
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

碧南商工会議所 

（法人番号１１８０３０５００５１３９） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

地域の小規模事業者の魅力アップを図り、消費者や取引先事業者にとって価値ある存

在に高め、小規模事業者の事業の持続的発展のための支援を行う。 
 

①持続的発展のための出発点である自社が「何で儲かっているか」、「なぜ経営が厳しいの

か」など小規模事業者自身に現状を認識してもらうように経営状況の分析を支援する。 
②小規模事業者に経済動向や需要動向を踏まえた事業計画に基づく事業経営の必要性に

ついて認識してもらえるように経済動向や需要動向を分析し、効果的な情報として提

供するとともに、事業計画策定を支援する。 
③事業計画策定後の事業計画の遂行支援及び事業計画の更なる磨き上げや見直しなど個

社の状況に応じた支援をする。 
④小規模事業者の持続的発展のため「売上」「利益」に直結する新たな需要開拓の機会を

提供し、販路開拓を効果的に行えるように支援する。 
⑤地域の魅力向上のため地域全体で取組む防災力向上支援やにぎわい創出事業を推進する。 

事業内容 

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 

地域の小規模事業者を取り巻く現状と課題について情報把握し、小規模事業者に対

する支援施策の展開に活用するとともに、小規模事業者の事業計画策定の際の参考と

して活用するために行います。 

２．経営状況の分析に関すること 

 小規模事業者自身に、自社が「何で儲かっているのか」、「なぜ経営が厳しいのか」

など、自社の現状を把握し、認識してもらうために経営状況の分析支援を行います。

３．事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者の自立的かつ持続的な発展のため、地域経済動向調査や経営分析、需

要動向調査を活用して需要を見据えた事業計画の策定支援を行います。 

４．事業計画策定支援後の実施支援に関すること 

定期的に巡回訪問し、伴走型で事業計画の遂行支援を行うとともに、外部・内部環

境などの変化により、事業計画の見直しや、さらなるブラシュアップも含めた支援を

行い、小規模事業者の持続的発展を目指します。 

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者にとって、需要動向を見据えた事業計画の策定や効果的な販路拡大に

有効な情報を提供する支援を行います。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 小規模事業者の「売上・利益」に直接結びつく以下の事業を行います。 

 ①新規取引先開拓支援事業 

  ア．ものづくりフェア事業  イ．展示会出展支援事業 

  ②新規消費者開拓支援事業 

   ア．一店逸品運動による発表会・展示会事業 イ．お店めぐりツアー事業 

   ウ．消費者参加型寺子屋事業 

連絡先 

碧南商工会議所中小企業相談所 

所在地：447-8501 愛知県碧南市源氏神明町９０番地 

ＴＥＬ：０５６６－４１－１１００ 

ＦＡＸ：０５６６－４８－１１００ 

ＵＲＬ：http://www.hekinancci.or.jp/ 

E-mail :info@hekinancci.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 
愛知県碧南市は、県庁所在地の名古屋市から４０Km 圏内に位置し、東西約８Km、南北１２Km

で総面積は、３５.８６平方 Km である。北は愛知県唯一の天然湖沼である「油ケ淵」、東は一

級河川である「矢作川」、西・南は国が指定した全国４３港の重点港湾の一つである「衣浦港」と、

周囲を水に囲まれている。地形的には標高１０ｍ程の碧海台地と矢作川沖積地からなる平坦地である。

碧南市の誕生は昭和２３年。新川・大浜・棚尾・旭の４か町村が合併し、愛知県で第１０番目の

市となった。そして、昭和３０年には明治村大字西端を合併。昭和３２年に衣浦港が重要港湾の指

定を受けてからは、大規模な臨海用地の造成がされ、現在の市域が形成され、臨海工業地域を中心

にめざましい発展を続けている。 

現在の人口は、７万人を超えているが、平成２０年をピークに近年は減少傾向にある。さらに、

年少人口（０～１４歳）と老年人口（６５歳以上）の総人口に対する割合に至っては、平成１７年

にすでに逆転しており、生産年齢人口（１５歳～６４歳）も減少傾向にある。 
 

                      碧南市の人口推移 

年 男性 女性 合計 

平成 27 年 36,652 35,007 71,659 

平成 26 年 36,621 35,109 71,730 

平成 25 年 36,801 35,358 72,159 

平成 20 年 38,016 36,076 74,092 

平成 15 年 35,575 34,554 70,129 

平成 10 年 34,500 33,720 68,220 

平成 5年 34,189 33,596 67,785 

平成元年 32,878 32,672 65,550 
                 

年齢別人口 平成２７年１２月３１日現在 
 

          

          

年齢 男性 女性 合計 構成比率 

 ０～ ９ 3,425 3,198 6,623 9％ 

１０～１９ 3,977 3,608 7,585 11％ 

２０～２９ 4,837 3,799 8,636 12％ 

３０～３９ 5,013 4,203 9,216 13％ 

４０～４９ 5,583 4,940 10,523 15％ 

５０～５９ 4,359 4,145 8,504 12％ 

６０～６９ 4,591 4,383 8,974 13％ 

７０～７９ 3,117 3,650 6,767 9％ 

８０～８９ 1,750 3,081 4,831 6％ 

計 36,652 35,007 71,659 100％ 
 

矢作川 
（河川） 

油ケ淵 
（湖沼） 

衣浦港 
（海） 
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２．商工業の現状 
 

・商工業者数は、３,０５９社であり、うち小規模事業者数は２,４０７社である。（経済センサスより）

その中でも、製造業（２４.６％）、卸・小売業（２１.６％）、建設業（１４.２％）で全体の約６割を

占めている。 

 ・平成２１年と平成２４年の経済センサスを比較すると、小規模事業者２０３社が減少した。 

減少分の約６割（▲１５３社）を、製造業、卸・小売業、建設業が占めている。 

特に、卸・小売業（▲８３社）の減少が顕著である。 
          （経済センサスより）   

 

平成２１年経済センサス 平成２４年経済センサス 小規模事業者 

商工業者数 小規模事業者数 商工業者数 小規模事業者数 比 較 増 減 業 種 割 合

農業，林業 6 5 5 5 0 0.2％

漁業 1 1 1 1 0 0.04％

鉱業，採石業，砂利採取業 3 3 3 3 0 0.1％

建設業 390 374 357 342 ▲ 32 14.2％

製造業 748 631 711 593 ▲ 38 24.6％

電気・ガス・熱供給・水道業 5 3 5 3 0 0.1％

情報通信業 10 10 8 8 ▲  2 0.3％

運輸業，郵便業 81 58 86 57 ▲  1 2.4％

卸売業，小売業 845 604 764 521 ▲ 83 21.6％

金融業，保険業 52 44 50 42 ▲  2 1.7％

不動産業，物品賃貸業 153 148 135 131 ▲ 17 5.4％

学術研究，専門・技術サービス業 109 82 98 73 ▲  9 3.0％

宿泊業，飲食サービス業 315 199 300 193 ▲  6 8.0％

生活関連サービス業，娯楽業 255 228 240 217 ▲ 11 9.0％

教育，学習支援業 114 94 101 82 ▲ 12 3.4％

医療，福祉 56 50 57 50 0 2.1％

複合サービス事業 10 6 10 7 1 0.3％

サービス業（他に分類されないもの） 109 70 128 79 9 3.3％

合計 3,262 2,610 3,059 2,407 ▲203 

 
【工業と商業の概要】 

当地域は温暖な気候と風土に恵まれ、窯業、鋳物、醸造などの伝統産業と近代的な輸送用機器関

連産業などが内陸部と臨海部にバランスよく立地している。 

伝統・地場産業品としては、恵まれた原料（良質な粘土の採掘）と技術を活かした瓦、陶土器等

の窯業製品、伝統の味を生かしつつ近代的要素を加味した味淋、清酒、みそ、しょうゆ等の醸造製

品、輸送用機器、産業用機械等の鋳物製品があり、地域経済の中枢をなしてきた。 

一方、臨海部においては、昭和３２年の衣浦港の重要港湾指定以来、港湾施設、工業用地の整備

が進められ、輸送用機械器具製造業であるトヨタ自動車、系列自動車産業や鉄鋼・食品産業、そし

て石炭火力としては国内最大、世界でも最大級の出力４１０万ＫＷの火力発電所（中部電力碧南火

力発電所）など２２５社の企業が進出し、操業をしている。 

近年特に当地域がトヨタ自動車の工場が集積する西三河地域に属していることから、輸送用機械

器具製造業、いわゆるトヨタ自動車の城下町としての自動車産業を中心とする２次、３次下請けな

どの製造業が当地域の工業の中核を形成している。 

反面、地場産業である瓦産業では、瓦の使用量が少ない建築様式の普及などで生産量は年々落ち込み、

メーカー数は激減した。瓦工業組合の組合員数は１９７０年の１２２社から、２８社まで減っている。
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当地域の商業は、当市の人口の伸率の低下とともに市周辺が海、川、湖沼に囲まれていることに

より、地域外からの消費者の流入が難しく、閉鎖的商圏が形成され、保守的な商業活動が行われて

いる。近年、モータリゼーションの進展により、当地域周辺の大型ショッピングモール、地域内の

大型店、フランチャイズ店、コンビニエンスストア、ドラッグストアやネットショッピングの台頭

により厳しい競争にさらされている。さらに消費者の嗜好の変化・多様化に対応できず苦慮してい

るのが現状である。このような中、年々商店数は、減少傾向となっている。 

また当地域には、現在４商店街振興組合と１１任意団体のあわせて計１５の商店街が市内に組織さ

れているが、いずれの商店街も加盟店数の減少により商店街組織としての維持も厳しい状況である。
 

【碧南商工会議所の会員数の推移】 

 ・会員数 １，７３８事業所（組織率：５６．８％）（H27.12.31 現在） 

 ・当所会員数は、平成１１年の２，２８８事業所をピークに減少傾向である。 

退会理由に占める廃業割合は、５０％以上で推移している。 

※１ 平成２５年の部会再編により、合併：食品・醸造部会となる。 

※２  平成２５年の部会再編により、合併：繊維部会となる。  
【碧南市商店街連盟組合員数の推移】 

卸・小売業の減少と同じく、商店街組合員数も減少傾向に歯止めがかからない状況が続いている。

現在、１５ある商店街（振興組合、任意団体含む）の維持も困難になりつつある。 

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

組合員数 896 871 814 757 744 719 699 

（碧南市商店街連盟構成団体数:４商店街振興組合、１１の任意団体の計１５商店街による組織）
 

 

３．地域の課題 

地域の工業関係小規模事業者は、大企業（親企業）の下請企業（２次、３次）が多い。従来は大

企業の獲得した市場の恩恵を享受すればよかったが、近年、大企業のグローバルな展開により「地

消地産」の考えから、大企業と下請企業との相互依存関係は希薄化してきている。今後、当地域の

下請の立場にある多くの小規模事業者も親企業の動向に左右されることなく、独自の技術・生産方

法・開発力・営業力など駆使し、市場にアプローチしていくことが必要となってくる。 
また、当地域が周囲を水（海・川・湖沼）に囲まれ、標高が１０ｍ程の平坦地であるため、東

日本大震災後、「地震＝津波」という意識が持たれるようになり、取引先企業から災害等における

事業の継続性に懸念をもたれることが課題である。 

部  会  名 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度  

窯 業 部 会 76 73 73 69 67 65 64

機械金属部会 419 401 394 386 375 374 362

醸 造 部 会 15 15 15 15

189 189 193 ※１食品工業部会 64 62 63 60

食品商業部会 124 122 118 113

繊維工業部会 9 10 9 9
48 43 42 ※２

繊維商業部会 46 44 42 40

建 設 業 部 会 380 368 357 347 338 344 334

交通運輸部会 114 116 116 115 113 109 109

理 財 部 会 126 123 126 125 129 134 129

雑 貨 部 会 282 275 265 263 263 263 273

サービス業部会 236 228 224 224 223 227 232

合  計 1,891 1,837 1,802 1,766 1,745 1,748 1,738
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地域の商業関係小規模事業者は、近年地域内人口が減少する中、地域内の大型店、コンビニエン

スストア、ドラッグストアなど資本力のある店舗との消費者の獲得競争に苦慮し、さらに、周辺地

域の大型ショッピングモール、大型専門店などに地域内の消費者が流出していることが課題であ

る。 
 
４．碧南商工会議所の役割 

これまでの支援は、税務、記帳指導や、事業者からの融資、労務相談等に対し受け身で、かつ各々

対処療法的に対応するのみであったが、今後の当所は、「地域の概要」、「商工業の現状」、「地域の

課題」を踏まえ、個々の小規模事業者に寄り添い、伴走型支援により個々の小規模事業者の経営課

題に向き合い、解決に向け、事業計画に基づく経営の推進と、新たな需要開拓に向けた支援を通し

て、個社の売上、利益の向上に直接コミットし、小規模事業者の経営基盤の強化の支援を行うこと

を役割とする。 
  多様な小規模事業者の支援を可能とするため、当所経営指導員等の資質向上を図るとともに、地

域唯一の経済団体として、地域全体で小規模事業者を支援するための体制づくりを行うことも役割

とする。地域で小規模事業者を支援する体制づくりの第一歩として「碧南市中小企業支援機関」を

平成２７年１０月５日に立ち上げた。さらに平成２８年１月２７日に新たに商工組合中央金庫熱田

支店を加え、支援体制への連携強化を図った。 
【碧南市中小企業支援機関】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

碧南市中小企業支援機関（碧南商工会議所、碧南市、日本政策金融公庫岡崎支店、商工組合中央金庫熱

田支店、碧南市内金融機関にて構成）は、碧南市における中小企業・小規模事業者等（起業・創業を目

指す者を含む）の経営基盤の強化、創業や新たな事業活動への取り組み、国際化・情報化への対応、

知的財産権の活用等において中小企業・小規模事業者等の支援を促進し、地域経済の活性化を図るこ

とを目的とするために業務提携を結んだ機関。 
 

【碧南市内金融機関 ２０店】 

・愛知銀行碧南支店  

・十六銀行碧南支店 

・三菱東京ＵＦＪ銀行碧南支店 

・名古屋銀行碧南支店 

・岡崎信用金庫（新川支店・碧南支店・碧南中央支店） 

・碧海信用金庫（碧南支店・碧南中央支店・北新川支店） 

・西尾信用金庫（碧南支店・辻支店）  

・愛知県中央信用組合（本店・旭支店・大浜支店・棚尾支店・辻支店・西端支店・新川出張所・碧南駅前出張所） 
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５．小規模事業者への中長期的な振興のあり方 

平成２０年度をピークに人口減少傾向にある当地域の持続的発展のためには、市内事業者のうち

約８割を占める小規模事業者の振興なくしては考えられない。そこで、小規模事業者を取り巻く状

況や抱える課題等を抽出し、その課題を解決する方策や、小規模事業者にとって直接「売上」「利

益」に繋がる支援が必要である。そのためには、当所として、小規模事業者に寄り添う伴走型支援

による小規模事業者との顔の見える関係、信頼関係の構築により、小規模事業者の独自性の発揮、

雇用、付加価値の向上といった小規模事業者の新たな価値を掘り起こし、事業者の持続的発展を支

援し、その活力を最大限発揮できるような舞台を用意することが、今後の小規模事業者の振興とし

て目指すべき方向性であると考える。 
当所としての、小規模事業者への中長期的な振興の基本的目標としては、沿岸部に位置し、四方

を水（海、川、湖沼）に囲まれる閉鎖的な環境の中でいかに地域内の小規模事業者の魅力を創出し、

地域内からの消費者の流出を止め、逆に地域外からの消費者の獲得を目指すことが当地域における

小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方である。 
 

地域唯一の総合経済団体である当所が小規模事業者支援の中心となり、碧南市、碧南市中小企業

支援機関などと連携を図り、小規模事業者の持続的発展のため、直接的に「売上」、「利益」に貢献

する支援施策と同時に小規模事業者の持続的発展を縁の下から支える支援を総合的に展開してい

く。 
 

現
状 

・地域外からの消費者の流入が難しい 

・地域外へ消費者が流出している 

・取引先からの大規模災害時の事業継続への懸念 

・親企業の動向に左右されやすい下請け企業 

・地域内の人口減少（地域の需要減少） 

  

目
標 

・地域内外の消費者にとって魅力ある小規模事業者の創出 

   →地域外からの消費者の流入増加へ・地域内の消費者の他地域への流出減少へ 

・地域全体での防災力向上（地域連携ＢＣＰ展開） 

→「災害に強い地域」のブランド化により、 

取引先企業からの事業継続への懸念を払拭 

・下請からの脱却、提案型下請け企業への進化 

→親企業の動向に左右されることない自社発信の新たな需要開拓 

・地域経済の活性化 

→地域の潜在的な需要を掘り起こす取組み 

地域の賑わい創出による魅力あるまちづくり 
 
 

 

 
 

 

中長期的振興ビジョン 



６ 
 

 
６．小規模事業者振興の目標 
「３．地域の課題」、「４．碧南商工会議所の役割」、「５．小規模事業者への中長期的な振興のあり方」

を踏まえ、地域の小規模事業者の魅力アップを図り、消費者や取引先事業者に対して、価値のある存

在に高めて、事業の持続的発展を目指す。持続的発展のためには、国・県・碧南市・碧南市中小企業

支援機関等と連携を図り、基本的な考え方を共有する中で、小規模事業者の振興に携わることが重要

であり、地域総合経済団体である碧南商工会議所がその中心となって経営発達支援事業として、下記

①～⑤の事業を推進する。 
 

 

①持続的発展のための出発点である自社が「何で儲かっているか」、「なぜ経営が厳しいのか」など

小規模事業者自身に現状把握の必要性を認識してもらうように経営状況の分析を支援する。 

 

②小規模事業者に経済動向や需要動向を踏まえた事業計画に基づく事業経営の必要性について認

識してもらえるように経済動向や需要動向を分析し、効果的な情報として提供するとともに、事

業計画策定を支援する。 

 

③事業計画策定後の事業計画の遂行支援及び事業計画の更なる磨き上げや見直しなど個社の状況

に応じた支援をする。 

 

④小規模事業者の持続的発展のため「売上」「利益」に直結する新たな需要開拓の機会を提供し、

販路開拓を効果的に行えるように支援する。 

 

⑤地域の魅力向上の為に、地域全体で取組む防災力向上支援や、にぎわい創出事業を推進する。 
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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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

現状、当所では地場・伝統産業である窯業・鋳物関係の業界の景況感を把握するため、それぞれ

の業界団体を対象に、毎月「ＬＯＢＯ調査」を実施している。 

また、管内企業の実態調査として、「碧南市内モデル賃金調査」、「碧南市中小企業経営動向調査」

を碧南市、愛知県経営者協会碧南支部と連携して実施している。 

調査結果を分析し、当所会報誌、市広報などを通じて情報提供を行っているが、これらの調査は

会議所会員全体を対象とするものであるため、経営発達支援計画の支援対象である小規模事業者の

経済動向を把握できるものではない。また、情報提供や調査結果の活用について巡回指導等の支援

策と連動性が無く、小規模事業者の支援で活用しきれていないのが現状であり課題である。 

 

（目標・改善） 

小規模事業者に対する適切な指導を行うために、個社の実態や地域の状況を把握する調査を実施

する。既に実施している実態把握調査を継続して活用し、小規模事業者の個社支援につながる調査

項目の追加等改善を図る。また、新たに小規模事業者を取り巻く現状や課題を把握する調査を経営

指導員の巡回支援とも連動して行う。さらに、情報提供の拡大を図り、後述する個社支援（経営分

析、事業計画策定支援など）の基礎資料として活用するため、小規模事業者に調査・分析結果をフ

ィードバックする改善を加える。 

 

（実施事業） 

１．碧南市内モデル賃金調査（年１回）【既存事業】 

概 要 管内事業所の毎年４月時点における賃金額、賃金伸び率、労働条件などの調

査・分析を行う。 

対 象 市内事業所４月時点の賃金 

業 種  全業種 

項 目 所定内賃金（基本給、役職級及び管理職手当、特殊勤務手当、能率給、 

精皆勤手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、物価手当等） 

所定外賃金（残業手当、宿直手当等） 

調査方法 会員：会報誌に同封（回収：郵送・ＦＡＸ）非会員：巡回によるヒアリング 

分析方法 業種別比較、経年比較、経営指導員等による分析 
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２．碧南市中小企業経営動向調査（年１回）【既存事業】 

概 要 管内事業所の毎年１０月時点における地域内の経済動向の調査・分析を行う。

（前年同月との対比） 

対 象 市内事業所１０月時点の前年との比較。 

業 種  全業種 

項 目 売上高、純利益、受注状況、在庫状況、売上単価、資金繰り、従業員数、 

採用状況、企業間競争状況、現在の経営課題など 

調査方法 会員：会報誌に同封（回収：郵送・ＦＡＸ）非会員：巡回によるヒアリング 

分析方法 業種別比較、経年比較、経営指導員等による分析 

 

３．小規模事業者経済動向調査（年４回）【新規事業】 

概 要 支援対象者である小規模事業者に調査対象を絞った経済動向調査・分析 

対 象 業種別に選定した管内の小規模事業者（８０事業所） 

業 種  製造業・建設業・小売業・飲食業・サービス業 

項 目 事業所景況について （現状・見通し、売上・仕入の状況など） 

経営問題について  （事業承継、後継者、第２創業、取引状況、資金繰りなど）

支援要望について  （補助金、助成金など） 

調査方法 経営指導員による巡回ヒアリング調査 

５・８・１１・２月の年４回小規模事業者を対象に行う。 

・年間８０事業所：各月２０事業所×４回 

・各月２０事業所：各経営指導員５社×４名（経営指導員） 

分析方法 業種別比較、定点比較、経営指導員・中小企業診断士による分析 

 

４．商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査（毎月）【既存事業】 

概 要 日本商工会議所のネットワークを活用して各地域の景況感を調査・分析 

対 象 地場・伝統産業の組合員 

業 種  鋳物関連企業、窯業関連企業 

項 目 売上、採算、仕入単価、従業員、業況、 

資金繰りについての現状と２～３ヶ月先の見通し 

調査方法 ＦＡＸによる送付・回収 

分析方法 全国同調査結果による業種別比較、定点比較 
 

 

５．調査報告書の情報提供事業【既存事業の改善】 

上記の調査結果を報告書として取りまとめ、当所の会員企業に情報提供するとともに、非会員の

小規模事業者には経営指導員の巡回時に調査報告書を配布して情報提供を行う。 

小規模事業者と経営指導員との接点を増やし、様々な課題抽出に繋げ、一貫性のある支援を目指

す。また、新たに碧南市広報への概要版記事掲載、当所ホームページにて報告書の閲覧を可能とす

るよう改善を加えて情報提供の拡充を行う。 

 

（調査結果の活用） 

各種調査により、地域経済動向の把握、小規模事業者の課題抽出、雇用状況など小規模事業者の

実態を把握し、事業経営の判断及び経営分析や事業計画策定の基礎資料として活用する。 
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（目標数値） 

内 容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

碧南市内モデル賃金調査回数 １ １ １ １ １ １

碧南市中小企業経営動向調査回数 １ １ １ １ １ １

小規模事業者経済動向調査回数 未実施 ４ ４ ４ ４ ４

商工会議所ＬＯＢＯ調査回数 １２ １２ １２ １２ １２ １２

小規模事業者経済動向調査による 

ヒアリング対象事業所数 
未実施 ８０ ８０ ９６ ９６ ９６

情報提供事業所数（巡回型概要説明） 未実施 ２００ ２００ ２４０ ２４０ ２８０

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

これまで巡回・窓口での金融相談・税務相談時に営業利益率や損益分岐点など、短期的視点での

簡易な経営分析を行う程度であった。小規模事業者の事業の持続的発展という中長期的視点に立っ

た経営分析はしておらず、小規模事業者自身も自社の強み・弱みといった基本的な自社の現状把握、

正確な経営分析に立脚した中長期計画に基づく事業経営の必要性についての認識不足が課題であ

ると思われる。 

 

（目標・改善） 

 中長期的視点で事業経営を行うという認識を高めるために、経営指導員及び碧南市中小企業支援

機関職員が連携して、自社の客観的な現状を把握する経営分析に取り組もうとする小規模事業者を

掘り起こすことから始める。小規模事業者の事業の持続的発展という中長期的視点に立った経営分

析を行うように改善する。事業者にとって今後の事業経営の基盤を見直す指針を示すとともに、伴

走型で支援することで、小規模事業者にも経営分析に必要な知識とスキルを身につけてもらうこと

も目標の一つとする。 

 

 

（実施事業） 

１．経営分析セミナーの開催 

  経営分析に取り組む動機付けを行うために、地域の小規模事業者すべてを対象に事業経営を継続

していくためにいかに経営分析が必要であるか、経営分析の活用方法などについて認識してもらう

セミナーを開催する。 

 

２．経営分析対象者の掘り起こしと経営分析の実施 

  経営指導員の巡回訪問や窓口相談時に、経営分析対象事業者の積極的な掘り起こしを行う。小規

模事業者が事業計画を策定することの意義・効果について説明し、経営分析を行うことの必要性を

説明する。 
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また、経営分析対象事業者の積極的な掘り起こしの際、経営指導員及び碧南市中小企業支援機関

職員によるヒアリング調査を行う。ヒアリング調査については、簡易な経営分析を可能とする共通

のヒアリングシートを今後作成し、小規模事業者の定量データ及び定性データを聴取、蓄積し、簡

易な経営分析をする仕組みを構築し、小規模事業者の経営実態の把握に努める。 

より高度な経営分析が必要である場合、当所専門相談員（中小企業診断士）などと連携して、専

門的な知見からのアドバイスをもらいながら経営分析を実施する。更に既存の税務・経理指導を活

かし、継続的に財務状況をヒアリングできる記帳継続支援対象者に対して、経営分析・財務分析の

重要性を説明して新たな経営分析対象者の掘り起こしを行う。 
 

・ヒアリング調査項目 

   事業所名、代表者（性別・年齢）、後継者の有無、商品・サービス内容、 

財務データ（売上・利益など）、設備内容、従業員数など 

・経営分析方法 

   「ＳＷＯＴ分析」、「３Ｃ分析」、「ＰＥＳＴ分析」、「日本政策金融公庫財務診断サービス」、 

「中小機構の経営自己診断システム」などの分析方法を活用する。 

 

・「ＳＷＯＴ分析」では、「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の 

４つの項目より経営環境を分析して経営戦略の方向性を検討する。 
 

・「３Ｃ分析」では、「市場、顧客（Customer）」、「競合（Competitor）」「自社（Company）」により事業を 

行うビジネス環境を分析する。 
 

・「ＰＥＳＴ分析」では、「Politics（政治面）」「Economy（経済面）」「Society（社会・ライフスタイル面）」 

「Technology（技術面）」の４つの項目より外部環境による自社が受ける影響の重要な要因を見落とさない 

ために分析する。 

 

 

（分析結果の活用） 

「ＳＷＯＴ分析」で経営戦略の方向性が見えてきた小規模事業者に対して「３Ｃ分析」を用いる

ことで顧客ニーズに合致させ、差別化された商品・サービスの種類や提供の検討に活用するなど、

経営分析方法に連動性を持たせる。経営分析結果を当所と小規模事業者が情報共有することによ

り、小規模事業者にとって有効な個社支援の基礎資料として活用するとともに、持続的発展に向け

た事業計画策定などの際の基礎資料としても有効活用する。 

 

（目標数値） 

内 容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営分析セミナー開催数 未実施 １ １ ２ ２ ２

経営分析セミナー参加者数 未実施 １０ １５ ４０ ４０ ５０

巡回事業所数 未実施 １００ １００ １２０ １２０ １４０

経営分析実施件数 未実施 ３５ ４０ ４５ ５０ ６０
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

当所においては、事業計画策定イコール小規模事業者持続化補助金申請に伴う事業計画の策定と

いう状態である。課題としては、地域の小規模事業者に、事業計画策定の必要性の認識がないこと

と、事業計画の用途の固定化である。 

 

（目標・改善） 

小規模事業者を取り巻く経営環境が激変しているため、本計画の地域経済動向調査や経営分析の

結果、需要動向調査の成果を活用して需要を見据えた事業計画の策定支援を行い、小規模事業者の

自立的かつ持続的な発展につながる支援に改善していく。 

まずは事業計画策定の必要性を広く周知して小規模事業者の意識改革を図り認識を高めてもら

うことで、事業計画策定支援希望者を掘り起こすとともに、経営分析等を実施した個別事業者を中

心に事業計画の策定を支援し、事業計画に基づいた経営を推進することで売上増・利益確保を達成

させることを目標とする。 

さらに、後継予定者がいる小規模事業者に対して後継予定者を巻き込んだ事業計画策定支援や、

創業希望者・創業間もない小規模事業者に対しての事業計画策定を支援し、将来の地域経済の担い

手の育成を図る。 

 

（実施事業） 

１．事業計画策定支援希望者の掘り起こし事業 

ア）巡回訪問や窓口相談時に、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 
 

イ）事業計画策定支援セミナーの開催 

小規模事業者を対象に、事業計画を策定する意味、策定方法について認識してもらうセミナーを

開催し、事業計画策定への動機付け及び策定支援対象者の掘り起こしを行う。 
事業計画策定の意味：①資金調達 

②経営の安定性（経営の軸） 

               ③目標と実際の数字とのギャップ（ＰＤＣＡが可能となる） 

               ④ビジョンの共有化（従業員、金融機関、利害関係者など） 

          策定方法：自社の「現状把握」→「目標設定」→「目標を達成するための取り組み」 
 

ウ）創業支援セミナーの開催 

創業予定者を対象に、創業に対する心構え、知識はもとより、思い描く事業を実現していくため

にいかに事業計画の策定が必要であるかなどを認識してもらうセミナーを開催するとともに、事業

計画策定への動機付け及び策定支援対象者の掘り起こしを行う。 
 

エ）若手経営塾の開催（新規事業） 

  事業の繁栄に加えて地域経済の再生並びに地域活性化に資するため、事業承継を受ける候補者や

明日の地域を担う次世代のビジネスリーダーに、４つのプロセス（知り合う・考え合う・語り合う・

実現し合う）を基本ベースに、厳しく変化する経済状況に対応し得る事業方針・事業戦略の策定能

力を養うために若手経営塾を開催する。学んだ知識を活かした事業計画の策定への動機付け及び策

定支援対象者の掘り起こしを行う。 
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オ）繁盛店づくり塾の開催（新規事業） 

  地域の活性化・持続的発展に欠くことのできない地域の商店（個店）の魅力を向上させ、次世代商

店主の育成に資する繁盛店づくり塾を碧南市・碧南市商店街連盟と連携し新規に開催する。学んだ知

識や個社の経営分析を活用して、個店の良さを伸ばすような中長期的視点に立脚したお店づくり・商

店経営を支援するとともに、事業計画策定への動機付け及び策定支援対象者の掘り起こしを行う。 

 

２．事業計画策定支援 

  前述の経営分析等を実施した小規模事業者や、上記の掘り起こした事業計画策定支援者を対象に

当所の経営指導員と小規模事業者が個別に相談しながら地域経済動向・需要動向、その他の有益な

情報を取り込み、小規模事業者の特徴と需要を見据えた事業計画を策定する。 

更に、当所専門相談員※１や碧南市中小企業支援機関、愛知県よろず支援拠点、ミラサポの専門

相談員等と連携し、専門家と経営指導員が一緒に伴走型の指導・助言を行い小規模事業者の持続的

発展を図るための最善な事業計画の策定を支援する。 

※１「当所専門相談員」：中小企業診断士、社会保険労務士、税理士、弁理士

 

（目標数値） 

内 容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定数（=支援数） ３０ ３５ ４０ ４５ ５０ ６０

巡回事業所数 未実施 １００ １００ １２０ １２０ １４０

事業計画策定支援セミナー参加者数 未実施 ２０ ２０ ４０ ４０ ４０

創業支援セミナー参加者数 １０ １０ １０ １０ １５ １５

若手経営塾参加者数 未実施 １０ １０ １０ １５ １５

繁盛店づくり塾参加者数 未実施 １０ １０ １０ １０ １０
 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

  事業計画策定後の実施支援は、現状小規模事業者からの要請に対して行っており、計画的に事業

計画策定後のフォローアップを行っていない。 

 

（目標・改善） 

全事業計画策定支援事業者を対象に原則として年４回、フォローアップとして巡回訪問して、事

業計画の遂行支援を行う。外部・内部環境などの変化により策定した事業計画が現状とマッチしな

くなってきた場合には、事業計画の見直しも含めた支援を行い、創業者など支援対象者や状況に応

じた支援を行い、小規模事業者の持続的発展を目指す。 
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（実施事業） 

１．事業計画策定後のフォローアップ事業 

経営指導員が定期的に巡回して、個々の経営に密着し、地域経済動向調査や経営分析の結果、需

要動向調査の成果の活用や経営指導員の知見により、外部・内部環境の変化や「売上」「収益性」「顧

客」「販路」「新商品開発」など各項目、事業計画の遂行状況に応じた計画のブラッシュアップを行

う。原則として１年に４回以上支援対象事業所と接する。新規創業者は早期廃業抑止及び経営の安

定化を図るため、創業前後に密に接することが望ましいため、支援対象者に応じたフォローアップ

事業を展開して個社支援する。 

事業計画の遂行状況に応じて下記の支援メニューを小規模事業者に提案支援する。 
 

２．フォローアップ支援事業 

ア）補助金活用支援 

事業の持続的発展のため策定した事業計画に基づき事業を行う事業者に対し、愛知県信用保

証協会、日本政策金融公庫、碧南市と連携して創業に関する優遇措置を始め、国や県の補助制

度・助成金の情報を提供して支援する。事業計画策定後のフォローアップの際に提案して、申

請の支援を行う。 
 

イ）公的融資制度活用支援 

事業計画策定後の事業計画に基づく事業経営を行っている小規模事業者を、公的融資制度の

活用による資金面から支援を行う。日本政策金融公庫が、無担保無保証人、低利で融資する「小

規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資制度）」の利用提案や経営発達支援計画の認定を受

けた商工会議所から事業の持続的発展のための事業計画の策定支援など経営指導を受けている

小規模事業者を対象に低利で融資を行う「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用支援も

行う。 
 

ウ）事業計画ブラッシュアップ支援 

当所の経営指導員と小規模事業者が個別に情報共有できる機会を１年に４回以上設ける。策

定した事業計画のさらなる磨き上げ、外部・内部環境の変化、遂行状況の進捗具合により事業

計画の見直しの支援を行う。既存事業とは異なる新たな取組（新事業活動）を行う場合は経営

革新計画の支援も併せて行う。当所専門相談員や碧南市中小企業支援機関、愛知県よろず支援

拠点、ミラサポの専門相談員等と連携し、専門家と経営指導員が一緒に伴走型の指導・助言を

行い小規模事業者の持続的発展を図るための最善な支援を行う。 

 

（目標数値） 

内 容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

策定後フォローアップ対象事業者数 未実施 ３５ ４０ ４５ ５０ ６０

補助金活用支援件数  ３０ ３０ ３０ ４０ ４５ ５０

公的融資制度支援件数 未実施 ５ ５ ５ ５ ５
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

流通業界に精通した専門家によるセミナーは行っているが、地域需要に関する情報の収集、分析

は特に行っていない。 
 

（目標・改善） 

小規模事業者が、事業を継続的に発展させるためには「売上や利益」を確保し続けることが必要である

ため、ターゲットとする消費者や市場のニーズを踏まえ、新商品の開発や新分野・新市場へチャレンジす

ることが必要不可欠である。そこで小規模事業者の新商品開発や新市場へ進出する際に、各種メディアや

官公庁の提供・発信する需要動向に係る情報を収集し、多種多様な支援先の状況に合わせて情報提供する

ことで小規模事業者の事業の持続的発展を支援するとともに、小規模事業者に事業経営において「マーケ

ットイン」の考え方を浸透させる。また、新たな販路の開拓や新商品の開発など新たな市場にチャレンジ

する小規模事業者それぞれにあわせた（オーダーメイド対応）必要かつ有用な需要動向の情報を調査・分

析をするために、小規模事業者が直接消費者ニーズを感じることのできる場を提供するように改善する。
 

（実施事業） 

１．オーダーメイド型需要動向調査情報収集分析事業 

需要動向を見据え、新商品・サービスの開発や事業計画策定を目指す小規模事業者を対象に、そ

の小規模事業者が提供しようとする新商品・サービスについて、想定される市場、商圏、消費者ニ

ーズの有無など必要とする項目を抽出し調査分析し、情報を提供する。情報収集する項目や調査・

分析方法、提供する情報は対象小規模事業者毎にオーダーメイドで対応する。 
 

【情報収集ツール】 

日経テレコンＰＯＳ、楽天売れ筋ランキング、日経ＭＪ、日経トレンディーなど業界紙などか

ら商品の販売動向や消費者ニーズ、今後のトレンド、業況等の情報。 
 

  【碧南市中小企業支援機関への需要動向調査依頼】 

   碧南市中小企業支援機関構成メンバーの市内金融機関調査部への支援対象小規模事業者の新

商品・サービスについての消費者ニーズ等需要動向調査を依頼し、調査分析結果を小規模事業

者にフィードバックする。 
 

２．業界紙・情報誌など自由に閲覧できるスペースを開設 

  消費トレンドなど、掲載した雑誌、業界誌などを備える書籍コーナーを所内に設置する。 

事業者が自由に閲覧できる環境を設け、国内外のトレンドなどの情報提供の拡大を図る。 
 

３．ダイレクトマーケティング調査会の実施 

  市内消費者団体や女性団体、地元高等学校と連携して支援対象小規模事業者の新商品・サービス

などについて、試食や意見交換をする機会を創出して、消費者の生の声を聞くダイレクトマーケテ

ィング調査会を開催する。（四半期に一回開催） 
 

（調査の活用） 

小規模事業者に調査結果を提供することで、新たな販路開拓や新商品、新サービスの開発、事業計

画の策定の際に活用する。 

（目標数値） 

内 容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

需要動向分析結果提供件数 未実施 ３５ ３５ ５０ ５５ ６０

ダイレクトマーケティング調査会 未実施 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（現状と課題） 

販路開拓支援として、従来からイベント、展示会への出展支援や企画運営支援を行ってきたが、

現状としては出展や企画運営支援にとどまっており、小規模事業者の売上や利益の確保という視点

が弱く、新たな需要の開拓に効果的な支援、取り組みとしては不十分であった。 

 

（目標・改善） 

事業の持続的発展のための事業計画に基づく経営の推進や、小規模事業者が生産する商品、サー

ビスの新たな需要の開拓に寄与するためには、消費者あるいは関連事業者に認知され、その売り先

を獲得する必要がある。地域の経済動向や需要動向を踏まえ、小規模事業者の事業経営の内容を十

分把握し、経営状況の分析や事業計画策定、その後の伴走型継続支援を通じて、新たな需要開拓の

必要かつ有効と思われる小規模事業者や、需要開拓を求める小規模事業者全てを対象に事業を行

い、小規模事業者の新たな需要開拓を効果的に支援する。 

新たな需要開拓に向けた支援をすることで、小規模事業者の「売上や利益」の確保につなげ、小

規模事業者の持続的発展を確固たるものとすることを目標とする。 

  また、報道機関など多用な支援機関と積極的に連携して、小規模事業者の新たな需要開拓に結び

つくよう広く多くの情報発信を行う。 

 

（実施事業） 

【新需要開拓支援事業（取引先開拓支援）】 
 

１．ものづくりフェア開催事業（新規事業：主催 碧南商工会議所） 

 伝統産業の窯業・鋳物・醸造など自社製品をもつ小規模事業者や、自社製品をもたない下請型小

規模事業者と、こだわりの製品や技術を有する事業者を求める事業者とのマッチングを目指す「も

のづくりフェア」を開催する。フェアを開催することにより、異業種が一堂に会することで様々な

集客を生み、新たなビジネスチャンスや販路拡大が期待できる。 

また、効果的な事業とするため巡回、窓口相談を通じて隠れている技術や製品の掘り起こし支援

や、小規模事業者の機会損失を減らすためのＰＲ方法やプレゼン方法を学ぶ機会、出展計画の作成、

問題点の解消など、よろず支援拠点など必要な支援機関と連携して開催する。 

 

２．展示会等への出展支援（既存事業の改善） 

 メッセナゴヤ実行委員会(構成団体：愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所)が主催する愛知県内

最大規模の異業種交流展示会である『メッセナゴヤ』や、碧南市中小企業支援機関の各金融機関主

催による商談会への参加推奨・斡旋を行う。管内小規模事業者に対して巡回指導と連動して、会員・

非会員を問わず営業力強化と販路開拓に焦点を当てた積極的な参加を呼びかける。展示会への出展

経験の無い又は参加経験の浅い小規模事業者が容易に参加できるように、当所が出展ブースを設け

る他、碧南市と連携して出展料の補助制度などの支援を充実させる。必要に応じてＰＲ方法やプレ

ゼン方法を学ぶ機会を提供することで、企業ＰＲによる販路の拡大、売上の向上、利益の確保を図

る。出展後についても、商談内容をヒアリングして、販路拡大のフォローを行う。 
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【新需要開拓支援事業（消費者開拓支援）】 

１．スイ―ツフェア開催事業（新規事業） 

和菓子、甘味、洋菓子等を製造・販売している管内小規模事業者を対象に、小規模事業者単独では難

しい販路開拓を地域業者が複数で協力し、一堂に会してフェアを行うことにより、地域内外の一般消費

者へ広報・販売する機会を創出する。従来とは異なる顧客層の集客効果が期待できるため、新たな消費

者の獲得、販路の拡大を狙う。巡回、窓口相談を通じて参加店候補へ周知し、小規模事業者の機会損失

を減らし、必要に応じて接客方法や販売方法を個社支援する。 
  

２．一店逸品運動による発表会・展示会の開催（既存事業の改善） 

他店との差別化を検討する商業・サービス業の小規模事業者に対して、経営指導員

の巡回指導、経営分析、経営計画策定支援と連動した形で、個店の体質強化を図り、

独自の商品やサービスが提供できる個店を目指す個社支援を行う。専門家同行による

実地訪問アドバイスなど改善を加え、更なる魅力ある個店作りを支援する。独自の商

品やサービスを広報する機会として碧南市と連携して発表会と展示会を開催して、販

路の拡大と事業者の認知度向上を図る。ＰＲパンフレットの作成や報道機関とも連携

して広報を充実させて、参加店の増加、消費者の認知向上を図る。 
 

３．お店めぐりツアー実施事業（既存事業の改善） 

  管内の商業・サービス業の小規模事業者に対して参加を呼びかけ、消費者の来店機会の創出とリピート

率の向上を図る。経営指導員が同行して消費者へ個店の魅力を伝える消費者エスコート型のツアーを実施

する。経営指導員の巡回指導、経営計画策定支援と連動しながら、専門家同行によるアドバイスなど、更

なる魅力ある個店作りに努め、必要に応じて個店のレイアウト、接遇技術のブラッシュアップを図る。 
 

４．消費者参加型の寺子塾開催（既存事業の改善） 

新規顧客の獲得に繋がる消費者参加型のゼミナール形式による商店主が直接消費者に対して、玄人なら

ではの知識と技術やお店・店主の魅力を発信する機会を設ける寺子塾を各店において開催する。商店・商

店主にとっては「自社ＰＲ」、「新規顧客の獲得」、消費者にとっては「専門知識の増加によるライフスタ

イルの充実」、「購買力の向上」、「信頼できる商店の発見」が出来る場として、再来店へと繋げる個社支援

を行う。ＰＲパンフレットの作成や報道機関とも連携して広報を充実させて参加店・参加者の拡大を図る。
 

【情報発信事業】 
１．報道機関、メディアへの働きかけ（既存事業の改善：全事業所向け） 
前述の事業や参画する事業所・商品・サービスなどについて、碧南市役所記者クラブ、地元新聞

（中日新聞、中部経済新聞など）及び地元ケーブルテレビのキャッチネットワークなど多くのメデ

ィアを通じて周知協力を働きかけて、積極的なＰＲにより情報発信の効果拡大を図る。 
 

（目標数値）                  

支援内容 現 状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ものづくりフェア参加企業数 未実施 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

商談契約件数 ０ ５ １０ １５ ２０ ２５ 

展示会出展支援件数 １ ５ ５ １０ １０ １５ 

スイーツフェア参加店数 未実施 ５ １０ １５ ２０ ２５ 

一店逸品運動参加店数 ２７ ２８ ２９ ３０ ３３ ３５ 

お店めぐりツアー参加店数 ２２ ２５ ２５ ３０ ３０ ３５ 

寺子塾参加店数 ２１ ２５ ３０ ３０ ３５ ３５ 
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Ⅱ．地域の経済活性化に資する取り組み 

Ⅰ．災害に強い地域づくり支援事業 

（現状と課題） 

災害に強い地域づくりには、各企業がとるべき初動対応、被災後どういった計画に基づき早期復

旧を実現させるか、また企業間同士が連携した対応策を予め決めておくことが重要である。 

現状、大企業では対策が進んでいる災害時の緊急対応が、小規模事業者においては対策が遅れている。

また、周囲を水に囲まれた地理的条件によって事業継続について取引先からの懸念に対応するた

め、他地域（内陸地）へ工場の移転などを検討しているとの声も聞かれるが、他地域への企業流出

は当市全体の存続危機と捉えている。 

こうした背景から、当所では、碧南市と連携して、小規模事業者の積極的な防災面強化の支援活

動を推進していく必要を感じて、ＢＣＰの必要性の認識や、基礎知識習得、策定への支援を行う実

務継続セミナーを平成２４年度より実施している。小規模事業者の企業防災力の向上として、臨海

部を中心にこれまでに１８社のＢＣＰの策定を支援したが、当市の

臨海部工業集積地帯には、８３社の小規模事業者が操業し、さらに

２００社を超える臨海部に立地する企業全体では、１２，０００名

の従業員が働くため、まだまだ充分には至らない。また、企業集積地

域では、個々のＢＣＰ・企業単独での備えには限界があり、安全

確保や早期の事業復旧・再開には、地域内の企業同士の協力・連携

【企業間共助】が必要となっている。              ▲昨年の実務セミナーの様子 
 

（目標・改善） 

小規模事業者が防災対策に熱心に取り組む事例は全国的にも少ないことから、これまでの既存事

業に工夫・改善を加えながら、小規模事業者への個社支援の充実を図り、地域全体の地域価値を高

めるために先進事例としての取り組みを地域外へＰＲして、水に囲まれた地域でも安全・安心して

「住める」「働ける」災害に強い地域として確立させる。また、企業支援から始まった取り組みを、

碧南市全体が災害に強い地域を目指していく取り組みに発展させることで、さらなる地域価値を高

め、地域経済全体を活性化させる。 
 

（実施事業） 

１．企業ＢＣＰ策定の個社支援の充実 

当地区における地震津波被害予想のある臨海部地区の製造業を中心とする小規模事業者へ、地震等に

おける緊急時の事業継続計画＝ＢＣＰの策定に向けた既存事業のセミナーを開催する。更に支援の

充実に向けて、経営指導員が専門機関である（一社）ＤＣＭ推進協議会、リスクコンサルタン

トと連携して小規模事業者を実地訪問する伴走型の個社支援を行い、企業内で働く従業員も含

め、地域・職域で考えていく防災対策に発展させる。 
 

２．地域連携事業継続計画（地域連携ＢＣＰ）へ発展、地域全体で取組む 

先に挙げた個社支援だけでなく、災害時における企業集積地域全体の安全確保・早期の事業復旧

を目指した、地域内の企業同士が協力・連携するための地域が連携した形の事業継続計画に取組み、

官・民一体型の地域連携ＢＣＰを策定する。 

災害に強い地域づくりを目指し、碧南市、国（中部地方整備局・中部経済産業局）からの助言と

情報提供、専門知識を有するコンサルティング機関等からの指導を受け、企業集積地全体が抱える

個では解決できないライフラインや交通インフラ等の課題に対し、企業・行政が協働して取組む。
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地域価値を高めるため、水に囲まれた地域でも安全・安心して「住める」「働ける」街をつくり、 

災害に強い地域として確立させる。 

【災害に強い地域づくりに向けた活動と将来像】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（目標数値） 

支援内容 現 状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ＢＣＰ策定支援延件数 １８社 ２５社 ４０社 ６０社 ７５社 ８３社

地域連携ＢＣＰ訓練回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回
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Ⅱ．地域特産ブランドの魅力発信 

１．「へきなん美人」による地域活性化事業 

（現状と課題） 

商工農住のバランスのとれた当地域では、農作物を多く栽培し、特にニンジン栽培が盛んな地域

で栽培面積も増加している。ＪＡあいち中央管内の碧南地区で収穫されるニンジンは健康にも美容

にも効果的で「へきなん美人」というブランドとして出荷され、国の「冬にんじん指定産地」とし

て認定された。現在、農商工連携と地域活性化を図り、碧南商工会議所は碧南市・ＪＡあいち中央

と連携して、実行委員会を組織し、関係機関の協力を得て農商工連携事業として進め、委員会内に

おいて情報交換を行いながら、地域特産ブランドの魅力を発信している。 

市内・愛知県内の消費者や子どもたちに碧南のニンジンをもっと知ってもらうため、１月２３日

を「碧南人参の日」と定めている。ＪＡあいち中央碧南人参部会の寄付により市内の保育園、幼稚

園、小中学校でニンジンを使った給食が出され、また、ニンジン生ジュースの試飲会も開催してい

る。市民参加型のレシピコンテストの開催、小規模事業者の飲食店に参加を呼びかけ、にんじんを

使った料理を提供するなど、認知度向上に取組んでいるが、まだまだ知名度が低い。 
 

（▼にんじんを使った料理を提供する市内飲食店の紹介冊子） 

 

 

 

 

 

 

（目標・改善） 

県下有数のニンジンの産地である碧南で生産されたへきなん美人は、その歴史や人々の努力によ

り生まれたＡ級食材である。このＡ級食材を碧南ブランドとしての認知度向上に更に取組み、地域

の活性化につなげる。 
 

（実施事業） 

  ・へきなん美人を使った加工品を開発し、付加価値を高めていく。 

  ・碧南高校商業科とコラボした商品の開発・販売（期間限定）。 

   生徒が考えたレシピを販売してもいいという事業所に手を挙げてもらい、その後生徒と事業者

が一緒に改良を加え、実際に商品を販売してもらう。 

・大手企業とコラボしたへきなん美人味の商品（ご当地商品）を開発し、地域限定で販売する。

（にんじんジャムパン、にんじんチップス、プッリッツなど） 

  ・へきなん美人以外の様々な特産品に着目し、ＰＲを行っていく。開催時期・食材等については

農家、ＪＡ、碧南市・商工会議所で協議する。やる気のある農家に支援を行う。 

  ・碧南人参サミット（仮）を企画し、地域ブランドとしてのＰＲ周知を図る。 

 

 

 

（目標数値） 

項 目 現 状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

委員会開催回数 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回

協 賛 ・ 参 加 店 ２７店 ３０店 ３２店 ３４店 ３６店 ４０店
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２．歩いて暮らせるまちづくりの推進事業 

（現状） 

  碧南市にある「大浜地区」のエリアは、平成

１２年３月に国の「歩いて暮らせるまちづくり

事業」のモデル地区に認定された。碧南商工会

議所と碧南市商工課が事務局となり、同地区の

風土、歴史、文化、産業などの特性を活かした

まちづくりに取り組むために、観光協会、商店

街、漁業協同組合、農業協同組合、町内会など

地域住民と連携し、大浜地区歩いて暮らせるま

ちづくり推進委員会を組織している。        ▲碧南市の「大浜地区」エリアにあるお寺 
 

この「大浜地区」エリアには、昔へタイムスリップしたかのような、黒

塀や細い路地の他、お寺が点在し、「寺社」と「路地」を活かした歩行回遊

型の「てらまち」構想実現と、地域の人的資源「藤井達吉」を記念した現

代美術館、総合公園等の空間の整備による、人と人との交流を中心とした

環境整備がされている。 

こうした風土、歴史、文化、産業などの特性を活かして、賑わい創出に

ついて大浜てらまちウォーキングイベントを開催して住民活力との相乗効

果とまちづくり活動を実施している。 

▲ご当地ゆるキャラ てらまち小僧 

 

（課題） 

現在は、大浜てらまちウォーキングイベントの開催が主となっており、歩行者優先のまちづくり

の推進と幹線道路網整備、快適・利便性を向上させるための既存施設の積極的な活用など、本来の

「歩いて暮らせるまちづくり」の実現に向けた取り組みが不充分である。 

地域の誇りとなる歴史的文化的資源の再整備と、寺社の集積を生かした「てらまち」による歩行回

遊空間整備と創造を目指した散策路整備や、新たな集客拠点の整備を協議する機会が不足している。

 

（目標・改善） 

委員会活動の充実を図り、本来のまちづくりに努める。また、大浜地区にある藤井達吉現代美術

館の利用率の向上、多世代にわたる集客の増加を図る。 

大浜てらまちウォーキングは、名古屋鉄道と連携して名鉄ハイキングと同時開催するなど、地域

外から集客を見込む取組みに改善して、イベントを大規模化させ、歩いて暮らせるまちの魅力を地

域外へ発信していく。 
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歩いて暮らせるまちづくり構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成長するまちづくり             継続するまちづくり 

～住民主体の活動～                          ～行政等による支援～ 

 

 

 

 

 

 

 
▲フリーマーケット 

軽トラマーケット▶ 
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（実施事業） 

（１）「大浜地区」まちづくり全体を議論する「大浜地区歩いて暮らせるまちづくり推進委員会」を

開催して、商店街、漁業協同組合、農業協同組合、町内会などの参画者の意見を反映させた地

域全体でのまちづくりを検討する機会を設け、地域の活性化へ向けた意識を共有する。 

 

（２）地区外からの訪問者にも同地区の歴史、文化、伝統など特色をしてもらうためのイベントとし

て「大浜てらまちウォーキング」の開催を支援する。まちづくり意識の啓発と地元商店や地域

の賑わいを創出する。 
 

（目標）まちづくり意識の啓発と賑わい創出、住民参加型の地域の活性化を目指す。 

項 目 現 状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

委員会開催回数 3 回 3 回 5 回 5回 7回 7 回

出 展 者 数 63 団体 65 団体 70 団体 75 団体 80 団体 85 団体

イベント来場者数 25,000 人 30,000 人 35,000 人 40,000 人 45,000 人 50,000 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 

（１）西三河地区商工会議所中小企業相談所長・担当者会議 

西三河（岡崎・豊田・刈谷・安城・西尾・碧南）の６つの商工会議所の中小企業相談所長及び担当者が

集まる会議であり、各地の支援ノウハウ、支援の現状、支援体制、また各地の特色ある支援事業について

情報交換を行う。必要に応じて中部経済産業局、愛知県、日本政策金融公庫、愛知県信用保証協会、市等

の担当者を講師として招聘している。 

 

（２）愛知県商工会議所連合会小規模事業運営研究会 

愛知県下２２商工会議所の中小企業相談所長が集まる会議であり、小規模企業を巡る状況・事業

対策の現状を踏まえた経営改善普及事業の効果的な実施等について情報交換を行う。 

 

（３）東海ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 

愛知県・岐阜県・三重県の商工会議所中小企業相談所長による情報交換を通じて、小規模事業の

活性化に向けた諸事業を地域一体となって推進するとともに日本商工会議所より、小規模事業者支

援に対する迅速な情報提供を受ける。また、小規模企業支援先進地事例研修会も同時に行う。 

 

（４）三河地域商工会議所勉強会 

愛知県産業労働部の主催により県内小規模事業者需要動向、地域における支援ノウハウ、支援の

現状、支援体制等について意見交換を行う。 

 

（５）経営改善貸付連絡協議会 

日本政策金融公庫岡崎支店との地域経済の情勢及び小規模事業等経営改善資金（マル経融資）の

動向と推進事例・利用状況について情報交換を行う。 
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（６）碧南市金融担当者会議 

碧南市・市内金融機関担当者と地域経営動向及び金融制度等について意見交換を行う。 
 

（７）碧南市中小企業支援業務に関する連携 

  当所・碧南市・碧南高浜金融協会・日本政策金融公庫の４者で「碧南市中小企業支援機関」を組

織し、小規模基本法と改正小規模支援法の施行を受け、小規模事業者の経営基盤の強化、事業計画

づくり、販路開拓、創業や新たな事業活動への取り組み等に係る小規模事業者の支援に関する業務

提携を行う。 
 

（８）(一社)中小企業支援ナビ(専門家派遣機関)との連携 

  中小企業支援ナビは、中小企業診断士をはじめ社会保険労務士、税理士、弁護士、弁理士、販促

専門家、企業ＯＢ等で組織されている専門家集団である。これまでもセミナー等にて専門家派遣を

依頼してきたが、加えて今後は随時、支援ノウハウ、支援の現状、顧客の景況、販促支援方法等に

ついても情報交換を可能とする連携体制を構築する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）経営指導員等の支援能力向上の仕組み 

１．日本商工会議所、中小企業基盤整備機構の行う各種研修会への参加 

  中小企業支援担当者等研修（税務・財務診断コース、経営基礎診断商業コース、経営基礎診断も

のづくりコース）を受講し、事業計画作成のノウハウ、経営分析手法、支援手法等の能力向上を目

指し、経営指導員としてのスキルアップを図る。 
 

２．愛知県商工会議所連合会による研修への参加 

愛知県商工会議所連合会が主催する経営指導員等応用研修会の一般コース・応用コースに経営指

導員が年間６回・４８時間参加し、愛知県施策等経営指導員に必要な基本的情報の共有のほか、金

融、財務、経営支援のカリキュラムにより支援能力向上を図る。 
 

３．愛知県商工会議所連合会業務調査研究会への参加 

愛知県下２２の商工会議所が視察先及び研究テーマを設定し、輪番で幹事を担当し、１泊２日の

日程で開催される業務調査研究会へ参加し、経営指導員の見識を広め、指導能力の向上を図る。 
 

４．西三河地区商工会議所との資質向上情報交換会 

西三河地区の商工会議所と連携し、各種課題解決に向けた勉強会の開催、具体的には中小企業診

断士等の専門家を講師に迎え、補助金申請書作成及び、販路拡大支援ノウハウ等の具体的な実務を

取得する。 
 

５．当所の開催する会員向けセミナーの企画立案及び参加 

当所が行う各種セミナー（平成２５年度実績：経営２７回、税務３回、金融１回、労働４回）に

企画及び参加し、経営指導員の資質能力の向上を図る。また、事業計画作成セミナー、各種補助金

申請書作成セミナー等に全経営指導員が参加し、セミナー中において参加事業者を支援するととも

に支援能力のボトムアップに努め、その後のフォロー体制を構築し、小規模事業者に対する伴走型

支援を行う。 
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６．当所ＢＣＰ(事業継続計画)策定委員会の設置 

当所ＢＣＰ策定に伴い、(一社)ＤＣＭ推進協議会との連携により、所内に策定委員会を組織し、災害

時における当所の役割・対応方針、必要業務等の整理を、経営指導員を主として全職員により行い、職

員の防災意識のスキルアップを図り、当所におけるＢＣＰを策定するとともに小規模事業者の防災力向

上支援に努める。 
 

７．専門家支援機関との連携 

多様化・複雑化する専門的な経営課題に対し、ミラサポ、愛知県よろず支援拠点等の専門家派遣を活

用するとともに、経営指導員が同行することによる支援能力向上を図る。 
 

８．日本商工会議所経営指導員等ＷＥＢ研修の活用 

小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創業・経営革新につながる提案型指導がで

きるよう経営指導員の専門知識・資質向上に必要な知識を習得する。 

 

９．日本商工会議所経営指導員メルマガの活用 

日本商工会議所より配信される経営指導員メルマガを活用し、国の中小企業支援施策、各地商工

会議所の先進支援事例を参考に経営指導員の支援業務に役立てる。 

 

１０．日本商工会議所経営指導員スクエアの利用 

伴走型の事業計画策定・実行支援に取組むとともに、地域活性化に向けた地域内外の多様な関係

者を結ぶ地域総合コーディネーターとしての役割の推進に資するため、開設された経営指導員スク

エアを活用し、小規模事業者のより一層の支援に役立てる。 

 

（２）指導支援ノウハウ等を組織内で共有する体制 

１．経営基盤力の強化に向けた資金繰り支援対策 

  経営基盤力の脆弱な小規模事業者の資金繰り支援における、小規模事業者経営改善資金制度の審

査会への指導員の参加。これは、経営指導員における決算書の見方、実効性、指導助言内容を学ぶ

ことはもちろんであるが、審査会審査員には各界代表者に依頼しており、各界における情報収集も

でき、それはその後の経営指導に活かすことができる。 

 

２．補助金申請支援対策 

事業計画、申請書の作成支援時において、全経営指導員の参加、チェックするとともに、それぞ

れの意見を出し合い、より良い申請書作成を目指し、小規模事業者の支援を行う。 

 

３．小規模事業者支援研修を受けての職員の情報共有 

  各種研修会に参加した経営指導員は、後日所内ミーティング時にその様子を復命書と伴に伝え、

所内支援能力のボトムアップと支援ノウハウの共有を可能とする体制を構築している。 

 

４．中小企業相談所所内打合せ会における情報共有 

  当所経営指導員、補助員全員が参加し、所内打合せ会を２週間に１回開催し、業務に関する情報・

意見交換を行う。また、巡回、窓口指導時における情報を共有し、小規模事業者における支援に活

かしている。 
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５．所内回覧資料による情報の共有 

  所内において回覧する資料を経営指導員、補助員が閲覧し、情報の共有化を徹底させ指導業務の

充実を図る。毎朝の朝礼時も活用し、当日の業務を担当者より報告し合い情報の共有化を行う。 

 

 

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 

（１）事業の評価及び見直し体制 

１．事業計画(Plan) 

経営発達支援事業の方針・目標・事業概要に基づいた計画により、１年目の本事業計画とする。

２年目以降については、改善点を踏まえた見直しを行った次年度計画とする。 

 

２．事業実行(Do) 

経営指導員を主に専門家及び各種他支

援機関と連携を図り、経営発達支援事業の

内容における支援事業を実施する。 

小規模事業者の活力強化のためには、

「個社支援」と地域経済 の活性化を通じ

た「面的支援」の両方が不可欠であり、事

業連携による相乗効果を目指した事業を

実施する。 

そのためには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

みにおける他の商工会議所、碧南市、中小

企業コーディネーター(中小企業診断士)、

日本政策金融公庫、愛知県信用保証協会、

市内金融機関・商工中金等との情報交換を

行う。 

 

３．事業評価(Check) 

  事業実施状況については、 

本計画に基づき経営発達支援事業内容における、下記１から４を指標とする。 

１．地域経済動向調査 

２．経営分析・需要動向調査 

３．事業計画の策定・実施支援 

４．販路開拓支援と地域の活性化に資する取組みの数値目標 

支援を行った小規模事業者に対し、支援内容の満足度・今後の支援ニーズ等のアンケート調査を

実施し、評価と次年度事業への反映を行う。 

アンケート結果を踏まえ、中小企業診断士、碧南市等の外部有識者による「事業評価委員会」を

設置し、本事業計画における成果の評価を行う。 

※委員会メンバー  中小企業診断士、碧南高浜金融協会、日本政策金融公庫、碧南市 
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４．事業改善(Act) 

上記の事業評価の事業実施状況における実施内容および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における他の支援機関との連携状況に加え、地域の活性化に資する

取り組みについても個社支援から面的支援への有効的な施策がとられているかについても検討す

る。 

なお、見直し方法は各事業内容において「継続」「改善して継続」「抜本的な改善」「中止」によ

り判断し、「継続」以外の事業については事業遂行における「課題抽出」と「改善のポイント」を

ブラッシュアップしたうえで、次年度計画の見直し案を作成する。事業評価委員会において見直し

案の方針を決め、商工会議所正副会頭会議へ報告し、承認を受けて事業を進める。 

 

５．事業発表 

事業の結果及び次年度の計画については当商工会議所ホームページにおいて公表する。

(http://www.hekinancci.or.jp/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２７ 
 

（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 

（２８年１月現在）

組織体制 

（１）碧南商工会議所 

 専 務 理 事  

     

 事務局長兼中小企業相談所長  

      

      

総 務 課 業 務 課 中小企業相談所 

庶務・経理・各種会議等 広報・共済・調査等 
小規模経営支援事業 

（経営・金融・税務・労働）

 

（２）経営発達支援事業（中小企業相談所：所長１名、経営指導員４名、補助員２名） 
 

中小企業相談所 

 
経営動向調査  

商工業振興グループ （経営指導員２名）  
 

経営分析・需要動向調査 
事業計画策定・実施支援 

 
経営発達支援グループ （経営指導員４名、補助員２名）  

 
商業支援事業  

商業振興支援グループ （経営指導員１名、補助員１名）  
 

工業支援事業  
工業振興支援グループ （経営指導員２名、補助員１名）  

 
企業防災力向上支援事業  

防災対策振興支援グループ
（相談所長１名、経営指導員１名、 

補助員２名）  
                               （※経営指導員。補助員担当兼務） 
職員数 

合計 事務局長・相談所長 経営指導員 補助員 一般職員 
１３名 １名 ４名 ２名 ６名 

 
（３）連絡先 

   碧南商工会議所中小企業相談所 

   ＴＥＬ ０５６６－４１－１１００  ＦＡＸ ０５６６－４８－１１００ 

   ＵＲＬ http://www.hekinancci.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28年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 98,500 98,500 98,500 98,500 98,500

 

中小企業相談所 

一般事業費 

 

57,200 

41,300 

 

57,200

41,300

57,200

41,300

57,200 

41,300 

 

57,200

41,300

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

会費、国補助金、県補助金、市補助金 

 

（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.【調査・経営分析等に関する取組み】 

⇒ 課題に対する助言・指導 
 

２.【事業計画の作成からその後のフォローに関する取組み】 

⇒ 作成に対する助言・指導、個別相談対応等 
 

３.【新たな需要の開拓に寄与する取組み】 

⇒ 展示会、商談会、即売会等の需要開拓、情報発信 
 

４．【地域の活性化に資する取組み】 

    ⇒ 防災：ＢＣＰ策定支援、ＢＣＰ普及、助言、情報提供 

    ⇒ にぎわい創出（特産ブランド・まちづくり）：検討会議、情報発信、企画・運営 

 
 
 

連携者及びその役割 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 携 者 代表・所在地 役 割 

中部経済産業局 

局長 波多野淳彦 

 名古屋市中区三の丸 2-5-2 

052-951-2683  

支援メニューの支援策の情報提供、

防災 BCP 普及支援・助言 

中部地方整備局 

局長 茅野牧夫 

 名古屋市中区三の丸 2-5-1 

052-953-8119 

支援メニューの支援策の情報提供、

防災 BCP 普及支援・助言 

愛知県 

愛知県知事 大村秀章 

 名古屋市中区三の丸 3-1-2 

052-954-6335 

支援メニューの支援策の情報提供、

支援ノウハウや情報の共有 

にぎわい創出 

碧南市 

碧南市長 禰冝田政信 

 碧南市松本町 28 

0566-41-3311 

支援メニューの支援策の情報提供、

支援ノウハウや情報の共有 

日本政策金融公庫岡崎支店 

事業統括 大泉 正 

 岡崎市唐沢町 1-4-2 

0564-24-1711 

地域小規模事業者の現況に関する情

報交換と各機関主催事業の情報提供

愛知県信用保証協会 

理事長 小川悦雄 

 名古屋市中村区椿町 7-9 

0120-454-754 

地域小規模事業者の現況に関する情

報交換と各機関主催事業の情報提供

商工中金熱田支店 

支店長 原田芳憲 

愛知県名古屋市熱田区新尾頭2-2-33 

052-682-3111 

地域小規模事業者の現況に関する情

報交換と各機関主催事業の情報提供

碧南高浜金融協会※ 

会長 小林 登 

 碧南市栄町 2-41 

 0566-41-3266 

地域小規模事業者の現況に関する情

報交換と各機関主催事業の情報提供

ミラサポ 東京都千代田区霞が関 1-3-1 高度な専門課題に対する指導助言 

愛知県よろず支援拠点 

（（公財）あいち産業振興機構） 

多和田悦詞  

名古屋市中村区名駅 4-4-38 

052-715-3061 

高度な専門課題に対する指導助言 
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※【碧南高浜金融協会碧南地区会員】 

金融機関名（連携者） 代表・所在地 備考 

愛知銀行碧南支店 

支店長 山本正樹 

碧南市栄町 3-4 

0566-41-3211  

 

十六銀行碧南支店 

支店長 伊藤秀哉 

碧南市松本町 5 

0566-41-6616 

 

三菱東京ＵＦＪ銀行碧南支店 

支店長 山本年朗 

碧南市栄町 3-10 

0566-41-7722 

 

名古屋銀行碧南支店 

支店長 外山洋介 

碧南市栄町 1-8 

0566-41-0414 

 

岡崎信用金庫新川支店 

支店長 深瀬古裕治 

碧南市千福町 2-18-1 

0566-41-2301 

碧南支店 

碧南中央支店 

西尾信用金庫碧南支店 

支店長 米津聡 

碧南市沢渡町 1 

0566-41-1900 

辻支店 

碧海信用金庫碧南支店 

支店長 山下充張 

碧南市本郷町 1-33 

0566-42-1231 

碧南中央支店 

北新川支店 

愛知県中央信用組合 

理事長 杉本泰伸 

碧南市栄町 2-41 

0566-41-3266 

本店、旭支店、大浜支店 

棚尾支店、辻支店、西端支店 

辻支店新川出張所 

碧南駅前出張所 

 
 

連 携 者 代表・所在地 役 割 

(一社)ＤＣＭ推進協議会 

代表理事 伊崎 元 

 東京都港区虎ノ門 2-2-5 

03-3505-1361 

企業防災力向上 

普及支援・助言 

報道機関 

中日新聞社 片山健生 

愛知県碧南市松本町 68 

0566-41-0468 

中部経済新聞社 山岡賢彦 

愛知県刈谷市相生町 2-11 

佐藤会計ビル 0566-21-6106 

㈱キャッチネットワーク 森 雅博 

愛知県刈谷市野田町大ヒゴ－ １ 

0566-27-5555 

情報発信 

JA あいち中央 

あいち中央農業協同組合 

代表理事組合長 石川克則 

愛知県安城市御幸本町 9-6 

0566-73-5500 

にぎわい創出、企画・運営 

碧南市商店街連盟 

会長 磯貝忠通 

碧南市源氏神明町 90（商工会議所内）

0566-41-1100 

需要開拓 

にぎわい創出、企画・運営 

大浜地区歩いて暮らせる 

まちづくり推進委員会 

委員長 黒田昌司 

 碧南市松本町 28（碧南市経済環境部）

0566-41-3311 

地域活性化、にぎわい創出 

企画・運営 
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連携体制図等 
 

 

１．本計画における全体図 

 

目標：企業の持続的発展による地域活性化 
 

                      

                        

                        

                        

                        

  経営発達支援事業
 × 

 地域活性化事業   

      

調査・経営分析 

事業計画作成 

 

ミラサポ（国） 

愛知県よろず支援拠点

愛知県信用保証協会 

碧南市中小企業支援機関

中部地方整備局 

中部経済産業局 

愛知県・碧南市 

DCM推進協議会 

地域・職域住民 等 

 

地域活性化事業

防災編 

             

販路開拓支援 

 

碧南市中小企業支援機関

中小企業診断士 

碧南市商店街連盟 

報道機関 等 

碧南市 

JA あいち中央 

地元農家、地域住民 

 

地域活性化事業

特産ブランド編 

              

【碧南市中小企業支援機関】 

碧南商工会議所、碧南市、日本政策金融公庫岡崎支店、

商工組合中央金庫熱田支店、碧南市内の金融機関にて

構成し、小規模事業者等の支援を目的とするために業務

提携を結んだ機関。 

大浜地区歩いて暮らせる

まちづくり推進委員会 

 

地域活性化事業

まちづくり編 

 

 

 
 

 


