事業者から頼られる商工会議所を目指す。 
【目標】 

 第 1 期 
現状 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 32 
年度 

第 2 期 
合計 

HP 作成等 IT 支援件数 － 5 件 8 件 12 件 25 件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 
１. 炎の祭典事業《継続》 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
過去 3 年（H27～H29）においては、地域資源の活用による地域経済活性化を目指し、地域との連携

を図った。市外客の入り口となる豊橋駅からメイン会場である豊橋公園（豊橋球場）までの動線にあた

る中心市街地の賑わい創出のため、広小路通りの「豊橋まちなか歩行者天国」との連携イベントの開催

や、地元大学との協力体制によるキッズコーナーの出展、地元伝統芸能である豊根村花祭りの出演を実

施した。また、手筒花火についての理解を深めてもらうため、ヨウカン手筒花火作り体験コーナーや

VR を活用した手筒花火放揚体験コーナーなどを展開し、子供らに人気を博した。 
新たな需要創造を図るため、タイや中国、台湾などからツアー誘致にも取り組んだ。海外のツアーラ

イターやランドオペレーター、テレビ局の担当者を招待し、観覧の様子を TV 番組や人気 SNS を通じ

て発信してもらう実績を積み重ねた。 
評価委員会からは、炎の祭典のツアー観光客数の平成 28 年度の実績値の回復は、インバウンド需要

の取り組みを含めた広報活動の成果と評価する。今後もこのイベントに加え、様々な観光資源との組み

合わせで、より魅力的な企画・商品づくりや PR 活動に期待する 9.3（10 点満点）の評価を得た。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
メインコンテンツである手筒花火のブランド力の強化を目指し、イベント全体の見直しにより集客力

アップとともに、関連する炎の祭典以外の豊橋市が主催する手筒花火放揚事業との連携により様々な媒

体を活用した効果的な情報発信を図る。ブランド力の強化においては、手筒花火がより魅力的に感じて

いただけるようショーアップする必要があり、より手筒花火が映えるイベント構成や会場となる豊橋球

場やその道中の演出効果を高める工夫に取り組む。 
同時に、バスツアー客数の増強を目指し、日帰り観光圏ツアーのネックとなっていた終演時間の前倒

し等によりツアー募集にあたっての課題をクリアしていく。また海外への情報発信にあたっては、引き

続きランドオペレーターや海外代理店向け商談会への出展や市等が行うインバウンド誘致事業との連

携により、炎の祭典事業の周知を図っていく。 
1） 概要（現状） 

手筒花火を主役に据えた花火イベントである「炎の祭典」はこれまで 22 回の開催を数え、地域

を代表するイベントに成長した。この間、観光産業は国内の主要産業に成長し、今後一層の発展

が期待されている。豊橋市においてもシティプロモーション戦略の主要コンテンツの一つとして

手筒花火を掲げ、地域の重要な資源として売り出しに積極的に取り組んでいる。 
このため当所がイニシアチブをとり、豊橋市や豊橋観光コンベンション協会、三河伝統手筒花

火連合会などの関係諸団体と連携し、地域固有の財産であり観光資源である手筒花火を核とした

地域イベント「炎の祭典」を開催してきた。炎の祭典の開催を通して、全国に向けた情報発信に

よる当地域の知名度向上を図るとともに、旅行社、バス会社等を通じてツアー商品を造成しても

らい観光客の誘致増強に取り組むことをもって地域経済の活性化を図る。 
2） 内容 
 地域の伝統的な固有資源である手筒花火をメインコンテンツとした花火大会である「炎の祭典」

を以下により開催し、旅行社等を通じて国内外から観光客の誘致を目指すとともに、シティプ

ロモーション活動に資する。 
(1) 開催日 毎年 9 月第 2 土曜日 
(2) 開所場所 豊橋公園内豊橋球場及び周辺一帯 

 開催方針及び企画・運営内容は、豊橋商工会議所をはじめ、豊橋商工会議所青年部、豊橋市、

（一社）豊橋観光コンベンション協会、三河伝統手筒花火連合会、豊橋市教育委員会、豊橋市

消防団、豊橋市自治連合会、豊橋発展会連盟、㈱エフエム豊橋で組織する「炎の祭典実行委員

会」（事務局：豊橋商工会議所）を計 4 回開催して検討している。実行委員会のほか、下部組織

である幹事会において、交流人口増加やまちのにぎわい創出により持続可能な地域を形成する
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との基本認識の共有化を図りながら、集客動向の分析や満足度向上に向けたプログラムづくり、

中心市街地との企画連携などを行っている。 
3） 改善点 
 TV 取材への申込み対応については、実際に対応いただく豊橋観光コンベンション協会の連携

を密にし、関連 WEB サイトや情報誌等その他媒体への展開が図られるよう活用する。 
 多くの情報誌やインターネットサイト等に取り上げられた実績を旅行社等へ紹介・PR し、「炎

の祭典」「手筒花火」のブランド力強化につなげていく。 
 豊橋市や三河伝統手筒花火連合会、豊橋観光コンベンション協会と協議し、年間を通じた手筒

花火放揚計画を作成し、炎の祭典への誘客、手筒花火のブランド力強化につなげる。 
 また上記放揚催事に際しては、豊橋カレーうどんや豊橋総合動植物公園、二川本陣等豊橋市の

みならず、東三河の観光コンテンツを合わせて紹介し、広域観光の魅力発信に努める。 
4） 目標 

事業内容 平成 29 年度

（現状） 30 年度 31 年度 32 年度 

炎の祭典ツアー観光客数（人） 1,403 1,500 1,600 1,700 
 
２. ものづくり人財の確保・育成を目的にした“ものづくり博”事業《継続》 
 
＜第1期計画における取り組みと成果＞ 

ものづくり博は、豊橋地域のリーディング産業展として昭和 59 年より名称を変更しながら隔年

で開催している。近年は若者のものづくり離れや後継者不在といった地域の課題に対し、ものづく

り技術の強さや魅力を発信し、次世代の若者達に“ものづくりの楽しさ”を知ってもらい、関心を

持ってもらうことを大きな目的としている。 
前回は、過去最大規模となる

160 小間の出展、23,000 人が来場

した。地域内外への周知効果が高

まっており、当地域の次世代若者

に向けて地元ものづくり企業を

知る絶好の情報発信機会となっ

ている。 
評価委員会からは、地元中小企

業の魅力を伝え、多くの人材の確

保につながる活動である。将来の

雇用につなげるために、「次世代

の若者」の来場を促す仕掛けを更

に検討するよう指摘があり、9.3
（10 点満点）の評価を得た。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
評価委員会の評価と前頁の円グラフ「来場者の内訳」をみると、当博覧会のターゲット層である 10

代、20 代の来場があわせても約 3 割に留まっており、10～20 代の来場を促すような博覧会にしていく

ことが次回（第 2 期計画）の課題である。 
 
＜事業内容＞ 
第1期計画の改善点として、第2期計画では、来場者のメインとなる「次世代の若者」に対して、こ

れまで以上にものづくりが体験できるブースづくりにより、ものづくりの楽しさ、そして地元のものづ

くり産業、企業を知ってもらい、将来の雇用につながる内容と企画とする。 

ターゲット層の 

10-20 代の来場

割合は、3割程度 
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1） 概要 
当博覧会の大きな特徴は、他の地域が「ビジネスマッチング」を主な目的とした“（B to B 向け）

展示会”であるのに対して、「ものづくり人財の確保・育成」を大きな目的とし“将来の継続的な

雇用”をも視野に入れている点である。つまり、来場者のメインとなる対象を「次世代の若者たち」

（一般市民）としており、当地域のリーディング産業の持続的な発展を支える“人財”の確保や育

成を目的に「長期的な視点」で行っている。 
2） 内容 

来場者のメインとなる「次世代の若者」に対し、ものづくりが体験できるブースづくりにより、

ものづくりの楽しさ、そして地元のものづくり産業、企業を知ってもらい、将来の雇用につながる

内容としている。来場促進策としてスタンプラリーや記念講演会などの併催行事も多数実施する。 
豊橋・豊川・蒲郡商工会議所、新城市・田原市商工会、愛知県東三河県庁、豊橋市、豊川市、蒲

郡市、新城市、田原市、北設楽郡町村会、国立大学法人豊橋技術科学大学、愛知工科大学、㈱サイ

エンス・クリエイト、愛知県東三河広域観光協議会といった産学官を構成員とする「ものづくり博

企画委員会」（事務局：豊橋商工会議所）を計 4 回開催し、一体性のある経済圏域における「もの

づくり産業」が持つ、市場縮小や人材確保、販路拡大といった課題を共有するなかで、企画及び運

営内容について協議している。次回の開催概要は以下の通り。 
【ものづくり博 2018in 東三河 概要】 
 テーマ 『見て！触って！知ってもらおう！』（出展者側のコンセプト） 
 会 期 平成 30 年 6 月 15 日（金）～6 月 16 日（土） 
 会 場 豊橋市総合体育館（豊橋市神野新田町字メノ割 1-3） 
 入場者 2 万人（予定） 
 行 事 1）事業所の生産品、製品、商品の業種別展示と実演 

  2）記念講演会、併催イベント等 
 主 催 東三河広域経済連合会 

3） 目標 
直近開催の 28 年度は、来場者数 23,000 人と過去最大規模となった。一方で、直近開催におけ

る、来場ターゲットである「次世代のものづくり人材」である 10－20 代の来場割合は 3 割程度と

なっているため、平成 30 年度以降は、10－20 代の来場割合 50％超を目標とする。 

項目 平成 28 年度 
（直近実績） 平成 30 年度 平成 32 年度 

出展社 90 企業・団体 90 企業・団体 110 企業・団体 
来場者 23,000 人 

＊うち 10―20 代の来場

者割合（33.4％） 

20,000 人 
＊うち 10－20 代（前半）

の来場者割合 50％超 

20,000 人 
＊うち 10－20 代（前半）

の来場者割合 50％超 
※隔年開催 

 

３. ええじゃないか豊橋商業フェスタ事業《取りやめ》 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
「ええじゃないか豊橋商業フェスタ事業」については、実施主体である豊橋商業フェスティバル実行

委員会が、「プレミアム付き商品券発行事業」のような相乗効果を狙う事案がなく、フェスタくじの発

行枚数が企画に工夫を凝らしても伸びないなどの理由により、中止を判断したため、第 2 期計画では取

りやめる。 
事業内容 申請時 27 年度計画 27 年度実績 

スクラッチカード発行枚数 71,250 枚 71,500 枚 72,500 枚 
参加店舗数 147 店 148 店 162 店 
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４. イルミネーション事業《新規》 
 

1） 目的 
本市における冬の風物詩として、商店街への来街を促し街路のにぎわいを創出することを目的に

豊橋駅前東口サークルプラザを起点として、まちなかのメインストリートおよび商店街へ伸びて行

くイルミネーション事業を計画。 
一定以上の規模で統一感のあるイルミネーションを施すことにより話題性を生み、市内外からの

来客が生まれ、街路の賑わいを醸し出し、商業及び中心市街地活性化が図られることにより、街中

の小規模事業者の売上増を目指す。 
2） 必要性 

単会の商店街及び各店舗で飾り付けをするにはコスト面や街区としての統一感、ボリュームに欠

けるなどの課題がある。組織だって取り組み、テーマも「冬空のヒカリ散歩」としてイメージを統

一し、街路等を飾り付けることで冬期の景観形成に寄与し、地域の活性化を図る。 
3） 概要 
 豊橋発展会連盟を構成する商店街等が中心となる「豊橋発展会連盟イルミネーション実行委員

会」（事務局：豊橋商工会議所）を組織し、計 4 回開催するなかで、持続可能な商環境の形成に

向けた、中心市街地のにぎわい創出に資する目的意識を共有し、イルミネーション事業の企画

運営を行う。また本事業は、豊橋市やこども未来館ここにこ、民間事業者・中心市街地活性化

団体等と連携した、冬期の風物詩である「とよはしキラキラ★イルミネーション」の中核事業

となっており、中心市街地全体の面的広がりの一翼を担っている。 
 装飾エリア 豊橋駅前、豊橋広小路 1 丁目から 2 丁目の各商店街の街路樹及び街路灯 
 点灯期間 11 月第 3 週の日曜日～翌年 2 月 14 日（バレンタインデー）まで 

4） 目標 
項目 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 
イルミネーション電球数 170,000 個 170,000 個 172,000 個 172,000 個 
点灯式参加者数 250 人 250 人 270 人 300 人 

 
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り組み 
 
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 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
豊橋商工会議所ビジネスサポートセンター連絡会議の開催、情報交換など他支援機関との連携強化を

図ることにより小規模事業者への支援に繋がった。 
評価委員会から、広範かつ日常的な情報共有活動とネットワーク形成に取り組んでいることが高く評

価された。今後も地域の連携体制の基盤として機能することを期待されている。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
支援活動における他機関との連携は、定期的な豊橋商工会議所ビジネスサポートセンター連絡会議以

外にも、日々の交流や情報交換を通じて、支援ノウハウを蓄積する取り組みとして重要である。この点

に留意し、他支援機関との連携を深めていく。 
 

＜事業内容＞ 
〈1〉 豊橋商工会議所ビジネスサポートセンター（BSC）連絡会議の開催《継続》 

豊橋商工会議所ビジネスサポートセンターの関係支援機関（日本政策金融公庫豊橋支店、豊橋信

用金庫、愛知県よろず支援拠点豊橋サテライトオフィス、豊橋市及び当所経営指導員）が集まる「BSC
連絡会議」を年2回開催する。目的は、上記の関係支援機関との情報交換の機会とするとともに、地

域（主に東三河及び周辺地域）の事業所・小規模事業者への販路拡大支援などについて、情報提供・
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意見交換などを通じて情報の共有化を図り小規模事業者の支援に役立たせる。 
 
〈2〉 販路拡大支援《継続》 

販路拡大支援に関しては、“地域の絆”情報交換・商談会を絶好の機会と捉え、仕事の相手先を見

つけるためのビジネスマッチング支援サービス事業を東三河の商工会議所、商工会で年4回開催され

る会議と関係支援機関との連携、訪問を通して情報交換をして展開する。 
主な関係支援機関としては、蒲郡商工会議所、豊川商工会議所、東三河地区の11商工会、湖西市商

工会（静岡県湖西市）、日本政策金融公庫豊橋支店、豊橋信用金庫、蒲郡信用金庫、豊川信用金庫、

岡崎信用金庫、豊橋商工信用組合である。この支援サービス事業を利用することにより、個社では限

界のある商談機会（ビジネスチャンス）を得ることができ、今までにない情報交換や自社のPRをす

る機会を得ることで、新たなビジネスチャンスの生まれる可能性を秘めている。また、販路拡大・関

係先拡大及び共同開発など、将来に向けての新事業展開の可能性を見つけ出す絶好の機会とする。 
 
〈3〉 事業承継支援《新規》 

事業承継支援に関しては、平成29年10月に愛知県全体での事業承継支援体制として構築された「あ

いち事業承継ネットワーク」に、県下の金融機関や商工会議所・商工会、中央会、士業等専門家団体、

愛知県事業引き継ぎ支援センターなどとともに構成メンバーとして参画している。 
本ネットワークは、事業承継診断（ニーズの掘り起こし）の実施、事業承継前の経営課題の整

理及び経営改善に関する助言、愛知県事業引継ぎ支援センター等の他の支援機関への取次、事業

承継後の後継者に対する経営に関する研修や助言などを具体事業として実施している。 

当所としては、本ネットワークを個別の小規模事業者への相談対応に活用するだけではなく、

提供される支援マニュアルやネットワークの構成メンバーとの情報交換などを通じた支援能力

の向上を狙う基盤として連携を密にし、小規模事業者に対して事業承継の準備段階から切れ目ない

シームレスな支援を実施していく。 
 
２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
経営指導員 11 名を中心に経営指導員の義務研修、愛知県、日本商工会議所が主催する経営指導員向

け研修の参加に加え、各種中小企業支援機関が主催する「経営力向上セミナー」や経営指導員（2 名）

が中小企業大学校の主催する研修〔経営診断基礎コース（1 ヵ月）〕、専門コースに参加し、スキルアッ

プに繋げた。 
また、当所が開催する経営支援に役立つ各種講習会・講演会・セミナーに積極的に参加した。内部研

修においては、中小企業相談所会議(毎月開催)の中で、愛知県信用保証協会総合相談室課長、日本政策

金融公庫豊橋支店支店長、同融資課長を講師に招いて融資制度勉強会を実施した。また、伴走型補助金

を活用して、現在、WEB デザイン、チラシ等の販促物制作に必要な具体的スキルを 6 名の経営指導員

と一般職員が研修会に参加し、IT スキル向上に繋げている。 
評価委員会からは、義務研修以外にも積極的に研修を行っている点、また研修における情報を共有で

きる体制が築かれている点は高く評価される。今後も、経営指導員の質的な向上が図れる取り組みを継

続していかれるよう期待する、と評価を受けている。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
第 2 期計画では、第 1 期計画の取り組みに加え、一般職員も含めた支援能力向上に努め、評価委員会

の意見も踏まえ、経営指導員等個々の職員が保有する支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の

分析結果等を組織内で共有する体制を構築する。 
 
＜事業内容＞ 
第 1 期計画の改善では、経営指導員のみでなく、一般職員も含めた支援力向上を目指し、支援ノウハ
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ウのほか、小規模事業者の経営状況の分析結果等、支援に有用なデータ情報の共有化と IT 支援スキル向上

のための研修を拡充する。 
 
〈1〉 経営指導員研修《継続》 

経営指導員11名は、毎年、愛知県商工会議所連合会、愛知県商工会連合会が実施する年間36
時間以上（6日間）の下記研修に参加する。 

 
＊研修内容 
a 一般コース（6時間） 
最近の経済動向及び当面する経済等に関する課題、地域の小規模事業者を中心とした中小企

業を取り巻く経営環境、県等の講じている中小企業施策等について、概括的に紹介する内容。 
b 特別コース（6時間×5日） 
経営指導員の行う経営指導に関連する経営、税務、金融、労務等の各分野の専門的な知識及

び小規模事業者支援事業の実施に当たって必要とする専門的な知識の付与を図る内容。 
 
また、経営指導員を中心に当所が開催する経営支援に役立つ各種講習会、講演会、セミナーに

積極的に参加させるほか、愛知県産業労働部が三河地域の経営指導員向けに実施している実践型

支援人材研修会に参加させる。 
愛知県、日本商工会議所が主催する経営指導員向け研修の参加に加え、各種中小企業支援機関

が主催する「経営力向上セミナー」等や中小企業大学校の主催する研修に、職員及び経営指導員

が積極的に参加することで、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。 
 
〈2〉 OJT・勉強会《継続＋拡充》 

毎月、経営指導員・補助員打合せ会を開催し、組織内で経営指導のノウハウを共有している。

第2期計画では、各経営指導員が、現在、伴走して支援している小規模事業所の指導内容の経過

を打合せ会にて報告を行い、共有するようにする。 
経験値の低い経営指導員、一般職員については、マル経資金貸付、小規模持続化補助金の申請

手続き等において、ベテラン経営指導員とチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、指

導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、OJTにより伴走型の支援能力の向上を図る。 
また、日本政策金融公庫や愛知県信用保証協会等の職員を講師として各機関の融資制度の勉強

会を実施し、経営指導員の金融知識のさらなるレベアップを図る。 
当所では経営指導員の自己研鑽により、3名の指導員が中小企業診断士、1名の一般職員が社

会保険労務士の資格を有し、小規模事業者の専門的な各種相談に対応している。さらに、他の指

導員、一般職員にも自己研鑽による資格取得を奨励し、組織全体でのレベルアップを図る。 
また、伴走型補助金を活用して、現在、WEBデザイン、チラシ等の販促物制作に必要な具体的ス

キルを6名の経営指導員と一般職員が研修をしている。今後も職員のITスキル向上のための研修会へ

参加をさせ、小規模事業者への伴走型支援である“事業計画策定からその具体化まで一貫した支援”

ができるようなITスキルアップに努める。 
 
〈3〉 専門家と連携による OJT《継続＋拡充》 

小規模事業者に対する専門家派遣を、支援ノウハウを習得する有益なOJTと位置づけ、経営指導員

等が必ず同行するほか、同行訪問時の指導内容や応対方法などを打合せ会などで共有することで、組

織全体の支援スキルの向上を図る。 
※ 現在実施されている、当所ビジネスサポートセンターの専門家派遣、ミラサポの専門家派遣、名

古屋商工会議所の専門家派遣制度（エキスパートバンク）において、経営指導員等が必ず同行、

同席し、専門家が実施する経営課題に対する支援及び支援対象事業者との対話を指導現場で体験

することで、相談対応の向上を図る。 
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〈4〉 支援ノウハウ等の共有体制の構築《継続＋拡充》 
指導能力の向上・均質化、人事異動時の円滑な引き継ぎ等のための取り組みとして、指導内容を

経営支援員のノウハウとして共有し蓄積する。具体的には、指導対応の都度、カルテを作成すると

ともに、TOAS システム（日本商工会議所が開発した事業所管理システム）を使って共有化をする

ことにより、小規模事業者の概要、これまでの経営指導内容、課題解決内容等については、経営指

導員、補助員、一般職員を含めて全員が閲覧できるようにしてきた。 
今後は、経営の概況や課題、アドバイスの内容など、詳細部分についてもTOASシステムに記録

することで、指導ノウハウの蓄積や指導内容のバラつきを防ぐ。 
さらに、小規模事業者の経営分析、事業計画策定を実施した経営指導員等は、経営支援状況や経

営分析結果、事業計画策定等の策定の状況をTOASシステムに入力し、その策定した結果のファイ

ルの所在を記載し情報を蓄積、内容を閲覧できるようにする。 
このことにより、小規模事業者から相談があった場合、どの職員も即時にこれまでの支援状況、

経営の状況が閲覧でき、各種相談、支援が効率よく対応できるようになり支援力向上に繋がる。 
 
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 
 
＜第1期計画における取組と成果＞ 
評価委員会より、当該年度の経営発達支援計画説明と当該年度の事業実施報告に基づいて、本年度事

業の評価と次年度事業への意見をもらい、次年度事業に活かしている。 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
第 2 期計画においても継続して評価委員会からの意見を活かし、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・情報開示を行う。 
また、第 1 期計画時には事業評価と見直しのみであったが、第 2 期計画からは評価委員会の評価を各

部、課、グループ、経営指導員、職員の次年度の事業計画の策定、目標管理に活かす。 
 
〈1〉 事業評価の仕組み《継続》 

会頭の指名により、外部有識者として、小規模事業者の経営実態に詳しい中小企業診断士、税理

士、社会保険労務士などの専門家や大学教授といった有識者等の委員をもって構成する「経営発達

支援計画評価委員会」（以下、委員会）を設置する。 
委員会は、毎計画年度において中間（10 月頃）と年度末（2 月頃）の 2 回を開催する。事務局

より事業の実施状況の報告を受け、年度末に下記各項目 10 点満点（9 項目 90 点満点）の事業の評

価と、各項目に関する各評価委員からの意見を聴取し、成果の評価・見直し案の提示を行う。 
 

評価項目 評価点

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

1.地域経済の活性化に資する取り組みに関すること

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
2.経営指導員等の資質向上等に関すること

評価点合計（9項目90点満点）⇒

Ⅰ.経営発達支援事業の内容

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み
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〈2〉 事業見直しの仕組み《継続》 
委員会による成果の評価や見直し案に基づき、正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決

定し翌年度の計画や予算、経営支援体制などに反映する。 
会頭は、委員会委員に対し、正副会頭会議へのオブザーバー出席を要請し、小規模事業者を取り

巻く経営環境や抱えている経営課題等についての説明を求める。 
また、年度途中であっても小規模事業者に対し迅速に対応すべき喫緊の課題がある場合、会頭は

正副会頭会議の決議を経て、緊急的事業を柔軟かつ速やかに展開実施する方針を立てる。 
 
〈3〉 結果の承認及び情報開示《継続》 

事業の成果・委員会の評価結果・見直しされた事業については常議員会へ報告し、承認を受ける

ものとし、承認後速やかに当所ホームページに掲載し、本計画期間中公表する。 
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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 29 年 10 月現在） 
（1）組織体制 

総務部長 業務推進部長 企画振興部長 　所長
総務課 4名 業務推進課 2名 企画振興課 4名 人財サポートグループ 5名
経理課 3名 ビル運営課 5名 経営革新サポートグループ 6名

経営支援グループ 4名

常務理事 兼 事務局長 常務理事

専務理事

（一般職員8名） （一般職員7名、補助員1名） （一般職員5名）

ビジネスサポートセンター
（職員数16名）

（経営指導員11名、補助員2名、一般職員3名）

総務部
（職員数8名）

業務推進部
（職員数8名）

企画振興部
（職員数5名）

 
当所組織は、議員関係や職員人事、経理等の事務を総括する総務部、会員管理や会館ビル、各種設備

保守を行う業務推進部、地域インフラ整備促進や観光振興を行う企画振興部、小規模事業者の経営支援

を行うビジネスサポートセンターの 4 つの部署で構成している。 
ビジネスサポートセンターでは、支援分野毎に専門グループを設け、各グループにリーダーを置いて

いる。人財サポートグループでは、企業の組織・人事・労務面の支援を担い、経営革新サポートグルー

プでは、創業から事業承継に至る各ライフステージにおける事業計画の策定と実行を全般的にサポート

し、経営支援グループでは、専門家ネットワークの構築や連携機関との調整、経営支援事務を総括して

いる。 
全職員数は、40 名（内訳：役員 3 名、経営指導員 11 名、補助員 3 名、一般職員 23 名）。 
職員のうち、有資格者は以下の通り。 

資格 人数 配属先 
中小企業診断士 3 名 ビジネスサポートセンター 
社会保険労務士 1 名 総務部 

本計画に係る事業は、会議所全体で取り組むが、上記組織図の赤枠内の部署を中心に以下の通り実施

する。 
経営発達支援事業は、ビジネスサポートセンターの所長を統括とし、ビジネスサポートセンターの 3

グループ（人財サポートグループ、経営革新サポートグループ、経営支援グループ）が横断的連携によ

り実施し、一部の地域活性化事業については企画振興部が実施する。 
 
（2）連絡先 

豊橋商工会議所 ビジネスサポートセンター 
〒440-8508 愛知県豊橋市花田町字石塚 42-1 
TEL：（0532）53-7211 FAX：（0532）53-7210 
URL：http://www.toyohashi-cci.or.jp 
e-mail：kaigisho@toyohashi-cci.or.jp 
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（別表３） 

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位 千円） 

 平成 30 年度 
（平成 30 年 4 月以降） 平成 31 年度 平成 32 年度 

必要な資金の額 10,000 10,000 10,000 

 

① 講習会・セミナ

ー開催費 5,000 5,000 5,000 

② 事業計画の策

定・実施支援 1,000 1,000 1,000 

③ 委員会開催費 300 300 300 

④ 調査費 1,000 1,000 1,000 

⑤ 販路開拓支援

費 2,000 2,000 2,000 

⑥ 専門家活用支

援費 700 700 700 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

 

調達方法 

・国補助金 

・愛知県補助金 

・豊橋市補助金 

・事業委託費 

・会費 

（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． 経営状況分析 ······················ 個別相談 
2． 事業計画策定支援 ················ 個別相談、セミナー 
3． 創業支援・事業承継支援 ······· 個別相談、セミナー 
4． 販路開拓支援 ······················ 商談会、ビジネスマッチング、IT 活用支援 

連携者及びその役割 

1. 連携者： 豊橋信用金庫（事業支援部副部長 宮川直樹氏）、日本政策金融公庫豊橋支店（融資課長 月
東康典氏）、豊橋市（産業部商工業振興課長 坂神浩氏、産業政策課長 足立敬市氏）、㈱

サイエンス･クリエイト（第１事業部長 森高朋樹氏）、愛知県よろず支援拠点豊橋サテ

ライト（チーフコーディネーター 松井督卓氏）、（公財）あいち産業振興機構（経営支

援部 経営アドバイス第一グループ課長 藤重一弘氏） 
2. 連携先〔連絡先／役割〕 
 豊橋信用金庫 理事長 山口進氏〔〒440-8603 豊橋市小畷町 579／金融面を中心とした個別相

談、情報提供、セミナー、商談会、ビジネスマッチングへの協力・支援〕 
 日本政策金融公庫豊橋支店 支店長 小川泰氏〔〒440-0806 豊橋市八町通二丁目 15／金融面を

中心とした個別相談、情報提供、セミナー、商談会、ビジネスマッチングへの協力・支援〕 
 豊橋市 市長 佐原光一氏〔〒440-8501 豊橋市今橋町１番地／創業支援を中心とした個別相談、

情報提供、各種事業への協力・支援〕 
 ㈱サイエンス･クリエイト 代表取締役社長 吉川一弘氏〔〒441-8113 豊橋市西幸町字浜池

333-9／販路開拓・新産業創出を中心とした個別相談、情報提供、セミナー、専門家派遣、各

種事業への協力・支援〕 
 愛知県よろず支援拠点豊橋サテライト チーフコーディネーター 松井督卓氏〔〒440-0888 豊

橋市駅前大通二丁目 33-1 開発ビル 4F／IT 活用・販路開拓を中心とした個別相談、情報提供、

専門家派遣、各種事業への協力・支援〕 
 （公財）あいち産業振興機構 理事長 森鋭一氏〔〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38

／事業承継支援を中心とした個別相談、情報提供、セミナーへの協力・支援〕 
連携体制図等 

 

豊橋商工会議所
小規模事業者の
経営力向上

小規模
事業者

豊橋信用金庫
相談・情報提供・セミナー・
マッチング事業への協力

日本政策金融公庫 豊橋支店
相談・情報提供・セミナー・
マッチング事業への協力

㈱サイエンス・クリエイト
相談・情報提供・セミナー・

専門家派遣・各種事業への協力

豊橋市
相談・情報提供・
各種事業への協力

相

談

伴
走
支
援

（公財）あいち産業振興機構
〔あいち事業承継ネットワーク〕

相談・情報提供・
セミナーへの協力

愛知県よろず支援拠点
豊橋サテライト
相談・情報提供・

専門家派遣・各種事業への協力

連携
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