
経営発達支援計画の概要 

実施者名 大府商工会議所 東浦町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

地域の経営課題解決へ 

・小規模事業者数及びその出荷額の減少に対する歯止め 

・自動車産業の構造変化を意識した新事業創出 

・販売先・販売ルートの確立 

 

小規模事業者の経営基盤確立による地域経済の活性化 

・気づき・経営戦略の策定・実施（経営革新、事業承継） 

・新事業展開による事業拡大 

・創業促進 

事業内容 

経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査 

①各機関から収集した情報を共有し、整理・分析をする情報交換会を開催し、経営発

達支援事業に活用する。 

②小規模事業者の経営状況や支援ニーズの独自調査を実施する。 

③調査結果を景況レポートとしてまとめ、巡回指導・窓口相談・セミナー開催時など

に提供し、事業計画書策定時などの基礎資料として活用する。 

２．経営状況の分析 

①巡回・窓口相談、各種相談会にて、経営発達を目指す小規模事業者を発掘するため、

経営資源の分析と財務分析を行う。 

②事業計画策定セミナー・個別相談会を開催し、経営分析に取り組む事業者の掘り起

こしを行う。 

③セミナーへの参加が困難な事業所に対して、店舗での実践的な指導が受けられる事

業を構築する。 

④ホームページ作成支援時に事業所のセールスポイント等の経営分析を行う。 

３．事業計画の策定支援 

①事業計画策定セミナー等の開催や補助金申請支援 

②事業の強みを活かし売上拡大に繋げる「あきんど塾」の充実 

③若手経営者による家業を強くする為の「次世代塾」の開講（事業承継支援） 

④創業塾の開催とハンズオン支援 

４．事業計画策定後の実施支援 

①事業計画策定事業者への各種情報提供と補助金採択者へのフォローアップ 

②製造業を主とした橋本実践塾（２Ｓ）の他業種への展開 

③省エネ診断(経費削減策)事業の小規模事業者への展開 

④大府deまち歩き事業、おおぶふれあいゼミナールの実施 

⑤新社会人学舎の展開 

５．需要動向調査 

①住民への消費動向調査をし、調査結果を新商品・新サービスの開発に活用する。 

②ウェルネスバレー関係機関へのニーズ調査で得られる情報を活用し、医療・介護な

ど健康長寿産業への進出を支援する。 

③小規模事業者が気付いていない新たな市場開拓を提案し、新規客獲得につなげる。

④各種調査結果の活用により、巡回指導・窓口相談時にトレンドを加味した適切なア

ドバイスを実施する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

①産学官連携交流会の開催と販路開拓支援 

②「製販ドリブンモデル」による医療・福祉分野への進出支援 

③健康をキーワードにした商品・サービスの開発支援 

④ＩＴによる情報発信支援 

 

連絡先 

大府商工会議所 

愛知県大府市中央町五丁目７０番地 

電話０５６２－４７－５０００ 

http://www.obu-cci.or.jp 

東浦町商工会 

愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路２８-２ 

電話０５６２－８３－６１２３ 

http://www.higashiura.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 

大府商工会議所及び東浦町商工会がある大府市及び東浦町は、名古屋市の南東部に隣接

した知多半島の付け根部分に位置している。人口は、平成２６年１２月末時点で、大府

市が８９，０４９人、東浦町が５０，３０９人で、名古屋市に近接し、鉄道等のアクセ

スも良好なことから、依然、増加傾向にある。 

また、名古屋市と豊田市の中間的位置に存在し、中京工業地帯の中心部にあるため、自

動車関連産業を中心とした製造業が地域の基幹産業となっている。 

 

２．地域産業の状況 

（１）地域産業の強み 

当地域の産業面での強みとしては、大きく次の３つが挙げられる。 

①技術力の高い、特長ある製造企業が多く存在している 

近隣地域にトヨタ自動車（豊田市）、三菱自動車（岡崎市）の主力工場があること

から、輸送機械器具製造業関連企業を主体に、特長ある技術を有するものづくり企業

が幅広い分野に多数存在している。 

②成長が期待される分野であるヘルスケア産業への展開に有利な環境にある 

大府市、東浦町にまたがる愛知県営都市公園「あいち健康の森公園」の周辺に、国

の成長戦略においても成長分野の一つに挙げられているヘルスケア産業分野の伸長に

大きな貢献を果たすことが期待されている「国立長寿医療研究センター」「あいち小児

保健医療総合センター」「あいち健康プラザ」等の我が国屈指の医療・健康関連の研究

機関等が立地しており、このポテンシャルを産業振興をはじめとした地域経済の活性

化にも活用しやすい環境にある。 

このため地理的、歴史的、社会的に強い一体性を有している大府市と東浦町は、平

成１７年より、「あいち健康の森公園」周辺地区をウェルネスバレーと呼称し、健康

長寿の一大拠点の形成を目指す「ウェルネスバレー構想」（図１）の策定に着手し、平

成２１年にウェルネスバレー基本計画を策定した。平成２３年にウェルネスバレー地

区に立地している各機関と連携して「ウェルネスバレー推進協議会（以下「協議会」

という。）」を設置し、その推進を図っている。 

大府商工会議所と東浦町商工会は、協議会の中核メンバーとして参画しているが、

特に産業振興分野への振興を図るため、平成２５年に「ウェルネスバレー推進会議」

を合同で設置し、医療・福祉分野への新事業展開に向けた研究会の設置・運営や「ウ

ェルネスバレーフェスタ」などの企画、実施に積極的に取り組んでいる。 

なお、ウェルネスバレー構想は、健康長寿の一大拠点を形成することで、子どもか

ら高齢者まで幸せに齢を重ねられる社会「幸齢社会」を目指している。この実現の

ための基本理念の一つとして、「特色を生かした新産業の創出・育成」が位置
づけられている。 
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図１ ウェルネスバレー構想イメージ図 

 
 

 

ウェルネスバレーフェスタチラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③名古屋市に隣接し、アクセスが良好である 

名古屋市等に隣接し、ＪＲ東海道本線、伊勢湾岸自動車道、国道２３号、名古屋第

二環状自動車道に加えて知多半島道路の高規格道路のインターチェンジが設置されて

いるなどのアクセスも良好なことから、住宅開発等が進み人口も依然として増加して

いる。 

（図２、図３） 
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  図２ 大府市と東浦町の位置関係 

 
 

 

図３ 大府市と東浦町の人口推移 

 
 

（２）産業面の懸念事項 

   産業面での懸念事項として、製造業と小売・サービス業等に大別すると、以下の

ものが挙げられる。 

① 地域経済を支える製造業の事業所数、出荷額が減少 
当地域の経済を支えている自動車関連を主体とした製造業（図４）については、

平成１８年と比較して事業所数、製造品出荷額ともに、減少傾向となっている。（図

５、６） 

これは、自動車の生産が国内市場の成熟化や円高等により海外展開が進展したこ

とで、国内においては、自動車メーカーや大手部品メーカーにより、技術力や企画

提案力による取引先の選別等が進み、これに対応できない企業を中心に廃業等が進

 

伊勢湾岸自動車

東名自動車道

知多半島道路 中部国際空港 

名古屋港 
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んでいることが大きな要因である。 

 

 

図４ 大府市と東浦町の製造品出荷額等の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       大府市                 東浦町 

 

 

 

 

 

図５ 大府市・東浦町の事業所数・出荷額の推移 

（製造業・小規模事業所４人～１９人） 

資料：工業統計調査
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図６ 大府市・東浦町の事業所数・出荷額の推移（製造業・４人以上） 

資料 工業統計、経済センサス

② 小売・卸・サービス業も事業所数が減少 
小売・卸・サービス事業の多くは小規模、零細であり、消費マインドが長期低迷す

る中で、消費者ニーズの多様化が進展し、さらには当地域や周辺地域での大型店やロ

ードサイド店の進出により、経営環境がますます厳しいものとなっており、商店数等

の減少が続いている。（図７） 

 

図７ 大府市・東浦町の卸売・小売業の推移 

資料 商業統計、経済センサス

３．懸念事項に対する対応 

 前述のように地域の事業者は、製造業、小売・サービス業とも減少傾向にあり、こ

れを放置すると、雇用の喪失、税収の減少などを通じて、地域経済への負の影響が顕

著となる。 

経営革新計画、事業承継及び新事業展開に取り組む企業を増加させることで事業所
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数の減少等に歯止めをかけるとともに、起業・創業活動を活性化させることが喫緊の

課題であり、具体的には、以下の対応を実施する。 

 

① 事業者の気付きを通じた経営戦略の策定・実施 
製造業、小売・サービス業を問わず厳しい経営状況にある事業が、その立て直しを

図るためには、経営環境の変化、技術開発動向等のトレンドを十分に把握するととも

に、取引先や消費者のニーズの変化等に的確に対応することが不可欠である。 

そのためには、自らの有する経営の強み等を把握し、それをベースとして、経営戦

略を的確に策定することが求められている。 

しかしながら、地域事業者、特に小規模事業者においては、自らの経営の強みや顧

客等のニーズ等を十分把握できておらず、新商品・新サービスの開発や新たな販売ル

ートの確立など、その解決に向けた経営戦略が立てられない企業が少なくない。 

このため、記帳指導、金融相談、決算・確定申告指導等の実施を通じて、経営状況

の把握が容易な事業者を中心に積極的に働きかけることで、自らの経営分析や経営環

境の直視を通じた「気付き」を出発点として、新たな経営戦略の作成、実施に取り組

む小規模事業者を増加させる。また、その一環として、経営譲渡も含めた事業承継を

促すことも視野に入れていく。 

なお、前向きな経営戦略を策定しようとする事業者支援にあたっては、大府市、東

浦町の優位が生かせるウェルネスバレー機関との連携による、健康・介護・医療に関

連した商品・サービス分野への展開の可能性を優先する。 

また、その成果について、特に健康・介護・医療など超高齢化社会の課題解決に貢

献する新商品や新サービスを、“ウェルネスブランド”として認証し、両市町内外を

問わず広く発信していく。さらに、食開発プロジェクトとしてウェルネスバレー関係

機関や至学館大学等の協力の下で、美味しくて健康にも良い郷土食等を地元飲食店で

提供できるよう後押ししていく。 

②自動車関連製造業における新事業分野の展開 

地域の基幹企業である製造業においては、今後も海外生産比率がますます高まる

とともに、国内においては、電気自動車をはじめとする次世代自動車の生産増加に伴

う受注量の減少（図８）に止まらず、中核のトヨタ自動車が、当地域を含む東海地域

から東北、九州地域への生産拠点分散化を進めており、さらなる事業所数、出荷額の

減少が加速する恐れが大きい。 

このため、自動車関連産業分野に売上の多くを依存している小規模事業者等に対

して、上記①の経営戦略の策定にあって、自動車産業の構造変換の動きがさらに加速

する前に、自動車関連分野に加えて、ウェルネスバレー機関の有する高いポテンシャ

ルを活かして医療、福祉分野を中心に、経営の柱を少なくとも一つ確立するよう促す。

その場合、特に医療・介護分野は、安全等に係る法規制が多く、他分野からの参

入障壁が非常に高い分野である。このため、ウェルネスバレー構想の下、大府市とと

もに今年度から、製造から販売までの許認可を有し、製造・販売実績を有している企

業、すなわち「製販企業」に対し、地元企業が有する技術等の強みを紹介し、「製販

企業」に対する「製販ドリブンモデル」(製品または部材の供給から参入する仕組)

を導入し、この「製販ドリブンモデル」事業を通じて、医療、福祉分野への進出を支

援していく。 
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図８ 自動車部品点数 30,000 点の内、11,100 点が不要・減少へ 
電気自動車化により部品点数が１／３程度に減少、赤枠が不要となる部品割合 

 
経済産業省素形材産業ビジョン追補版 (平成 22 年 6 月) より 

 

③創業の促進 

地域経済の活力を維持するためには、前述のような既存事業者の経営の維持・向

上を図るだけでなく、創業を促進することで、新たな事業者を次々と生み出すこと

が必要である。特に、女性や大量に増加する団塊世代の定年退職者も対象とした創

業支援の取り組みを実施する。  

  

４．課題解決にあたっての大府商工会議所、東浦町商工会の基本姿勢 

上述のような地域の強み、課題を踏まえ、大府商工会議所、東浦町商工会は、小規模事

業者の経営発達の取り組みを強力に支援するため、自らの事業を見直すとともにこれま

で以上に相互の連携や関係機関との連携を深化させる。 
 

 

 
                 （目標）事業者相互の交流・セミナーの共同開催 
                     新商品・新サービスの共同開発等 

  

小規模事業者 

（大府市・東浦町） 

大府商工会議所

事 業 事 業 

東浦町商工会 

共同型 

小規模事業者

（東浦町） 

 

小規模事業者

（大府市） 

大府商工会議所 

事 業 事 業 

東浦町商工会 

従来型 
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①地元関係機関との連携 

大府商工議所、東浦町商工会が連携して、地元金融機関の支援で大府商工会議所が起

業支援のために設置している「大府中小企業支援センター」の活用促進など、従前の取

り組みや組織を見直し拡充することで、小規模事業者を主たる対象とした「起業・創業

の支援」、「経営の発達支援」、「事業承継」、「新事業展開の促進」に取り組み、その場合

「小規模事業者同士の交流」や「人材育成」も図りながら推進することを目標とする。

 

②行政、国県等関係機関との連携 

この目標の達成にあたっては、大府市、東浦町、地元金融機関及びウェルネスバレー

関係機関との連携をさらに深めるとともに、高度な経営課題に対応するため、従前にも

増して、愛知県、中小企業基盤整備機構、あいち産業振興機構、愛知県よろず支援拠点、

日本政策金融公庫、愛知県信用保証協会との協力関係を密にすることとする。 

特に、当地域の独自の取り組みとして、小規模事業者等の新たな事業展開について、

「ウェルネスバレー構想」の下、国立長寿医療研究センター等のウェルネスバレー関係

機関との連携を強化することで、ヘルスケア産業分野への進出支援を重点目標とする。

なお、平成２７年度には国立長寿医療研究センターが介護や福祉に役立つロボットの

開発や普及を目的とした「高齢者生活活動支援ロボットセンター（仮称）」を新たに開

設することとしており、愛知県も連携して、製品や試作品を実演展示や開発企業の相談

を仲介する「実用化支援センター」を同研究センターに設ける計画があるため、この国・

県のプロジェクトと連携することにより、両市町のものづくり技術を活かしていくこと

とする。 

 

③経営基盤の確立 

小規模事業者の競争力、販促ルートの開拓等を支援し、経営基盤を確立させること

で持続的な経営の発展を図る。 
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【大府商工会議所・東浦町商工会が連携により実施する経営発達支援事業の全体像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の経営課題 

・小規模事業者数及びその出荷額の減少に対する歯止め 

・自動車産業の構造変化を意識した新事業創出 

・販売先・販売ルートの確立 

○気づき・経営戦略の策定・実施 

（経営革新、事業承継） 

○新事業展開による事業拡大 

○創業促進 

経営発達支援事業 

１．経営資源の内容、財務内容等の経営状況の分析 

①巡回窓口相談による小規模事業者の実態把握 

②記帳指導、税務指導・金融指導を活用した財務内容と経営状況 

の分析 

③課題解決に向けた支援策の提案と実践的支援 

④事業計画策定セミナー、個別相談会の開催による策定希望者の 

掘り起し 

２．事業計画の策定・実施に係る支援及び助言 

①財務内容と経営状況の分析による適切な指導と改善提案 

②事業計画策定セミナー等の開催と包括的支援 

③補助金申請支援と採択者へのフォローアップ 

④事業計画策定事業者への周知とフォローアップ 

⑤製造業を主とした橋本実践塾（２Ｓ）の他業種への展開 

⑥省エネ診断(経費削減策)事業の小規模事業者への展開 

⑦大府deまち歩き事業、おおぶふれあいゼミナールの実施 

⑧事業の強みを活かし売上拡大に繋げる「あきんど塾」の充実 

 

 

⑨若手経営者による家業を強くする為の「次世代塾」の開講(事業継承

支援) 

⑩創業塾の開催とハンズオン支援  

⑪新社会人学舎の展開 

３．需要の動向、地域の経済動向に関する情報の収集、 
整理、分析及び提供 

①アンケート実施による小規模事業者の経営状況と支援ニーズの現状把 

 握 

②アンケート結果を踏まえた支援企業への最適な支援策の情報提供 

③事業に参加した住民に希望するサービス等のアンケートを実施 

④アンケート結果に基づく顧客需要動向分析 

⑤顧客の需要動向を活用した小規模事業者の経営計画策定 

４．新たな需要の開拓に寄与する事業 

①産学官連携交流会の開催と販路開拓支援 

②「製販ドリブンモデル」による医療・福祉分野への進出支援 

③健康をキーワードにした商品・サービスの開発支援 

④ＩＴによる情報発信支援 

小規模事業者の経営基盤確立による 

地域経済の活性化 

地域活性化事業 

（魅力あふれるまちづくり） 

１．ウェルネスバレー実現に向けた地域活性化策 

２．ウェルネスバレーフェスタの開催 

３．至学館大学等と連携した新商品等の開発 

４．「ふるさとガイド」を活用したおもてなし事業 

５．花いっぱい運動「花まるＯＢＵプロジェクト」の推進 

６．地域ブランドの創出事業 

７．地域資源を活用した観光振興による交流人口の増加 
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経営発達支援事業における４事業(指針)相関図 

「抱き起しによる小規模事業者の持続的発展を目指して」 

これまでも大府商工会議所及び東浦町商工会では、経営革新計画、小規模事業者持続化補助

金、ものづくり補助金等の活用支援を通じて、経営環境の変化に対応した経営戦略を策定する

小規模事業者を支援してきたが（年間延べ約 300 件）、全体への広がりが不足している。 

本事業では、従来から実施しているものの、受動的な対応に終始することの多かった巡回指

導、金融・税務相談、記帳指導事業の対応を伴走型支援に見直すとともに、新たに経営状況調

査を実施することで、より多くの事業者の経営状況を把握し、経営課題を有する事業者等に積

極的に経営計画策定等に取り組むよう働きかける（抱き起し）。この場合、地域内には「認定

支援機関」となっている金融機関が１７あり、これらと連携して取り組む。 

これにより、より多くの小規模事業者の経営基盤の強化を支援することで、地域経済の活性

化に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．経営資源の内容、財務内容等 

   の経営状況の分析（指針①）

 

○経営課題を有する事業所 

の掘り起こし・抱き起し 

２．事業計画の策定・実施に係る

支援及び助言（指針②） 

 

○事業計画策定・各種事業 

を活用した支援 

４．新たな需要の開拓に寄与する事業（指針④） 
 

○情報発信・販路開拓支援 

３．需要の動向、地域の経 

済動向に関する情報の 

収集、整理、分析及び 

提供（指針③） 
 

○個別企業の課題抽出 
 (事業者アンケート等) 
 

 

○国・県等の各種調査 

（経済産業省・愛知県・

金融機関) 
 

○トレンド、市場ニーズ

の把握・分析 

(事業者アンケート・

学生ニーズ等) 

 

伴
走
型
支
援 

支援事業

者の選定 

支援方向 

の提案 

 

販
路
開
拓
支
援 
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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２７年４月１日～平成３２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】 

現在、地域の経済動向は、各機関が公表する調査結果、新聞等の情報により把握してい

る他、一部の事業所に対する景況調査、役員会等により意見を聞く程度であった。今後は、

大府商工会議所、東浦町商工会にて収集した情報を共有し、整理・分析をする情報交換会

を開催し、地区内の小規模事業者の経営発達支援事業に活用する。 

 

  ＜目標＞ 

   ①収集した情報が当地域にとって優位性があるものについては伸ばし、弱みであるものに

ついては具体的な対応策を検討し、小規模事業者の持続的発展に寄与できるものとする。

   ②国や愛知県、地元金融機関等の情報と独自で収集した情報を合わせた形で小規模事業者

にフィードバックする。 

③これらの情報を整理・分析した結果、両市町の小規模事業者が抱える共通の経営課題に

対しては、支援する実務担当者による検討会で協議し今後の支援メニュー、事業展開に

反映する。 

   

  ＜実施手段＞ 

①中小企業庁が取りまとめる小規模企業白書、愛知県の経済動向調査、日本商工会議所や

全国商工会連合会の景況調査、地元金融機関の経済動向調査等の情報を分析し、提供す

る。 

②ビッグデータの利活用としては、経済産業省が開発した「地域経済分析システム」（ＲＥ

ＳＡＳ）を活用して、産業・人口・観光・自治体比較等を「見える化」した情報により、

当地域の現状と課題を把握する。（産業関連情報については大府市・東浦町と連携し、共

有することで活用する） 

③収集した情報を分析し、小規模事業者が経営計画策定時等に活用できるよう整理する。

④小規模事業者の経営状況や支援ニーズの独自調査として、業種別に部会や支部役員等か

ら選定する他、「製販ドリブンモデル」(製品・部材供給から医療、福祉分野への進出を

目指す)参画事業所などウェルネスバレー関連企業を対象に、アンケート調査を年２回実

施する。（調査項目…①売上、②仕入・原材料、③従業員数、④設備投資、⑤経営課題、

⑥必要な支援策） 

 

  ＜活用方法＞ 

①地区内の小規模事業者のニーズに合致した必要な情報を提供する。 

②調査結果は、景況レポートとして広域と地域の景況を１つにまとめたものを会報誌やホ

ームページ等で公開する。また、大府市・東浦町と資料を共有し活用する。 

③巡回指導・窓口相談・セミナー開催時などに提供する。 

④事業計画書を策定する際の基礎資料として活用する。 

【指針③】（大府・東浦） 
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（目標） 

大府商工会議所 

業種区分 建設業 製造業 卸・小売業 サービス業 計 

独自調査件数 ４件 １５件 １０件 １１件 ４０件

東浦町商工会 

業種区分 建設業 製造業 卸・小売業 サービス業 計 

独自調査件数 ３件 １０件 ８件 ９件 ３０件

 
 
２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

（事業内容） 

＜現状＞ 

 現在、小規模事業者の経営資源（ヒト、モノ、カネ、ノウハウ、情報）を把握する手段と
して、税務相談や記帳指導、金融相談が最も多い。しかし、これまでは単なる経営改善に留

まるケースが多い。 

＜目標＞ 

今後は、経営発達を目指す小規模事業者を発掘し、やる気を促し、経営資源の内容分析と

財務分析を行う。 

 

＜実施手段＞ 

①小規模事業者の持続的発展に向け、巡回・窓口相談、各種相談会とセミナー等の開催に

合わせ、中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」を活用し、経営計

画の策定に活用する。【指針①】（大府・東浦） 

②中小企業基盤整備機構が公開している支援ツールの「経営問診票」、「予備調査票・支援

計画書」を参考にして、独自の「ヒアリング用シート」を作成し、相談者からの聞き取

りを行う。さらにＳＷＯＴ分析を行い、経営課題を導き出し解決手法を提示する。【指

針①】（大府・東浦） 

③事業計画策定等のセミナー・個別相談会を開催し、経営分析に取り組む事業者の掘り起

こしを行う。【指針①】（大府・東浦） 

④セミナーへの参加が困難な事業所に対して、店舗での実践的な指導が受けられる事業を

構築する。【指針①】（大府・東浦） 

⑤会員ホームページ作成支援において事業所のセールスポイント(特殊加工技術、魅力あ

る逸品・サービス等)の情報収集による「強みの顕在化」等の経営分析を行う。【指針①】

（大府） 

⑥経営指導員に加え、所内のコーディネーターが指導・助言を行い、課題解決の糸口とな

る支援策を提案することで、事業所のありたい姿（目標）に近づける。また、認定支援

機関となっている「地区内金融機関等との連携」を図る。【指針①】（大府・東浦） 

 

＜活用方法＞ 

①「経営自己診断システム」の分析結果を事業者に還元すると共に、改善点等のアドバイ

スを行う。 

②財務分析の結果、個社支援を望む事業所や経営相談時に個社支援を望む事業所は「ヒア

リングシート」の作成につなげる。 

③「強みの顕在化」「地区内金融機関等との連携」により、支援事業所の持続的発展につ

なげる。【指針①】（大府・東浦） 

④経営分析の結果、新たな事業展開に取り組む事業者には、各種補助金申請のポイントを



 - 13 -

記した手引書を作成し、小規模事業者の利便を図る。【指針①】（大府・東浦） 

⑤具体的な販路開拓や事業承継等の専門的な課題等については、中小企業基盤整備機構、

あいち産業振興機構並びによろず支援拠点のコーディネーター等と連携し、小規模事業

者の抱える経営、技術上の悩みに対し、解決策を共に考える帯同支援を行う。 

【指針①】（大府・東浦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪分析の流れ≫ 

 １．分析対象小規模事業者の発掘 

  （手段）巡回・窓口相談、相談会、セミナー等の開催時 

 ２．財務分析 

  （手段）経営自己診断システム（中小企業基盤整備機構提供）等 

  （内容）①財務指標値の把握 

      「収益性」、「効率性」、「生産性」、「安全性」、「成長性」 

      ②業界内での位置の把握 

      ＣＤＲ（中小企業信用リスク情報データベース）に蓄積された 

データと比較した業界内での位置を把握 

 ３．経営課題の抽出 

  （手段）ヒアリング用シート作成 

  （内容）①経営問診票の記入依頼 

      「経営基本項目（５問）」、「市場・顧客項目（５問）」、「財務・会計項目

      （７問）」、「業種別特性項目（５問）」 

      ②ヒアリングシートの作成 

      「企業概要（企業名、創業年、業種、従業員数、後継者等）」、「相談・ 

依頼の内容」、「製品・サービスの特徴、市場概況」、「経営課題」、「総合

所見」 

  ４．課題解決 

   （手段）専門家及び連携機関を活用した支援 

   （内容）経営指導員の他、国・県・よろず支援拠点の専門家、金融機関、税理

士との連携 
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 （目標） 

大府商工会議所 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回・窓口延件数 1,600件 1,680件 1,760件 1,840件 1,920件 2,000件

財務分析実施件数 ０件 １２件 ２４件 ２８件 ２８件 ２８件

支援事業所の指導延件数 160 件 168 件 176 件 184 件 192 件 200 件

セミナー・説明会開催回数 1 回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

ヒアリングシート作成件数 ０件 １５件 ２０件 ２５件 ２５件 ２５件

個別相談会参加事業者数 １０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

  東浦町商工会 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回・窓口延件数 1,400件 1,450件 1,500件 1,550件 1,600件 1,650件

財務分析実施件数 ０件 ２０件 ２５件 ２５件 ２５件 ２５件

支援事業所の指導延件数 140 件 145 件 150 件 155 件 160 件 165 件

セミナー・説明会開催回数 1 回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回

ヒアリングシート作成件数 ０件 １５件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

個別相談会参加事業者数 ７件 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 事業者が経営課題を解決するため、上記１．地域の経済動向調査、２．経営状況の分析の

結果を踏まえ、大府商工会議所、東浦町商工会の経営指導員、所内コーディネーター等が伴

走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 （事業内容）    

（１）事業計画策定を目指す小規模事業者の財務相談や金融相談及び小規模事業者持続化補

助金、ものづくり補助金などの申請時に必要な事業計画の策定支援を行う。支援方法として

は、まず、経営指導員等が事業計画策定のための相談指導等を行う。そこで抽出された経営

課題の中で、高度な課題については、中小企業基盤整備機構、あいち産業振興機構、愛知県

よろず支援拠点、ミラサポ、地域プラットフォーム等との連携を構築し解決をしていく。 

（高度な課題例） 

  具体的な販路の選定 ⇒ 愛知県よろず支援拠点コーディネーター（販路拡大） 

  ＳＮＳやネット販売 ⇒ 愛知県よろず支援拠点コーディネーター（ＩＴ活用） 

  技術改善や新技術開発の支援 ⇒ あいち産業振興機構マネージャー（技術担当） 

  事業承継計画 ⇒ 中小企業基盤整備機構、ミラサポ（専門家相談） 

また、近年の状況を鑑み、補助金公募は短期間で多くの相談が想定される為、申請書作成

セミナーと個別相談会をセットで企画・周知し、申請を希望する小規模事業者を包括的に支

援する。事業計画策定後は、資金力に乏しい事業者が補助事業実施時の資金繰りを配慮し、

小規模事業者経営発達支援融資制度を積極的に活用し、円滑な事業展開が図れるよう支援す

る。【指針②】（大府・東浦） 

 （２）商業・サービス業を中心に、中小企業診断士による参加事業所の個別訪問から経営環

境分析と自社分析を行い、自社の革新プランを策定する事で、売上拡大・販路開拓等の業容

拡大や新商品・新サービスの開発に主眼を置いた「あきんど塾」を開催し、販路拡大を支 

援する。【指針②】（東浦） 
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あきんど塾チラシイメージ       あきんど塾開講風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標） 

大府商工会議所 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画策定事業者数 １０件 １３件 １６件 １９件 ２２件 ２５件

 

東浦町商工会 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画策定事業者数 １０件 １０件 １２件 １５件 １８件 ２０件

あきんど塾 参加者数 １５名 １５名 １５名 １５名 １５名 １５名

※あきんど塾に関しては、４．事業計画策定後の実施支援と重複する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）創業支援【指針②】（大府・東浦） 

 産業競争力強化法に基づく｢創業支援事業計画｣の認定を平成２６年６月に受けており、地

域における創業支援の相談窓口として大府市、東浦町、大府商工会議所、東浦町商工会、大

府中小企業支援センター、地域金融機関等が連携し、様々な創業時の課題を解決する相談・

セミナー・休日個別相談会を実施するとともに、経済産業省が公募する補助金の認定取得の

ための指導など、創業支援を全面的にバックアップする。創業後も関係機関が連携を図り、
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伴走型の支援を実施する。 

 

 （事業内容） 

 ①創業塾（全３回）を開催し、創業希望者の経営全般に亘る知識の向上を図るとともに、創業

という夢を実現可能とする充実したカリキュラムを提供できるよう努める。【指針②】（大

府・東浦） 

②創業塾受講者、創業窓口相談者を対象に、創業の実現に向けて創業計画書の作成等、更なる

支援を希望する場合は、ハンズオン支援により全面的なバックアップを行う。【指針②】（大

府・東浦） 

 ③後継者が事業承継を機に、業態転換や新規事業進出を目指す第二創業（経営革新）に関する

勉強会や相談会を開催する。また、経営革新計画の策定支援を実施する。【指針②】（大府・

東浦） 

創業支援事業 
 

実践創業塾 
９～１１月 

６回コース 

休日個別相談会 
９～３月の土・日曜日 

月１回 

当該年度の 

反省点洗出し 

翌年度 

創業塾の開催 
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 （目標） 

大府商工会議所 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業塾開催回数（大府・東浦

合同） 

３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回

ハンズオン支援者数（大府・

東浦合同） 

３人 ６人 ９人 １２人 １５人 １８人

創業支援相談延件数 91 件 115 件 120 件 125 件 130 件 135 件

 

東浦町商工会 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業支援相談延件数 ３０件 ３５件 ４０件 ４５件 ５０件 ５５件

次世代塾 参加者数 未実施 ５名 ５名 ５名 ５名 ５名

※第二創業支援に関しては、４．事業計画策定後の実施支援「次世代塾」と重複する 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）昨年、補助金採択を初めて受けた事業者からは多くの問合せが寄せられ、これに対し留意

事項や実績報告作成について指導している。今後も事業計画策定後に、必要に応じて３か

月に１度窓口指導・巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・助言を行

う。【指針②】（大府・東浦） 

（２）事業計画策定後、国、愛知県、大府市、東浦町、大府商工会議所及び東浦町商工会が 

   行う支援策等の広報、案内により周知し、フォローアップを実施する。【指針②】（大府・

東浦） 

（３）現場力強化と人づくりのため、５Ｓ、ＴＰＳ（トヨタ生産方式）などが有効であるが、３

次下請け企業以下は親会社の指導が行き渡っていないことも多く、人的余裕がないのが現

状である。これを踏まえ、製造業を核に平成２０年から始めた２Ｓ（整理・整頓）活動は

塾生を募り、グループ編成をして塾長の指導の下、メンバー全員で現場の課題等を把握し、

改善を実践している。（橋本実践塾）これまでは、製造業を対象としていたが、この活動は

小売・サービス業にも有効と思われることから、これまでのノウハウを生かし、他業種へ

拡大展開を図っている。【指針②】（大府） 
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「橋本実践塾」による現場改善活動 

 

 （４）経費節減策の一環として、専門家と共に事業所の省エネ診断を実施し、エネルギー使用

量の把握と改善策の提案・提言により「経営にやさしいコスト削減」と「環境にやさしい

ＣＯ2削減」を平成２４年より図って来た。この事業をエネルギーコスト上昇に苦慮してい

る小規模事業者へ拡大展開して行く。【指針②】（大府） 

 （５）小規模事業者は、自店の強みに気付いていないことが多く、強みを活かした事業展開を

図ることが重要である。個店の魅力を消費者へＰＲするため、平成１８年から「一店逸品・

逸サービス運動」、「大府ｄｅまち歩き事業」により個店だけでは出来ない共同パンフレッ

ト作成による情報発信、関連イベントの実施に取り組んで来た。また、店主自らが市民に

自店の魅力あるサービスや商品の情報を発信する事業として親子を対象に夏休みと冬休み

に「ふれあいゼミナール」を平成１９年より実施して、小規模事業者と消費者の交流の場

づくりに努めると共に個店のファン作りを行っている。今後は、当事業の効果を広く事業

主に発信して、参加店の拡大展開を図り、新たな顧客獲得の機会とする。また、「ふれあい

ゼミナール」に参加した市民に対して、今後希望するサービス等のアンケート調査を実施

し、顧客ニーズの把握・分析をし、きっちり顧客の動向をつかんだうえで小規模事業者に

最適なトレンド情報を提供し、経営発達の一助としてもらう。【指針②、③】（大府） 

 

 

「大府ｄｅまち歩き事業」パンフ掲載イメージ    まち歩き事業参加店主の似顔絵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

ふれあいゼミチラシ掲載イメージ      ふれあいゼミ開催風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）新たな取り組みとして地元の至学館大学等の協力の下、若者の消費者動向、ニーズを把
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握するため、学生に対して、地元商業機能や消費性向等に関するアンケート調査を定期的

（毎年１回程度）に実施し、小規模事業者の販売する商品・サービスの需要動向を把握・

分析し、飲食・小売業等の取扱商品の見直し・新商品開発支援に活用する。【指針③】（大

府・東浦） 

（７）会員事業所紹介ポータルサイトの「e-town 大府」をより見やすく使いやすいものとする

ため、利用者が興味をもつ有益な情報を提供する「まっちふる大府」への全面的なリニュー

アルを平成 27 年度に計画している。当ポータルサイトを活用し、市民を対象に小規模事業

者の販売する商品・サービスの調査をＷｅｂアンケート形式にて実施し、消費者の需要動向

を把握し、取扱商品の見直しや新商品・新サービスの開発に繋げる。【指針③】（大府） 

 

リニューアル予定の会議所運営地域ポータルサイト（イメージ案） 

 

 （８）若手経営者を中心に「本気で３年先の勝ちを目指す！」をモットーとして、本気で家業

を強くするための経営塾「次世代塾」を新たに開催する。【指針②】（東浦） 
（９）「社会人学舎」は、平成 22 年度より経営者、後継者及び中核人材育成のための学び舎で

あり、大府商工会議所の中核をなす人材育成事業として開講してきた。 

平成 27 年度は、「新社会人学舎」としてカリキュラムを全面的に見直し、見えない問題

解決法をテキストに全 6 回コースで実務演習を含めた実践的なものとし、職員及び業種別

会員の各チームが、テーマ別に成果発表まで行う内容で研修する。【指針②】（大府） 

（10）「あきんど塾」受講者への支援として、新商品や新サービスを消費者に伝える場として

商談会や即売会などを実施し、需要動向をつかむ機会を設ける。【指針②】（東浦） 

（11）創業計画策定後の支援としては、連携機関の専門家や経営指導員等による個別フォロー

アップ、税務相談等を重点的に行い、更に、支援機関活用の仕方と共に事業者間の交流に

よる連携を図る為、大府商工会議所及び東浦町商工会の会員交流会等の開催によりビジネ

スチャンスの場を提供する。【指針②】（大府・東浦） 

 

 

 （目標） 

大府商工会議所 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

周知によるﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ件数 ８件 １０件 １２件 １４件 １６件 １８件

橋本実践塾 参加者数 １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 １０名

省エネ診断実施事業所件数 ７件 ７件 ８件 ８件 ９件 ９件

ふれあいゼミ講座開催数 ６０回 ６２回 ６４回 ６６回 ６８回 ７０回

会員交流会参加者数 未実施 １２名 １５名 １８名 ２０名 ２２名

東浦町商工会 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

周知によるﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ件数 ８件 ８件 １０件 １３件 １４件 １５件

あきんど塾 参加者数 １５名 １５名 １５名 １５名 １５名 １５名

次世代塾 参加者数 未実施 ５名 ５名 ５名 ５名 ５名
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

＜現状＞ 

  地域住民が商品別ではどの店舗に買物に行き、小規模事業者に対し何を期待し何処に不満

があるか理解していないケースが多い。また、需要の動向を見据えて商品又は役務を提供

していない場合も見受けられる。相談又は指導する立場である経営指導員も需要の動向に

見合った情報を伝えきれていない。 

＜目標＞ 

・小規模事業者が気付いていない新たな市場開拓を提案し、新規客獲得につなげる。 

・巡回指導や窓口相談の際にトレンドを加味した適切なアドバイスを実施する。 

 

＜実施手段＞ 

①行政との共同により、「まち・ひと・しごと創生関連事業」として実施する「プレミアム付

商品券事業」において住民への消費動向調査をし、調査結果を新商品・新サービスの開発

に活用する。【指針③】（大府・東浦） 

②買い物弱者対策で行っている移動販売や青空市場の開催時にアンケート調査を実施し、消

費者ニーズを把握する。【指針③】（東浦） 

③国立長寿医療研究センターやあいち健康プラザ、至学館大学、福祉介護施設及び行政等で組織

するウェルネスバレー推進協議会が毎年行っているニーズ調査で関係機関から得られる有益

な情報を活用する。【指針③】（大府・東浦） 

④内閣府が行う「消費動向調査」や経済産業省が行う「消費者購買動向調査」、製造業関連の

動向が把握できる「ものづくり白書」、さらに、愛知県統計や日経テレコン２１のＰＯＳＥ

ＹＥＳ（日経ＰＯＳデータに基づく加工食品、家庭用品の販売ランキング等の情報サービ

ス）、日経ＭＪなどの売れ筋商品情報を収集・分析し、有益な情報を提供する。【指針③】

（大府・東浦） 

⑤各種データ情報の他、経営指導員・コーディネーターが巡回や展示会等のイベントで収集

した最新情報を提供し、今後の商品仕入・販売計画へ反映させることで新たな需要開拓に

つなげる。【指針③】（大府・東浦） 

   

＜活用方法＞ 

①上記の調査により収集した情報を専門家等と分析を行い、事業計画策定等の際に活用し、

個社の新商品開発や販路開拓を実施し、伴走型支援を行う。 

②経営分析を行う際の基礎データとし、大府商工会議所と東浦町商工会で共有し活用する。

③経営分析した結果に基づき、その課題解決につながる情報を抽出し、活用する。 

④需要を見据えた経営計画を策定するための参照データとして提供する。 

⑤医療・介護など健康長寿産業への進出を検討している事業者に、国立長寿医療研究センタ

ーやあいち健康プラザ等ウェルネスバレー関係機関のニーズを把握した情報を提供する。

⑥健康、介護、医療分野以外の展開を希望する企業に対しても、中小企業基盤整備機構、あ

いち産業振興機構や愛知県よろず支援拠点と連携し、相談時に「ものづくり白書」他の情

報を提供する。 

 

 （目標） 

  大府商工会議所 

調査内容 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

商品券消費動向調査件数 300 件 ※ 330 件 ※ 360 件

  ※印の年度は商品券事業及び調査は未実施 
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東浦町商工会 

調査内容 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

商品券消費動向調査件数 1,000 件 ※ 200 件 ※ 200 件

買物弱者ｱﾝｹｰﾄ調査件数 0 件 100 件 100 件 100 件 100 件

※印の年度は商品券事業及び調査は未実施 

 

 

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】（大府・東浦） 

 地域における小規模事業者の新たな販路開拓、連携によるビジネスマッチングを支援する

為、産学官連携交流会を開催する。また、新ヘルスケア産業の創出支援として、新分野進出

支援と「ウェルネスバレーフェスタ」を開催する。 

情報発信においては、小規模事業者が消費者及び取引先に、自社商品・サービスをＰＲで

きるよう地域ポータルサイトのリニューアルと掲載情報更新支援を行う。 

 

販路開拓・新事業展開 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（事業内容） 

 （１）近隣の大学・公的機関などが、一堂に会する産学官連携交流会を平成１９年から過去８

回開催し、連携のきっかけ作りを支援してきた。今後は、交流会の更なる展開として取り組

み、ウェルネスバレー関係機関等とも連携して、出展企業に対する事後のフォローやマッチ

ングを実施することにより新製品開発から販路開拓まで一貫して支援できるようにする。

【指針④】（大府・東浦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＷＯＴ分析など 

産学官連携交流会の実施 

製販ドリブンモデルの実施 

医療機関、健康プラザとの連携

ＩＴを活用した商品等の発信支援

大・中規模の展示会への出展支援



 - 22 -

 

 

                 産学官連携交流会開催風景 

 

 （２）昨年１２月、大府市が両市町のものづくり企業の医療・福祉分野への参入を支援するた

め、特徴や製品をＰＲするパンフレットを完成させた。今後もウェルネスバレー関係機関

や、全国的な販路を有する医療・福祉の製販企業（医療：東京都文京区本郷に集積する製

販企業。福祉：愛知県内の製販企業）へ大府市・東浦町内の企業の強みを紹介し、製販企

業からの製品発注を受けられるよう、新たな事業化への橋渡しを行う「製販ドリブンモデ

ル」により医療・福祉分野への進出を支援する。【指針④】（大府・東浦） 

 （３）健康に特化した商品・メニューなどの開発及び新ヘルスケア産業の創出支援として、開

発した商品の知名度向上のため、大府市、東浦町、ウェルネスバレー関係機関と連携して、

ウェルネスブランドの認定に向けて制度を創設し、販路開拓を強力に支援する。【指針④】

（大府・東浦） 

 （４）インターネット普及率は９割を超えているが、小規模事業者のウェブサイト開設率は５

割に満たないのが現状である。ＩＴによる情報発信支援として、大府商工会議所が運営す

る地域ポータルサイトのリニューアルにより、会員事業者が消費者及び取引先に、自社商

品・サービスを発信できるようにする。また、同サイトを地域住民に周知を図る。巡回時

に商品等の写真撮影、掲載内容の相談に応じ、各事業所の強みや特長を効果的にＰＲでき

るよう支援すると共に、更なるステップアップを希望する小売業等の事業所に対し、ショ

ッピングサイト開設等の支援を行い、販路拡大を図る。【指針④】（大府・東浦） 

 （５）県下２１の商工会議所と連携し、隣接する名古屋市にて開催される大規模展示会「メッ

セナゴヤ」、ビジネスマッチング商談会「アライアンスパートナー」への参加に向けて、小

規模事業者への出展支援を行い、ＢtoＢとしての販路開拓と認知度向上を図る。【指針④】

（大府） 

（６）医療機器メーカーと医療関係者、ものづくり企業が一堂に会し、それぞれの医療ニーズ

と技術シーズの展示・商談を行い、新たな医療機器の創出を目的とした「メディカルメッ

セ」への出展を支援し、ビジネスアライアンスの機会拡大を図る。【指針④】（大府・東浦）

 

  

 

（目標） 

   大府商工会議所 

   項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

産学官連携交流会来場者数

（大府・東浦合同） 

230 人 250 人 270 人 280 人 290 人 300 人

製販ドリブンモデル参加事

業所件数（大府・東浦合同） 

27 件 30 件 33 件 36 件 38 件 40 件

ウェルネスバレーフェスタ

来場者数（大府・東浦合同） 

1.8万人 1.9万人 ２万人 2.1万人 2.2万人 2.3万人

会員紹介ホームページ掲載

情報更新事業所件数 

200 件 400 件 460 件 520 件 580 件 640 件

メッセナゴヤ、アライアンス

パートナー、メディカルメッ

セ参加回数（大府・東浦） 

３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回
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東浦町商工会 

   項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

会員紹介ホームページ掲載

プロジェクト５５企画累計

掲載件数 

未実施 １０件 ２０件 ３０件 ４０件 ５０件

 

注 （６）メディカルメッセは今年から製販ドリブンモデル参加者が取組むものです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域活性化事業 

 大府市、東浦町は平成２３年１１月に「ウェルネスバレー推進協議会」（図９）を設立し

た。大府商工会議所、東浦町商工会はこれに積極的に関与するため、平成２５年に「ウェル

ネスバレー推進会議」を設け、産業振興、交流、にぎわいづくりに向けた事業や提言を行い、

ウェルネスバレー構想の早期実現を目指している。特に地域住民にウェルネスバレー構想を

浸透させるため、「ウェルネスバレーフェスタ」等を開催するとともに、当地域の特長・強

みを盛り込んだ着地型観光開発により域外からの交流人口増加を目指している。また、情報

発信として、Ｗｅｂとの連動を図っていく。 

 

図９ ウェルネスバレー推進協議会の概要図 

 
 

 

概ね 20 年後を見据え、超高齢社会を前向きに乗り超えるため連携体制を構築し、 

先駆的な取り組みを推進する。 

 

 

１.設立意義 

２.構成メンバー
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 （事業内容） 

 （１）大府商工会議所、東浦町商工会の会員で構成する「ウェルネスバレー推進会議」を年５

回開催し、会議において、ウェルネスバレー実現に向けた地域の活性化について議論して

いる。また、「ウェルネスバレー推進協議会」に対し、産業振興と交流・にぎわいづくりに

向け提言を行っている。（大府・東浦） 

 （２）ウェルネスバレー構想を地域住民に浸透させる為、ウェルネスバレーフェスタを開催し、

新規開発商品の知名度向上と販売機会の創出を図る。（大府・東浦） 

 （３）「健康」をキーワードとした新商品・新サービスの開発支援を行う。一例として、多く

の金メダリストを輩出している至学館大学と連携し、「アスリート弁当」など特長のある商

品開発を検討する。また、地域密着型の新集客ツールとしてウェルネスバレーと連携した

着地型観光開発と情報発信に取り組み、「ふるさとガイドおおぶ」による観光ガイドやおも

てなしで交流人口の増加（域外からの新規客獲得）に繋げる。（大府） 

 （４）緑化運動を実施している大府市内９団体を商工会議所が取りまとめた「花まるＯＢＵプ

ロジェクト」を活用し、ハナモモの植樹活動を推進し、桃源郷による魅力あるまちづくり

を目指す。（大府） 

 （５）ウェルネスバレー構想を掲げる市町に相応しい特色ある飲食物、製品、加工品を開発し、

地域ブランドを創出する。（大府・東浦） 

（６）地域ポータルサイトの特集ページにおいて、地域のイベント及び地域で輝いている人を

取り上げ、市民に地域の魅力を伝えていく。（大府・東浦） 

（７）「みつけよう きづこう 新たなブランド」を挙げ、東浦ブランドの創出をテーマに 

地域活性化を図る事業について検討する。（東浦） 

 （８）徳川家康の生母「於大の方」生誕の地を観光資源として、町内外に広くＰＲするととも

に、併せて町内の「商工業」のＰＲ、消費拡大を目的とした「於大まつり」を於大公園に
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おいて、東浦町、あいち知多農協等と連携して実施する。（東浦） 

 

   (目標) 

   大府商工会議所 

   項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

ウェルネスバレー推進会議

開催数（大府・東浦合同） 

５回 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回

ウェルネスバレーフェスタ

来場者数（大府・東浦合同） 

1.8 万

人

1.9 万

人

２万人 2.1 万

人 

2.2 万

人 

2.3 万

人

ハナモモの植樹本数 160 本 300 本 300 本 300 本 300 本 300 本

産業文化まつり来場者数 79,000

人

80,000

人

81,000

人

82,000

人 

82,000

人 

82,000

人

 

(目標) 

   東浦町商工会 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

産業文化まつり、於大まつり

開催回数 

２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

産業文化まつり、於大まつり

出展事業所件数 

４７件 ４７件 ４７件 ４７件 ４７件 ４７件

産業文化まつり、於大まつり

来場者数 

30,000

人

30,000

人

30,000

人

30,000

人 

30,000

人 

30,000

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組 
 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 大府商工会議所、東浦町商工会は本事業を推進するため、新たに両組織の職員で構成する

経営発達支援連絡会議を年２回開催するほか、実務担当者による連絡会を毎月開催し、ヒア

リング用シートによる経営課題の検討会や支援内容の向上に繋がる案件を情報交換し、共有

する。また、両組織が得意分野の知識を事例発表する勉強会を定期的に行うことで、両組織

の連携を深め、支援ノウハウ、支援の現状、支援の課題等の知識の共有化を図る。 
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     中小機構の支援計画表 

 

次に、地区内金融機関との連携を密にし、金融審査ノウハウの共有の他、支援機関として

の相互の支援メニュー、補助金申請書作成セミナー等企画事業の利活用を促進する。また、

小規模事業者の経営計画実現に向けて資金が必要な場合は、「小規模事業者経営発達支援融

資制度」の活用を行う。その他、以下の５つの連携により支援体制の強化を図る。 

① 事業承継の様々な問題点や税務指導のノウハウ共有に関しては名古屋税理士会と
連携する。 

② 消費者ニーズの動向や情報収集には至学館大学と連携する。 
③ 高度な経営課題の解決には、中小企業基盤整備機構や愛知県よろず支援拠点、ミラ
サポなど国や県の機関と連携していく。 

④ 日本政策金融公庫熱田支店が開催する「小規模事業者経営改善資金貸付協議会」に
参加し、公庫及び公庫の業務区域内の商工会議所、商工会と情報交換を行い、支援

ノウハウや支援の現状、課題点等を共有し、支援体制強化に繋げる。 

⑤ 名古屋税理士会半田支部と知多地域内の商工会・商工会議所の事務局長又は経営指
導員による研修会・懇談会に参加し、毎年改正される税制についてノウハウの共有

と情報交換を行い、支援能力の向上に努める。 

  以上の連携の他、県下商工会議所の中小企業相談所長による「小規模事業運営研究会」や 

「東海ブロック中小企業相談所長会議」、愛知県下の商工会職員で組織する「愛知県商工会

職員協議会」、知多地域の商工会・商工会議所の経営指導員による「知多経営指導員会」に

て他地域の職員と交流を図る。 

これまでの狭い範囲内での連携から、様々な支援機関との連携、勉強会などを通じた支援

ノウハウの共有によって、新たな支援ネットワークの構築と支援ノウハウの習得が可能とな

り結果、小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対して的確に対応ができる。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 経営指導員や担当職員の支援力の向上と支援ノウハウの蓄積、継承を図るため、本事業で

の事業者支援にあたっては、経験豊富なコーディネーターや専門家と同行することを基本と

し、小規模事業者を支援することを通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、Ｏ

ＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。また、大府商工会議所と東浦町商工会が合同で、

経営発達支援事業に携わる職員を毎月召集し、習得した支援ノウハウを共有するため、経営

指導員、コーディネーターによる事例発表会などの勉強会を行う。 

さらに、本商工会議所、愛知県商工会連合会、愛知県商工会職員協議会が主催する研修会

及び経営支援事例発表会の参加に加え、愛知県が主催する経営指導員応用研修会、中小企業

基盤整備機構、あいち産業振興機構、中小企業大学校の主催する各種セミナーに経営指導員

が年間１回以上参加する。また、日商と全国連が共同で運営している経営指導員等ＷＥＢ研

修の積極的受講や全国連認定経営支援マネージャーの認定取得を目指すことで、経営計画策

経営指導員 7 名による経営課題の検討会

支援内容の情報交換を行う。 
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定や販路開拓を重視した支援能力の向上を図る。 

組織としての支援体制強化を図り、経営発達支援事業を円滑に推進するために、経営指導

員のみでなく、それ以外の一般職員にも個社支援の補助ができるよう、新たに開催する「新

社会人学舎」を積極的に受講させ、支援能力の底上げを図る。 

 

 ・小規模事業者経営発達支援融資制度研修会  年１回実施 

（講師：日本政策金融公庫熱田支店国民生活事業 融資担当者）

 ・愛知県職員協議会      職員研修会（年２回）、中堅職員・若手職員（各年１回以上）

 ・日商・全国連        経営指導員等ＷＥＢ研修 

 ・全国連           全国連認定経営支援マネージャーの認定取得 

 ・経営支援事例発表会     年１回（これまで毎年６年間開催） 

 ・知多経営指導員会研修会   年６回（企業視察、企業家講習会、国・県の施策研修等） 

 ・中小企業基盤整備機構等   事業承継セミナー、ＢＣＰ講習会、ビジネスプラン発表会等

・新社会人学舎        年６回（講師：滝谷国際経営事務所 滝谷敬一郎） 

・中小企業大学校       基礎研修Ⅱ、専門研修 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証

を行う。 

 ①大府市が平成２７年度設置予定の中小企業基本条例の評価委員会（大学教授、行政、金融機

関、商工業者を予定）等を活用して、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の意見を聞く。

 ②大府商工会議所、東浦町商工会にて本事業を推進するため、新たに組織する経営発達支援連

絡会議（仮称）において、評価・見直しの方針を決定する。 

 ③事業の成果・評価・見直しの結果については、年１回(５月)の大府商工会議所議員総会・東

浦町商工会総代会へ報告し、承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を 

大府商工会議所ホームページ（http://www.obu-cci.or.jp/）、 

東浦町商工会ホームページ（http://www.higashiura.or.jp/）で毎年６月をめどに公表する。

 

 

 

 

 

大府商工会議所・東浦町商工会 経営発達支援事業 評価スキーム図 
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事業評価体制 

①経営発達支援連絡会議 (大府商工会議所・東浦町商工会職員による事業評価検証)  

（設置者：大府商工会議所、東浦町商工会、設置日：平成 27 年 4 月、開催回数：年 2回以上)

 

②経営発達事業評価委員会 （大学教授、行政、金融機関、商工業者等の外部有識者による意見集約)  

（設置者：大府市、設置日：平成 27 年 5 月、開催回数：年 2回） 

 

③大府商工会議所議員総会・東浦町商工会総代会 (役員等への報告・承認) 

 (設置者：大府商工会議所、東浦町商工会、開催回数：年 1回) 

・ 経営発達支援 

・ 起業創業支援 

・ 新事業展開促進 

・ 人材育成 

・ 事業者間交流 

・ ヘルスケア産業分野進出支援 

・ 経営状況分析 

・ 事業計画策定・実施支援 

・ 創業支援 

・ 需要動向調査 

・ 販路開拓支援

 
・各事業の見直し 

・ 大府商工会議所議員総会 

・ 東浦町商工会総代会 

・ 経営発達事業評価委員会（仮称）

(大学教授、行政、金融機関、商工業者)

・ 経営発達支援連絡会議（仮称） 

(大府商工会議所、東浦町商工会) 

Plan 計画 

Do 実施 Check 評価 

Action 改善 
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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２７年３月現在）

（１）組織体制 

 大府商工会議所の実施体制（１２名） 

 

大府商工会議所の組織全体２３名（※は本事業実施職員） 

専務理事１名、※事務局長１名、 

※産業振興課長（情報推進課長兼務）１名、※まちづくり推進課長１名、 

※相談所長１名、※経営指導員４名、補助員２名、 

記帳指導職員１名、記帳指導員２名（非常勤）、一般職員４名、臨時職員１名（非常勤）

※コーディネーター４名（非常勤） 

 

 

東浦町商工会の実施体制（４名） 

 

東浦町商工会の組織全体９名（※は本事業実施職員） 

※事務局長１名、※経営指導員３名、補助員１名、記帳指導員３名、一般職員１名 

 

 

 

事務局長 

組織運営管理・関係機関窓口 

経営指導員 
 

事業計画策定・創業 
販路・広報・IT支援 

経営指導員 
 

事業計画策定・経営状況分析・事業承継支援

経営指導員 
 

事業計画策定・情報収集提供・経営革新支援

事務局長 

総括 

中小企業相談所長 

組織運営管理・関係機関窓口 

産業振興課長 

（情報推進課長兼務）

経営指導員 ４名 
経営状況分析・事業計画策定・ 
課題解決支援・創業・経営革新支援

大府中小企業支援センター
 

コーディネーター 
（創業支援・経営革新支援）

コーディネーター 
（ものづくり支援）

橋本実践塾 
２Ｓ（整理・整頓） 
現場改善活動 

まちづくり推進課長 

 

コーディネーター 
（商業・まちづくり支援）
ウェルネスバレー、地域活性化、

まちづくり 

コーディネーター 
（ウェルネスバレー、事業計画

書等作成支援、ものづくり補

助金申請書作成支援） 
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大府商工会議所・東浦町商工会が共同で事業を実施するための組織体制 

 

経営発達支援事業連携会議（大府商工会議所・東浦町商工会の連携組織）の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

   大府商工会議所 

愛知県大府市中央町五丁目７０番地 

大府商工会議所 中小企業相談所 

電話０５６２－４７－５０００ 

http://www.obu-cci.or.jp 

 

東浦町商工会 

愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路２８-２ 

東浦町商工会 

電話０５６２－８３－６１２３ 

http://www.higashiura.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大府商工会議所（１２名）

事務局長 

中小企業相談所長 

産業振興課長 

まちづくり推進課長 

経営指導員 ４名 

コーディネーター ４名 

東浦町商工会（４名） 

 

事務局長 

経営指導員 ３名 

経営発達支援事業連携会議（１６名）
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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 

全体（大府・東浦）                         （単位 千円） 

 平成27年度 

(27 年４ 月

以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 103,200 107,700 110,700 113,400 116,100

 

大府商工会議所 

 

東浦町商工会 

 

73,900 
 

29,300 

77,900

29,800

80,400

30,300

82,600 
 

30,800 

84,800

31,300

（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。 

 

 

大府商工会議所                          （単位 千円） 

 平成27年度 

(27 年４ 月

以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 73,900 77,900 80,400 82,600 84,800

 

中小企業相談

所特別会計 

（事業費） 

（管理費） 

一般会計（事

業費） 

65,000 

 

(25,000) 

(40,000) 

8,900 

68,000

(27,000)

(41,000)

9,900

70,000

(28,000)

(42,000)

10,400

72,000 

 

(29,000) 

(43,000) 

10,600 

74,000

(30,000)

(44,000)

10,800

（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。 

 

東浦町商工会                           （単位 千円） 

 平成27年度 

(27 年４ 月

以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 29,300 29,800 30,300 30,800 31,300

 

小規模事業支

援事業費 

1 調査等事業

費 

2講習会等開催費 

3展示会等参加費 

4産業祭等参加費 
 

人件費（4名） 

 

 

500 

600 

1,000 

200 

 

27,000 

 

500

600

1,000

200

27,500

500

600

1,000

200

28,000

 

 

500 

600 

1,000 

200 

 

28,500 

 

500

600

1,000

200

29,000

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 
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調達方法 

１ 愛知県小規模事業経営支援事業費補助金（人件費・事業費） 

２ 国・日商・全国連等の補助金（事業費） 

３ 市町村補助金（経営改善普及事業・育成指導事業補助金、商工業振興事業費補助金等） 

４ 会費収入（補助金不足分を補填） 

５ 参加負担金（講習会・展示会等参加者負担金等・産業文化まつり参加費） 

 

 

 

（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。 

 

 



 - 33 -

（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 

■創業塾、創業支援相談事業、各種地域振興事業の補助 

・創業塾、創業セミナーの開催周知 

・「大府市中小企業研究開発等促進事業費補助制度」、「ウェルネスバレー構想推進事業費補助

制度」、「工場等立地促進奨励金」など各種補助制度の制定 

 

■経営計画策定支援、各種事業の周知・参加依頼 

事業計画書作成、販路開拓支援等に関する年 2回以上の情報交換会 

 

■ウェルネスバレー構想の実現 

新ヘルスケア産業の創出、賑わいづくり 

 

■産学官連携交流会 

新技術、新サービスの創出支援 

 

■地元商業機能・消費者ニーズ調査、健康志向の商品開発支援 

・管理栄養士による健康志向の商品開発支援（例 アスリート弁当） 

・若者の消費者動向、ニーズを把握するため、学生に対して、地元商業機能や消費性向等に関

するアンケート調査 

 

■専門的課題解決 

専門的な課題等に対する支援 

  

■地域資源を活用した祭りの連携と農商工連携 

地域の特色ある農産物を活用した商品開発 

連携者及びその役割 

■創業塾、創業支援相談事業、各種地域振興事業の補助 

・行政と創業塾、創業支援相談事業を共同開催することにより、公共性が高まり多くの参加を

見込むことが出来る。 

・特に大府市に於いては「大府市中小企業研究開発等促進事業費補助制度」、「ウェルネスバレ

ー構想推進事業費補助制度」、「工場等立地促進奨励金」など各種補助制度を制定しており、

資本力の乏しい小規模事業者にとって、新たな事業参画のきっかけ作りとなる。 

 

大府市 市長 久野 孝保 

〒474-8701 愛知県大府市中央町五丁目 70 番地 

電話 0562-47-2111 

東浦町 町長 神谷 明彦 

〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所 20 番地 

電話 0562-83-3111 

 

■経営計画策定支援、各種事業の周知・参加依頼 

・事業計画書等の作成支援、小規模事業者への販路開拓支援として取引先への産学官連携交流
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会、各種展示会、商談会等への参加依頼 

・管内信用金庫と大府商工会議所、東浦町商工会は、年 2回以上、事業計画書作成、販路開拓

支援等に関する情報交換会を開催し、多くの経営発達支援事業所の輩出を目指す。 

 

㈱日本政策金融公庫熱田支店 支店長兼国民生活事業統轄 鈴木 和彦 

〒456-0025 愛知県名古屋市熱田区玉の井町 7-30 

電話 052-681-2285 

 

愛知県信用保証協会 理事長 小川 悦雄 

〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町７番９号 

電話 052-454-0520 

 

半田信用金庫 理事長 東松 邦則 

〒475-0887 愛知県半田市御幸町８番地 

電話 0569-21-2411 

 

知多信用金庫 理事長 榊原 康弘 

〒475-0911 愛知県半田市星崎町 3丁目 39 番地の 18  

電話 0569-22-3511 

 

碧海信用金庫 理事長 福田 雅美 

〒446-8686 愛知県安城市御幸本町 15 番 1 号 

電話 0566-77-8101 

 

岡崎信用金庫 理事長 大河原 誠 

〒444-0035 愛知県岡崎市菅生町字元菅 41 番地 

電話 0564-21-6111 

 

西尾信用金庫 理事長 近藤 実 

〒445-0073 愛知県西尾市寄住町洲田 51 番地 

電話 0563-56-7111 

 

名古屋税理士会半田支部 支部長 冨田 真規 

〒475-0903 愛知県半田市出口町 1-130-1 森田ビル 3階 

電話 0569-26-0730 

 

■ウェルネスバレー構想の実現 

ウェルネスバレー構想の実現に向けた取組みを連携し実施することにより多くの県民、市民に

情報発信を行うことが出来る。 

 

（ウェルネスバレー関係機関） 

（独）国立長寿医療研究センター 理事長 鳥羽 研二 

〒474-8511 愛知県大府市森岡町 7-430 

電話 0562-46-2311 
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あいち健康プラザ 理事長 山川 利治 

〒470-2101 愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山 1番地の 1 

電話 0562-82-0211 

 

㈱げんきの郷 代表取締役社長 鈴木 康男 

〒474-0041 愛知県大府市吉田町正右エ門新田１－１ 

電話 0562-45-4080 

 

(福)仁至会介護老人保健施設ルミナス大府 施設長 長屋政博 

〒474-0037 愛知県大府市半月町三丁目 290 番地 

電話 0562-44-7735 

 

至学館大学 学長 谷岡 郁子 

〒474-8651 愛知県大府市横根町名高山 55 

電話 0562-46-1291 

 

大府市 市長 久野 孝保 

〒474-8701 愛知県大府市中央町五丁目 70 番地 

電話 0562-47-2111 

 

東浦町 町長 神谷 明彦 

〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所 20 番地 

電話 0562-83-3111 

 

■産学官連携交流会 

当交流会は平成１９年から毎年開催しており、今後も、上記関係機関との連携により、企業支

援のための特色ある強みが一堂に会することにより、新たな産学官連携を促進することで、新

技術、新サービスが創出される役割を果たしている。 

 

（大府産学官連携交流会参加大学・関係機関） 

愛知教育大学 学長 後藤 ひとみ 

〒448-8542 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢 1 

電話 0566-26-2111 

 

愛知工業大学 学長 後藤 泰之 

〒470-0392 愛知県豊田市八草町八千草 1247 

電話 0565-48-8121 

 

岐阜大学 学長 森脇 久隆 

〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸 1番 1 

電話 058-230-1111 

 

星城大学 学長 赤岡 功 

〒476-8588 愛知県東海市富貴ノ台２丁目１７２番地 

電話 052-601-6010 
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大同大学 学長 澤岡 昭 

〒457-8530 愛知県名古屋市南区滝春町 10 番地 3 

電話 052-612-6111 

 

中京大学 学長 北川 薫 

〒466-8666 愛知県名古屋市昭和区八事本町 101-2 

電話 052-835-7111 

 

中部大学 学長 山下 興亜 

〒487-8501 愛知県春日井市松本町 1200 番地 

電話 0568-51-1111 

 

豊田工業大学 学長 榊 裕之 

〒468-8511 愛知県名古屋市天白区久方二丁目 12 番地 1 

電話 052-802-1111 

 

豊橋技術科学大学 学長 大西 隆 

〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1 

電話 0532-47-0111 

 

名古屋大学 総長 濱口 道成 

〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町 

電話 052-789-5111 

 

名古屋工業大学 学長 鵜飼 裕之 

〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町 

電話 052-732-2111 

 

名古屋市立大学 学長 郡 健二郎 

〒467-8601 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ 

電話 052-853-8041 

 

日本福祉大学 学長 二木 立 

〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田 

電話 0569-87-2211 

 

名城大学 学長 中根 敏晴 

〒468-8502 愛知県名古屋市天白区塩釜口 1-501 

電話 052-832-1151 

 

愛知県 知事 大村 秀章 

〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1番 2号 

電話 052-961-2111 
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㈱日本政策金融公庫熱田支店 支店長兼国民生活事業統轄 鈴木 和彦 

〒456-0025 愛知県名古屋市熱田区玉の井町 7-30 

電話 052-681-2285 

 

愛知県信用保証協会 理事長 小川 悦雄 

〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町７番９号 

電話 052-454-0520 

 

あいち産業科学技術総合センター 所長 山本 昌治 

〒470-0356 愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 

電話 0561-76-8301 

 

（公財）あいち産業振興機構 理事長 森 鋭一 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 4番 38 号 

電話 052-715-3061 

 

（公財）科学技術交流財団 会長 豊田 章一郎 

〒470-0356 愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 「知の拠点あいち」あいち産業科学技術総合セン

ター内 

電話 0561-76-8321 

 

（独）国立長寿医療研究センター 理事長 鳥羽 研二 

〒474-8511 愛知県大府市森岡町 7-430 

電話 0562-46-2311 

 

（独）産業技術総合研究所中部センター 所長 立石 裕 

〒463-8560 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞 2266-98 

電話 052-736-7000 

 

（独）中小企業基盤整備機構中部本部 理事長 高田 坦史 

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4階 

電話 052-201-3003 

 

(一財）中部生産性本部 会長 佐伯  卓 

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-15-15 豊島ビル 11 階 

電話 052-221-1261 

 

(公財）名古屋産業科学研究所（中部 TLO） 理事長 内藤  進 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目 10-19 名古屋商工会議所ビル 

電話 052-223-6639 

 

名古屋市工業研究所 所長 平野 幸治 

〒456-0058 愛知県名古屋市熱田区六番三丁目 4番 41 号 

電話 052-661-3161 
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分子科学研究所 所長 大峯 巖 

〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３８番地 

電話 0564-55-7431 

 

中部経済産業局 局長 波多野 淳彦 

〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号 

電話 052-951-2683 

 

 

■地元商業機能・消費者ニーズ調査、健康志向の商品開発支援 

・若者の消費者動向、ニーズ調査を実施することにより小規模事業者の販売する商品、サービ

スの調査を実施する。 

・管理栄養士による健康志向の商品開発支援（例 アスリート弁当）を行うことにより、特色

ある事業所となり事業発達の役割を担う。 

 

至学館大学 学長 谷岡 郁子 

〒474-8651 愛知県大府市横根町名高山 55 

電話 0562-46-1291 

 

 

■専門的課題解決 

専門的な課題等に対する支援を連携して実施することにより、経営資源の乏しい小規模事業者

の経営コンサルタントの役割を担う。 

 

（独）中小企業基盤整備機構中部本部 理事長 高田 坦史 

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4階 

電話 052-201-3003 

 

（公財）あいち産業振興機構 理事長 森 鋭一 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 4番 38 号 

電話 052-715-3061 

 

愛知県よろず支援拠点 コーディネーター 多和田 悦嗣 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 4番 38 号  

愛知県産業労働センター14 階 

電話 052-715-3188 

 

ミラサポ(㈱パソナ中部事務局  プロジェクト長 森下 実) 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 栄三丁目ビルディング 10F 

電話 052-212-8156 

 

 

■地域資源を活用した祭りの連携と農商工連携 

生産者と商工業者との連携支援 
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㈱げんきの郷 代表取締役社長 鈴木 康男 

〒474-0041 愛知県大府市吉田町正右エ門新田１－１ 

電話 0562-45-4080 

 

あいち知多農業協同組合 代表理事組合長 前田 隆 
〒479-8601 愛知県常滑市多屋字茨廻間１－１１１ 

電話 0569-34-5555 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大府商工会議所及び

東浦町商工会 

経営改善普及事業 

経営発達支援事業 

①地域の経済動向調査 

②経営状況の分析 

③事業計画策定支援 

④事業計画策定後の実施支援

⑤需要動向調査 

⑥新たな需要の開拓に寄与す

る事業 

記帳、税務、金融、労働指導等

各種制度等の情報収集・提供等

小規模事業者 

経営の発達 

潜在的な顧客

層に向けた商

品の販売方法

の変更等、ビ

ジネスモデル

の再構築 

経営の改善 

記帳、税務、

金融、労働指

導等 

支援 

関係機関 
 

(本事業の推進にあたっての

総括支援) 

愛知県 

 

(創業塾、創業支援相談事

業、各種地域振興事業の補

助) 

大府市・東浦町 

 

(経営計画策定支援、各種

事業の周知・参加依頼) 

日本政策金融公庫熱田支

店、愛知県信用保証協会、

各信用金庫（半田・知多・碧

海・岡崎・西尾） 

名古屋税理士会半田支部 

 

(ウェルネスバレー構想推進) 

ウェルネスバレー関係機関

（別紙参照） 

 

 

(産学官連携事業)  

大府産学官連携交流会参加

大学・関係機関等（別紙参照）

 

(地元商業機能・消費者ニー

ズ調査、健康志向の商品開

発支援)  

至学館大学等 

 

 

 (専門的課題等の解決) 

中小企業基盤整備機構、 

あいち産業振興機構、愛知県

よろず支援拠点、ミラサポ 

 

 

(地域資源を活用した祭りの

連携と農商工連携) 

げんきの郷、あいち知多農業

協同組合 

連携

地域経済の活性化 

事業評価

経営発達支援事業 
評価委員会 

外部有識者（大学教授、行

政、金融機関、商工業者を

予定）により事業成果を評

価し、見直しの方針を決定


