
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
瀬戸商工会議所 （法人番号  5180005008801） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

１．陶都瀬戸の復活に向けた瀬戸焼ブランドの魅力向上と希少価値・高付加

価値戦略を展開する 

２．足腰の強い事業者の育成のために伴走型経営指導を定着する 

３．周辺地域から瀬戸市への流入を促すための創業支援や新産業の創出育成

をする 

以上を目標とし、それを達成するための実施方針は、１．新たな産業振興に向

けた計画の推進、２．陶都瀬戸の復活を含めた地場産業振興ビジョンへの取り

組み、３．新基盤産業としてのソフトウェア産業の地位を確立する、４．ビジ

ネスマッチングと販路拡大の機会創出、５．大学コンソーシアムとの連携事業、

６．創業及び事業承継の支援とする。 

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】 

ＬＯＢＯ調査、中小企業景況調査、関係省庁からの情報収集、連携金融機

関からの情報収集で得られた情報を小規模事業者に提供していく。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

業種別アンケート、訪問時アンケート、事業計画策定セミナーを開催し地

域内事業者が自社の経営分析を行う支援、また、瀬戸商工会議所利用者の

経営分析データの活用する 

３．事業計画定支援に関すること【指針②】 

１．２の調査結果に基づいて事業者の事業計画策定を支援・助言する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画を実行するため伴走型の支援・助言を行う。また、地域の認定

支援機関等と連携して支援する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

連携機関とも連携し消費者の意向を年齢別に直接聞く事により具体的な

声を反映させた調査・分析しその情報を事業者に提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】  

新たな市場の販路開拓や既存市場への効果的マーケティング戦略を支援

する。広報活動、商談会・ビジネスマッチング、瀬戸市等と連携事業等

を実施する。 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 
１．地域ブランドによる活性化の推進 

瀬戸市の知名度向上と陶都瀬戸の産地力向上を目指して『瀬戸焼ブラン

ド』を推進する 

２．魅力のあるまちづくりの推進 

「陶都瀬戸の復活」を推進するために魅力あるまちづくりを図る 

連絡先 

瀬戸商工会議所 住所 愛知県瀬戸市見付町３８番地の２ 

ＴＥＬ ０５６１－８２－３１２３ 

ＦＡＸ ０５６１－８３－５２０４ 

Ｅメール setocci@setocci.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 

【瀬戸市の概要及び産業】 

瀬戸市は濃尾平野の東、尾張丘陵の一角に

あって、中部経済圏の中心地である名古屋市

の北東約 20km に位置しており、日本有数の陶

磁器である瀬戸焼の生産地として古くから知

られている人口 13 万人超の街である。「瀬戸

物」（せともの）という名称は、この地の古く

からの地名である「瀬戸」に由来し、やきも

のの代名詞として日本のみならず、世界の

人々に知られるようになった。 

また、2005 年日本国際博覧会において瀬戸 

会場として開催された事でも有名であり知名

度がある事は強みである。 

しかしながら、当市の人口は５年連続して

減少し、人口減少に歯止めが掛からない状況

が続いている。 

また、企業を取り巻く経済環境も厳しい状

況にあり、事業所数も軒並み減少している。 

瀬戸地域内全体事業者も厳しい状況であり

平成２４年度経済センサスによると瀬戸市内

事業者数は４，６６９社、小規模事業者数は

３，７０８社となっている。この数字は、平

成１８年事業所・企業統計調査数（商業者数

は５，０３０社、小規模事業者数は４，１１

４社）と比べ大幅な減少となっている。また、平成１６年から平成２４年を見比べた場

合、製造(窯業)と卸売・小売業の減少が激しいことがわかる。 

瀬戸市における事業所数と小規模事業者数 

  平成１８年 平成２４年 増減 

事業者数 5,030 4,669 △ 361 

小規模事業者数 4,114 3,708 △ 406 
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その中でも主産業であった窯業・土石製品は昭和 53 年以降事業所数・従業員数ともに

減少を続け、事業所数では 4割以下、従業員数では 3割以下まで落ち込んでいる。全体

的に後継者不足といった課題もある。 

しかしながら、地域として良質で豊富な陶土が市内で採取されることは強みの一つと

なっている。瀬戸市の陶磁器関連産業は、粘土や釉薬などの原料から生産道具の製造に

至るまで、ほぼ全てをメイドイン瀬戸で賄える全国的にもまれな産地を形成している。

特に、やきもの分野においては、日用の食器から美術品、工芸品に至るまでの幅広い

製品群を生産しており、分業化された様ざまな業務領域の大小事業者が混在している。

精度の高い専門技術を分担する分業化が進む一方、赤津焼や瀬戸染付焼といった伝統的

工芸品の指定を受けたものもある。 また、ファインセラミックス分野は、原材料確保

や消費地近接性など立地を問わない業種である

にもかかわらず、本市には国内有数の集積が見

られる。昭和 50 年代後半の新素材ブームにおい

て、それまでのやきものの技術を活用してファ

インセラミックス分野に進出した事業所が多

く、特に愛知県内に高い集積を誇る自動車産業

や電子情報産業と深い関わりをもっている。 

下記の「製造品出荷額等の構成比」からわか

るように瀬戸市において様々な窯業製品を製造

してきた。しかしながら昭和５３年と平成２０

年の構成比の比較からわかるように出荷製品の

割合が大きく変化している。これは、市場環境

が変化してきたと考えられる。 
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【瀬戸市の課題】 

前述の瀬戸市の概要及び産業から浮かび上がる課題は次の通りである。 

①窯業関係など製造業や卸売業、小売業を中心とした小規模事業者の廃業抑制 

②創業者育成支援と事業承継及び技術承継 

③成長産業など新たな産業基盤の構築 

④企業誘致活動及び人材育成と就労支援 

⑤瀬戸焼ブランド力の向上 

【瀬戸市の産業政策】 

 瀬戸市では前述した当地域の課題を解決するべく、平成２９年度からの第６次総合計

画に先駆けて、平成２７年１１月に中期事業計画を策定し、第６次総合計画のパイロッ

トプランとして平成２８年度から特に必要と考えられる先行的な重点政策を実施する

こととしている。 

 〈瀬戸市の中期事業計画の産業活性化の概要〉 

新たな産業活性化（１） 

 新たな産業の育成や誘致、企業活動における海外展開、販路開拓に対する支援を行い、

瀬戸市の未来を支える柱となる産業基盤を拡大することにより、産業活動が雇用へと連

鎖していく「瀬戸市独自の地域モデル」を構築する。 

 ①新たな産業振興に向けた計画の推進  

  すべての産業分野を対象とした積極的な産業振興を取り組むため、未来の瀬戸市の

産業政策としての目指す姿を展望し、その実現に向けた取り組みをアクションプラ

ンとして整理し、実践する。 

 ②地場産業振興ビジョンの進化 

  地場産業の振興を図るにあたっての視点を「瀬戸のやきもの文化＝希少価値・高付

加価値」とういう視点へと転換し、やきものが基盤産業の一つとして存続する道筋

をつけるための実践的な取り組みを推進する。 

 ③新たな基盤産業としてのソフトウェア産業の育成・誘致 

  新たな基盤産業としてのソフトウェア産業の育成を位置付け、企業への個別訪問等

によって、民間企業や地域金融機関と連携した具体的な活動や、人材バンク設立等

の事業を展開していく。 

 ④全産業分野における生産～流通～販売を一貫したビジネスモデルの推進 
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  全ての産業分野を対象として、生産～流通～販売を一貫した地域ビジネスモデルの

構築を目指す。 

 ⑤アグリカルチャー推進体制の見直しと推進事業の強化 

  具体的事業を着実に実施する。 

新たな産業活性化（２） 

 地域の産業活性化に向けて、新しいビジネスモデル創出や民間資本・金融・既存の知

的財産の活用など、新しい手法による産業振興を展開していく。 

 ①ビジネスマッチングと販路拡大の機会創出 

  市内に拠点を置く全ての産業分野を対象としたビジネスマッチングの場や販路拡

大の機会創出に取り組み、地域金融機関と連携した企業支援を進める。 

 ②地域大学との連携 

  既存の大学コンソーシアム等との連携を見直し、Ⅰ行政や民間企業に対するシンク

タンク機能の提供 Ⅱ事業承継者の大学入学優先プログラムの瀬戸市枠の確保を

実現できるようにする。また、地域大学の施設活用を視野に入れつつ、地域連携の

深化に向けて、地域のニーズを具現化するための調整を行っていく。 

 ③事業継続と創業の支援 

  中小・小規模企業の事業継続における課題を解決するため、地域金融機関と締結し

た「地域連携包括協定」を活用し、リレーションシップバンキングによる中小企業

再生ファンドの創設や技術承継のための M＆A実現など、具体的な取り組みを検討・

実施する。また、創業時における資金調達や顧客確保などの支援について、地域金

融機関や商工会議所と連携し、取り組みを進める。 

  

 以上瀬戸市の中期事業計画の産業活性化の概要も踏まえて瀬戸商工会議所としても 

同様の認識のもと、当地域の課題解決をするために次により中長期ビジョンと目標を掲

げ各事業を行っていく。 

 

【瀬戸商工会議所の今までの取り組みと課題】 

瀬戸商工会議所では今までも、中小企業の個別課題解消や各種施策等の情報提供、補

助金・助成金申請支援に積極的に取り組んでいる。 

平成 25 年 9 月 20 日には経営革新等支援機関の認定を受けた。これによって、新たな

取り組みを行う地域の事業者の支援により力を入れてきた。 

 

＜近年の新たな取り組みを行う事業者の補助金申請の結果＞ 

（平成 24 年 4 月～平成 27 年 12 月までの実績）

 申請数 採択数 採択率 

地域資源活用 １件 １件 １００％ 

小規模事業者活性化補助金 ３件 ３件 １００％ 

創業補助金 ９件 ９件 １００％ 

ものづくり補助金 １４件 １０件 ７１％ 

小規模事業者持続化補助金 ７４件 ４２件 ５７％ 

あいち中小企業応援ファンド ２件 ２件 １００％ 
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他の商工会議所や全国平均に比べると採択率の割合が圧倒的に高いのが特徴であり、

その他にも記帳指導件数、小規模事業者経営改善資金（マル経融資）の利用件数も過去

から利用者も多く、相談者には時間をかけ親切丁寧に伴走型指導する方針であり満足度

も高い。しかしながら、事業計画作成など現在必要とされている支援に関しての伴走型

支援者数は少ないのが現状である。更に前述した瀬戸市の概要からもわかるように当地

域は製造(窯業)と卸売・小売業を中心に企業数が大幅に減少している。このような瀬戸

市の小規模事業者数の減少傾向に歯止めをかけ、市内の小規模事業者の活力を見いだす

ために、小規模事業者の持続的発展のために資する経営力強化支援の充実及び創業者を

増加させる事が急務である。 

   

【瀬戸商工会議所の中長期的な振興のあり方】 

 ここ数年の人口及び窯業関係を中心とした製造業や卸売、小売業の著しい減少傾向に

歯止めをかけるために、小規模事業者の持続的発展と特色のある創業支援を充実させ

る。特に地場産業である窯業関連事業に関しては、現状のままでは危機的状況に陥って

しまう事も考えられ、ブランド力向上と高付加価値戦略、事業承継、技術承継を行なう。
 
【瀬戸商工会議所の中長期ビジョンと経営発達支援計画目標】 
瀬戸商工会議所では、現状単年度のみのビジョンの作成・発表は行っていたが、中長

期ビジョンはたてていなかった。しかしながら激動する小規模事業者の経営環境に対応

するため、役職員共通認識により次のように平成２７年度～平成３６年度の瀬戸商工会

議所中長期ビジョンを策定し、事業者目線に立ち事業推進をする事とする。 

 

瀬戸商工会議所中長期ビジョン 

 「小規模事業者の持続的発展並びに陶都瀬戸の復活と 

新たな産業活性化に向けて頼りがいのある会議所を目指す」 

  

以上の瀬戸商工会議所の中長期ビジョンと、当地域の現状及び課題を踏まえ、当商工

会議所では、日本経済の根幹を支える中小企業、その中でも小規模事業者の経営基盤の

強化に繋がり、地域経済の安定化を図るために次のように目標を設定し、目標達成のた

めに重点支援項目を掲げ経営発達支援事業を実施する。 

 

瀬戸商工会議所経営発達支援計画目標 
 

 １．陶都瀬戸の復活に向けた瀬戸焼ブランドの魅力向上と希少価値・高付加価値戦

略を展開する 

 ２．足腰の強い事業者の育成のために伴走型経営指導を定着する 

 ３．周辺地域から瀬戸市への流入を促すための創業支援や新産業の創出育成をする

 

目標達成のための実施方針 

 １．新たな産業振興に向けた計画の推進 

すべての産業分野を対象とした積極的な産業振興に取り組むため、生産から流通、

販売まで一貫した未来の当地域のビジネスモデルの構築を目指し、その実現に向
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けた取り組みを実践する。 

 

 ２．陶都瀬戸の復活を含めた地場産業振興ビジョンへの取り組み 

   陶都瀬戸の復活のために、瀬戸焼を希少価値・高付加価値化への視点へと転換し、

やきものが基盤産業の一つとして存続する道筋をつけるための実践的な取り組

みを実施する。 

  また、販路開拓支援によっても、より各事業者に適切な提案とアフターフォロー

まで継続的に支援を行っていく。販路開拓を行っていく上で地域のブランド力向

上が必要となる。そのため、瀬戸市、瀬戸信用金庫、地域金融機関、その他関係

機関と連携を取り今後の地域活性化の方向性を検討する。検討した結果を踏まえ、

多方面から小規模事業者のブランド力強化事業を実施する。 

 

 ３．新基盤産業としてのソフトウェア産業の地位を確立する 

新たな基盤産業としてのソフトウェア産業の育成を目指す。巡回等による伴走型

支援によって、企業を育成し万全な経営基盤となる事で、関連事業者の瀬戸への

誘致にも結び付け、将来の瀬戸の基盤産業となる足がかりとする。 

 

 ４．ビジネスマッチングと販路拡大の機会創出 

市内に拠点を置く全ての産業分野を対象としたビジネスマッチングの場や販路

拡大の機会創出に取り組み、地域金融機関と連携した企業支援を進める。また、

平成２８年度より新規事業としてクラウドファンディング事業を瀬戸市及び瀬戸

信用金庫と連携して行なう。事業所が考えた新規商品などに対して魅力や特色の

ある事業計画に対して補助金を出す事により、公的機関が認めた計画として、報

道機関にも大きな PR をする事ができ、販路拡大や新たなビジネスマッチングの一

助とする。また、瀬戸商工会議所と瀬戸市・瀬戸信用金庫が連携して相談からア

フターフォローまで伴走型支援をする事により、事業者には単独にて開発するよ

り更に大きなビジネスチャンスを得る事が出来る。 

 

 ５．大学コンソーシアムとの連携事業 

  現在愛知工業大学・金城学院大学・名古屋学院大学・名古屋産業大学・南山大学・

と瀬戸市において「大学コンソーシアムせと」が施策協働プログラムなどにより

活動を展開しており、新たな連携事業として瀬戸商工会議所と新規に平成２８年

度より行っていく。（事務局である瀬戸市や大学側にも了承済） 

  共同で行う講習会やキャリア教育事業の他に、需要動向調査において学生を希望

する企業に派遣し商品などを評価してもらったりアイデアを出してもらうなどし

て商品構成や新商品開発などの参考とする。せともの祭やせと陶祖まつりなどに

おいて消費者動向などのアンケートの実施などを共同にて行う。 

 

 ６．創業及び事業承継の支援 

中小・小規模企業の事業継続における課題を解決するため、瀬戸市や地域金融機

関と連携し、中小企業再生ファンドの創設や技術承継のための M＆A実現など、具

体的な取り組みを検討・実施する。また、創業時における資金調達や顧客確保な
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どの支援についても同様に瀬戸市や地域金融機関、日本政策金融公庫や愛知県信

用保証協会などと連携し、取り組みを進める。瀬戸市では（瀬戸商工会議所事務

局）せと・しごと塾を平成２０年度から８期にわたり開催しており、個別相談を

含めると通年でのフォロー体制で行っており、塾生の大変満足度の高い事業とな

っており、瀬戸市以外の多くの方から将来瀬戸で開業したいとの理由で入塾され

ているケースも多々ある。更に創業支援を強化するために平成２８年２月には新

規事業として「創業塾 in 瀬戸」を瀬戸商工会議所が中心となり瀬戸市と日本政策

金融公庫との共催により女性士業の集まりである「からふる女性応援士隊」（会議

所・商工会では初めての連携事業）の講師により開催し、新たな創業希望者を伴

走型支援によりサポートしていく。 

 

また、当然ではあるが、前述の重点支援項目以外の事案に関しても小規模事業者の

持続的発展に向けて支援を行っていく。 

小規模事業者が持続的に発展する経営をしていく上で、経営方針・ビジョンを明確

にし、計画的な事業運営をしていく事が必要であり、経営計画策定及び実行を伴走型

支援により瀬戸市や瀬戸信用金庫など地域金融機関などとも連携を取り地域の小規模

事業者を、「点」ではなく「面」にてサポート支援を行っていく。 

 

 

瀬戸商工会議所支援イメージ図 
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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．経営発達支援計画の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 地区内の経済動向を把握することにより、小規模事業者の経営指導・経営計画策定支

援・各種相談などに対応する時に、より的確な指導・支援につなげる。 

 また、業種別・規模別の経済動向、景気動向、現状等を把握することにより、経営指

導員等職員の指導スキルの平準化を図り、より高度な支援・指導を行うことができる。

（事業内容） 

(1)LOBO 調査（商工会議所早期景気観測システム） 

 〇目的 

  全国の中小企業者の足元の景気感を早期に把握する 

 〇手段・内容 

  市内３社（製造業２社、卸売業１社）に対し FAX にて毎月調査を行い調査結果を 

  日本商工会議所に報告をし、全国から収集される結果とあわせる事により毎月の早

期景気観測データとなる。 

 〇調査・分析項目 

  売上、採算、仕入単価、従業員、業況、資金繰りの前年比及び３ケ月に先行き、月

別の附帯調査、経営上の問題点等について調査し、全国から寄せ集められたアンケ

ート調査票を日本商工会議所にて集計を行い、DI 値を産業別、ブロック別に行って

業種や地域毎の景況感を早期にまとめる。 

 〇活用方法 

  集計結果を会報やメールマガジンにて記事提供するほか、小規模事業者に幅広く周

知し事業経営に活用してもらうために当所ホームページや巡回指導の際にも情報

提供を行う。 

 

(2)中小企業景況調（中小企業庁委託事業） 

〇目的 

  中小企業の景気動向を総合的に把握する 

 〇手段・内容 

  瀬戸市内における５０社（製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業の５業種）

  を対象として四半期毎に事業所の経営状況を業種別に調査項目は異なるが、共通的

  な部分として売上、原材料単価、採算、資金繰り、従業員、引合い、受注の増減及
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び現在の問題点などについて聞取り調査を巡回時及び窓口にて行う。 

 〇調査・分析項目 

  全国から寄せられた調査票を中小機構が集計し、DI 値を調査項目、地域、業種毎 

  に過去１０年間の推移をグラフ及び解説にて結果を公表。 

 〇活用方法 

  今までは調査に協力していただいた５０社のみに郵送にて結果を報告していたが、

  今後は加えて当所ホームページに掲載し、小規模事業者の経営判断に役立てるよう

  幅広く活用する。 

(3)関係省庁からの情報収集（新規事業） 

〇目的 

  行政等実施の景況調査結果を利用し経済動向の情報を提供する 

 〇手段・内容 

  中部経済産業局、中小企業庁、総務省、愛知県、瀬戸市の公表されている各種デー

タを収集する。 

 〇調査・分析項目（主な調査資料） 

  最近の管内総合経済動向（中部経済産業局） 

  小規模企業白書、中小企業白書（中小企業庁） 

  国勢調査、経済センサス、事業所・企業統計調査等（総務省） 

  あいちの景気動向（愛知県） 

  経済センサス・基礎調査、経済センサス・活動調査、瀬戸市統計書（瀬戸市） 

 〇活用方法 

  行政等の各種データを活用し、市場分析、マーケティング戦略など計画策定及び実

行に役立てる。また、情報収集にてまとめた分析結果について巡回時及び窓口相談

時において紙面にて情報提供をする。加えて当所ホームページ及び全戸配布の会報

（１月と７月発行各 42,000 部発行）に掲載し、小規模事業者の経営判断に役立て

るよう幅広く活用する。 

(4)連携金融機関からの情報収集（新規事業） 

〇目的 

  金融機関の景況調査結果等を利用し地域経済動向の情報を提供する 

 〇手段・内容 

連携する金融機関が公表しているデータを収集し、小規模事業者の事業計画策定に

繋がる情報を提供する。 

・瀬戸信用金庫の景気動向調査（３カ月に１回、取引先３１２社に対し行員の聞き

取りにより実施し結果をＨＰにて公表） 

・大垣共立銀行（OKB 総研）「主婦の消費動向に関するアンケート」 

・十六銀行（十六総合研究所）「消費動向に関するアンケート調査」 

 〇調査・分析項目 

  ・瀬戸信用金庫→瀬戸地域を中心とした陶磁器関連業を軸に各業種の業況・受注・

売上・収益などの DI 推移なども把握する事ができる。 

・大垣共立銀行→主婦の消費動向のうち、家計の収入の推移、支出が増加した費目、

減少した費目、高額商品の購入状況が把握できる。 

・十六銀行→生活満足度 DI や費用項目別 DI により、家計の余力及び項目別支出同
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行が把握できる。 

 〇活用方法 

  小規模事業者の販売計画・仕入計画・商品開発・販売戦略の指針となりうるデータ

を選定し、まとめた分析結果について巡回時及び窓口相談時において紙面にて情報

提供をする。加えて当所ホームページ及び全戸配布の会報（１月と７月発行各

42,000 部発行）に掲載し、小規模事業者の経営判断に役立てるよう幅広く活用する。

  （関係省庁からの情報収集とあわせてレポートにまとめる。） 

（目標） 

 現状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 
LOBO 調査 

調査件数 

（回数） 

３件 

１２回 

３件 

１２回 

３件 

１２回 

３件 

１２回 

３件 

１２回 

３件 

１２回 

景況調査 

調査件数 

（回数） 

５０件 

４回 

５０件 

４回 

５０件 

４回 

５０件 

４回 

５０件 

４回 

５０件 

４回 
巡回等による

情報レポート

提供件数 

新規事業 

― １，０００件 １，０００件 １，１００件 １，１００件 １，２００件

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 地区内の中小企業の業種別・規模別の経営状況や財務動向、需要動向、経営課題など

を調査し、より詳細に把握することにより、各企業別支援メニューを考案・作成し経営

指導・経営計画策定支援・各種相談などに対応する時に、ニーズにあったより的確な指

導・支援につなげる。また、個別に売上数値目標を定め、目に見える支援効果を追求す

る。  

 

実態把握方法 

（手段） 

・瀬戸市内小規模事業者（業種別）に向けたアンケート調査

の実施（業種ごとに年に１回実施） 

 ＜頻度＞ 業種ごとに年に１回 

 ＜アンケート内容＞ 

  事業者プロフィール： 

規模（資本金、従業員数）、後継者有無 

  定量的事項：売上高、利益、仕入単価、資金繰りなど 

  定性的事項：強み、売れている商品・製品、成功事例 

        技術力・ノウハウ、将来的な市場動向等 

        今後の事業者の意向 

（現状維持、廃業、承継） 

 ＜方法＞  

 アンケートとして回収数を一定数確保するために 

 地域内事業者に対して一斉配布で後日回収する。 

 また、定性的事項のアンケート内容の充実を図るために 

 対面のヒアリングを並行して行う。この対面でのヒアリン
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グによって地域内事業者が自社の経営状況について把握す

る支援をするとともに、新たな方向性を目指す事業者の発

掘を行う。 

  

 現状、巡回指導において地域内事業者と人間関係を構築し、

様々な支援は行ってきたが、事業者の状況等について明文

化はされてこなかった。 

 このアンケートの実施によって、地域内事業者の現状を 

 把握するとともに、当会議所内でより効率的な支援を行う

ために、事業者カルテのもととなる現状を明文化、共有化

することも目的とする。 

・セミナー 

 事業計画策定セミナーを開催し、地域内事業者が自社の 

 内部分析を行う支援を行う。 

 （⇒ Ⅰ．３事業計画作成セミナーと連動） 

・瀬戸商工会議所利用者の経営分析データの活用 

記帳指導対象者やマル経利用者の財務資料などを活用し、 

財務分析を行い地域内小規模事業者の財務状態や景気動向

などを把握する。 

分析項目 ・地域内事業者の財務動向 

 （売上高、採算、仕入単価、従業員、業況、将来的な市場

動向、資金繰りなど） 

・各個別事業者ごとの強み（商品、技術、ノウハウ）、弱み 

・個別事業者の経営資源の状況 

活用方法 ・支援メニュー策定 

 経営分析と需要動向調査（Ⅰ．５で計画）結果から新たな

方向性を検討する事業者を発掘し、各個別事業者ごとの効果

的な支援メニューを考案・作成し、提供する。（需要動向調査

の結果を受けて作成した支援メニューを提供した事業者に

は、売上目標を個々に設定し売上推移を年度ごとに集計し定

量的な数値目標を定める。）  

・個別相談 

 必要に応じて地域内事業者の経営分析結果をもとに窓口相

談への提案を行う。 

・専門家派遣 

 事業計画策定へ繋がる経営分析（内部分析）を行うために、

より詳細な経営分析支援として必要に応じて専門家派遣を行

う。 

・将来的な地域での支援の方向性検討ツール 

 アンケートの結果をもとに、地域内事業者の５年後、１０

年後の推移、方向性などを把握する。これをもとに地域内に

おいて、瀬戸市・瀬戸信用金庫とともに面での支援の方向性
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を短期視点だけではなく、長期視点も考慮して検討を行う。 

  （⇒ Ⅲ．１．②瀬戸市、地元金融機関（瀬戸信用金庫）、

専門家との連携と連動） 

 

（目標） 

 現状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 
支援メニュー

策定事業者数 
― ２４ ３６ ４８ ６０ ７２ 

支援メニュー

策定事業者 

巡回回数 
（年 12 回以上指導） 

― ２８８ ４３２ ５７６ ７２０ ８６４ 

セミナー開催回

数・受講者人数 

（事業計画作成） 

1 回 

25 名 

１回 

25 名 

２回 

50 名 

２回 

50 名 

3 回 

75 名 

3 回 

75 名 

経営分析件数 37 件 37 件 50 件 50 件 55 件 55 件 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 地区内の小規模事業者が経営課題を解決するため、上記の１．２の結果を踏まえ、事

業計画策定が必要であり、効果的で実効性の高い計画を策定するための支援・助言を行

う。 

 企業の現況・課題・強みを把握し、今後の方針を見つけ出しそれを実現するための実

行計画を策定する。専門的な課題対応策を検討するにあたりミラサポやあいち産業振興

機構の専門家派遣を活用し、より具体的な実現性の高い目標設定・計画作りについて助

言・指導を行う。 

 策定した計画実現のための商品開発・販路開拓について、中小企業基盤整備機構中部

やあいち産業振興機構、大学コンソーシアムせと、産業支援センターせとなどと連携し、

市場分析などを行い、ターゲットの設定を行う。 

 

事業計画策定にあたっては小規模事業者目線に立ったやる気を引き出す支援を行っ

て行く。また、事業者の性格・気性も考慮にいれながら接していく。その中で新しい事

業のきっかけや儲かる仕組みを気づいてもらえるようにする。 

 

（対象事業者） 

市内小規模事業者 

 

（事業内容） 

(1)事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会 

中小企業診断士や税理士等を講師に事業計画策定セミナーや個別相談会を開催

し、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とともに、事業計画の

策定を支援する。 

(2)窓口相談、巡回指導 

中小企業者が窓口相談に来所された時や経営指導員等の職員が巡回指導した際
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に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、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とともに、事業計画の策定を支援する。 

(3)補助金申請書作成支援 

事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、小規模持続化補助金、もの

づくり補助金、創業補助金等の申請者に事業計画の策定支援を行う。 

(4)日本政策金融公庫の新融資制度の活用 

小規模事業者の持続的発展のための取組みに必要な設備資金及びそれに付随する

運転資金を低利で融資する「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用

する。 

(5)専門家の活用 

中小企業庁が運営する企業支援サイト「ミラサポ」や愛知県よろず支援拠点、あ

いち産業振興機構、産業支援センターせと等の専門家を活用し、相談会・企業派遣

にて計画策定支援を行う。 

 

（実施方法） 

 事業計画の策定支援 

 ・市場環境の分析と事業者の強みを洗い出す 

 ・現状分析に沿った方向性の明確化 

 ・方向性に沿ったアクションプランの設定 

 ・数値目標の設定 

 ・アクションプランのスケジューリング 

 事業計画の実行支援 

 ・スケジューリングに沿った定期的な訪問によるフォローアップ 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

セミナー開催回数 

（事業計画作成） 
1 回 1 回 2 回 2 回 3 回 3 回 

セミナー開催回数 
（業種別・個別方向性検討） 

― 2 回 3 回 3 回 5 回 5 回 

事業計画策定事業者数 
（第二創業（経営革新）支援者数含） 

34 件 35 件 40 件 40 件 45 件 45 件 

フォローアップ件数 34 件 40 件 60 件 60 件 70 件 70 件 

 

創業支援事業の推進については、1991 年以降廃業率が開業率を上回り、我が国の中小

企業数は減少傾向にある。そのような中、政府の掲げた開業率を 10％に引き上げるため

に、瀬戸商工会議所においても将来の日本を担うヤル気のある創業者を支援し、瀬戸市

の活性化を図るとともに創業後も定期的な巡回などによる伴走型支援を実施する。 

 

（事業内容） 

(1） せと・しごと塾の開催 
瀬戸市と瀬戸商工会議所の事務局により平成 20 年度から地域のニーズや課題を

ビジネスの手法によって解決することを理念とした「地域ビジネス」の創業支援の
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ための創業塾を開催。事業実施に当たっては、事務局の他大学や地元企業・金融機

関・専門家などが一体となって塾生を支援し、塾開塾時の半年間にビジネスプラン

の策定、検証、事業概要説明会及び計画発表会を行い専門家などから指摘を受けた

箇所については、カリュキュラムとは別に設定している個別相談会などにおいて計

画の練り直しを行うなど PDCA サイクルにて伴走型指導・支援を実施しており、平成

26 年度までの 8年間において 135 名が卒塾され、53 名が開業されており、非常に高

い開業率を有している。瀬戸商工会議所においては、事務局の他にグループワーク

時においてはアドバイザー役として同席したり、セミナーの講師も引き受けるなど

深く関わっており、開業後も多くの卒塾生が瀬戸商工会議所に相談されている。 

(2） 起業家支援セミナー（創業塾）の開催 
愛知県信用保証協会、日本政策金融公庫等と連携し、ビジネスアイデアの発想法、

税務・会計、資金調達から事業開始までの手続きを専門家がよりわかりやすく説明

する起業家支援セミナーを土・日曜日に開催し、ヤル気のある創業者を支援してい

く。 

(3） 瀬戸まるっとキャリア教育事業 
平成17年度に全国の28地域のモデル地域の一つとして瀬戸商工会議所が事務局で

ある瀬戸キャリア教育推進協議会が選ばれ、3年間のプロジェクト後も引き続き当所

が中心となり市内小中学校に対し市民講師、ものづくり体験、体験型ワークショップ、

職場体験などの事業を行い各職業への理解と起業意識の創出を図っている。 

当事業の特徴としては地場産業陶磁器関係各所や地元の大学など多方面の関係者

が委員となり活動をサポートしている他、地元企業等から 83 名が市民講師として登

録。学校からのニーズに合わせてその道のスペシャリストを派遣し子どもたちに講義

を行っている。中学校の職場体験受入先として 300 事業所が登録し、協力している。

また、地場産業を活かした「ものづくり体験」を行なったり、「せともの」を活か

したプロジェクト型学習を年間通して実施しており、自分たちの会社を立ち上げ、経

営戦略から製造・販売まで幅広く学ぶ実践学習となっている。 

平成 23 年度には第 2回キャリア教育推進連携表彰優秀賞、平成 25 年度には日本商

工会議所表彰、平成 26 年度には経済産業省第 5 回キャリア教育アワード中小企業第

2部（協働の部）優秀賞を受賞するなど、地場産業も活かした瀬戸独自の取組みが各

方面にて高く評価されており、引き続き特色ある事業を継続していく。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

創業セミナー開催日数 20 回 22 回 25 回 25 回 30 回 30 回 

創業支援者数 30 件 30 件 35 件 35 件 40 件 40 件 

創業補助金支援者数 １件 2 件 4 件 4 件 6 件 6 件 

第二創業（経営革新）

支援者数 
1 件 2 件 3 件 3 件 5 件 5 件 

 

創業セミナー等のカリキュラムは過去開催の内容や参加受講者の意向・要望も考慮しな

がら作りあげていく。 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 上記３にて策定した事業計画を実行するために、伴走型の支援・助言を行い、小規模

事業者の事業の持続的発展を図る。 

 事業推進にあたっては、地区内の認定支援機関・金融機関・各種支援機関（中小企業

基盤整備機構中部・あいち産業振興機構など）と連携し、手厚い支援を行う。 

 

（対象事業者） 

市内小規模事業者 

 

（事業内容） 

(1)経営指導員による事業所別担当制 

計画策定事業所毎に経営指導員による担当制をとり、計画実行のために複数回巡

回訪問し、ＰＤＣＡサイクルにて管理・支援を行う。 

(2)定期的な訪問による進捗確認 

   事業計画に策定したスケジュールに沿って経営指導員が定期的に訪問し、実行の

進捗確認を行う。実績に計画との差異がある場合、事業者とともに原因分析を行う。

分析結果によって専門家の支援を実施する。 

(3)専門家による実行支援 

計画実行において問題課題が生じた場合、計画実行のための支援を行う。場合に

よっては、計画の修正等を行う。中小企業庁が運営する企業支援サイト「ミラサポ」

や愛知県よろず相談室・あいち産業振興機構・産業支援センターせとの専門家派遣

を活用し、計画の効果的実施に向けて支援・指導を行う。 

(4)日本政策金融公庫の融資制度の活用 

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）をはじめ、新たに創設される小規模事業

者の持続的発展のための取組みに必要な設備資金及びそれに付随する運転資金を低

利で融資する「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

支援件数 15 件 15 件 20 件 20 件 25 件 25 件 

指導回数 30 回 30 回 40 回 40 回 50 回 50 回 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 地域内の小規模事業者が売上や利益を確保するためには、需要を見据えた計画的な経

営が重要である。そのために、日々変動する需要動向を個社毎に把握する必要がある。

 しかしながら、現状において当所では、需要動向を個社別に把握するために必要な十

分なデータを保有しておらず、今回小規模事業者が売りたい製品・商品・サービス等に

ついての需要動向を把握するために関連機関とも連携を図りながら、消費者の意向を年

齢別に直接生の声にて聞く事等により具体的な声を集約し、地域経済動向調査にてまと

めた数値等を加え重要動向の資料とする事で小規模事業者の計画策定をピンポイント
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にて行う。 

 

（対象事業者） 

事業計画策定支援において試作品や新商品・サービスの開発・販売を検討している 

市内小規模事業者 

 

（事業内容） 

(1)「年代別消費者調査」による需要動向調査（新規事業） 

・小規模事業者の新商品開発や新分野に進出を計画している段階において、試作品や

その役務について、消費者等の生の声から（年代別）需要動向を把握する事を目的に新

たに実施する。事業所にて当所職員同行のうえ随時実施する。 

 〇手段・内容 

  ①連携先である瀬戸市大学コンソーシアム（愛知工業大学・金城学院大学・名古屋

  学院大学・名古屋産業大学・南山大学）の大学生をそれぞれの事業所に派遣し現在

計画中の新商品等に対しての意見徴収を行う。（意見集約年代：１０～２０代） 

②当所が事務局も行っているせと・しごと塾（創業塾で現在まで 8年間で 135 名の

  卒塾生 53 名が開業）の卒塾生とは当所との繋がりも深いため卒塾生の既存のサー

クル等を活用してそれぞれの事業所に卒塾生を派遣し現在計画中の新商品に対し

ての意見徴収を行う。（意見集約年代：３０～５０代） 

 〇調査・分析項目 

  「パッケージ・デザイン」「価格帯・販売価格設定金額」「内容量・数量」 

「発売時期」「サイズ」「販売対象先・同類商品の今までの購入先」 

  「食品に関しては味」「商品に関しては試用」など。また、個社別対応のため希望

事業者からの希望調査項目に関しても相談のうえ決定する。 

 〇活用方法 

   企業担当者と担当経営指導員等も同席した上で個社別に行う事からアフターフ 

ォローもしやすくなり、直接だされた意見などを基に新商品等のパッケージや価

格設定、販路開拓、事業計画策定等について活用する。また、試食や試用した新

商品については感想や改善点についても意見活用をしていく。 

(2)産業祭を活用した需要動向調査の実施（新規事業） 

 ・陶磁器関連小規模事業者の新商品開発の段階において陶器に興味のある消費者等の

生の声から需要動向を把握する事を目的に新たに実施する。 

〇手段・内容 

瀬戸市における２大産業祭であるせと陶祖まつり（4 月）とせともの祭（9 月）にお

いて来場者や陶器類購入者から、事前に相談を受けている新商品開発における個社別

製品に関して、消費者の反応を個別聞き取りによる調査にて行う。調査方法は連携先

である瀬戸市大学コンソーシアム（愛知工業大学・金城学院大学・名古屋学院大学・

名古屋産業大学・南山大学）の大学生と共同にて実施し情報収集を行う。 

〇調査・分析項目 

 「売れ筋商品・役務」「購入数量・購入金額・購入価格帯」「商品サイズ・重量」 

 「産業祭以外での購入先」「購入者年齢」 

〇活用方法 
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 各項目の分析結果を新商品開発を考えている陶磁器関連小規模事業者に対し、販 

売計画や事業計画の策定に活用する。 

(3)e コマースを活用した需要動向調査の実施（新規事業） 

 ・e コマースにて新商品等販売を考えている小規模事業者に新商品開発の段階におい

て eコマース利用者からの需要動向を把握する事を目的に新たに実施する。 

〇手段・内容 

瀬戸商工会議所フェイスブック（現在検討中）及びホームページを利用してテスト

マーケティングを行ない、新商品の需要動向の情報収集を行う。 

〇調査・分析項目 

 フェイスブック→消費者の反応及び感触（超いいね！いいね！など同調数など） 

 ホームページ→「購入数量・購入金額・購入価格帯」「年齢層」「性別」など 

〇活用方法 

 e コマースにて新商品を販売計画している小規模事業者に対し、新商品開発の段階

においての販売戦略や事業計画の策定に活用する。 

(4)業界情報誌等による需要把握（新規事業） 

 ・小規模事業者の新商品開発の段階において、個社別毎のそれぞれ必要としている需

要動向を把握する事と必要とする情報をピンポイントにて提供出来る事を目的に新

たに実施する。 

〇手段・内容 

日本経済新聞が提供する「日経 POS 情報サービス」、「日経トレンディ」や「商業

界」等の業界情報誌より情報収集する。 

〇調査・分析項目 

 全国スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどから収集した売れ筋商品 

ランキング情報や、最新の業務・商品知識、取引慣行や流通経路等の情報を関連毎

に整理する。 

〇活用方法 

 新商品を販売計画している小規模事業者に対し、新商品開発の段階においての販売

戦略や事業計画の策定に個社毎にピンポイントに情報提供できるように活用する。

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

個社意見徴収件数 ― ３５ ４０ ４０ ４５ ４５ 

産業イベントでの

聞き取り調査件数
（陶磁器関連事業者） 

― ６ ６ ９ ９ １２ 

日経 POS 情報、売

れ筋商品ランキン

グ個社別情報提供

による新商品事業

計画等支援数 

― ３５ ４０ ４０ ４５ ４５ 
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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】 

 

 中小企業者が策定した経営計画を実行するために、新たな市場の販路開拓や既存市場

への効果的なマーケティング戦略を支援するために以下の事業を実施する。 

 

（対象事業者） 

需要動向調査を実施した市内小規模事業者及び事業計画に基づいて販路開拓に取組む

市内小規模事業者 

 

（事業内容） 

①  広報活動 
地元のやる気のある企業や将来的に有望な企業の製品・商品・サービスを経営指

導員等は把握しているが積極的にはマスコミ等に掲載を働きかけていないのが現状

であり、課題である。事業者・市民がその有望な企業の製品・商品・サービスを知

る機会が少ないため、新たに次の事業を行い課題解決し改善する。 

(1) 地元新聞への記事掲載 

地元中日新聞や中部経済新聞などの瀬戸市記者クラブ所属メディア１１社に事業

者からの新商品や新商品開発に至るまでの取り組みを情報発信するとともに記事掲

載されるよう働きかけ、新たな需要開拓に繋がるよう効果的な商品・サービスの広

報宣伝について支援する。現状頻度は少ないが記事掲載を依頼した場合、高い割合

で掲載されており、今後は積極的に提供する。 

(2) 瀬戸商工会議所会報・メルマガでの情報発信 

年間８回発行している瀬戸商工会議所会報の事業所紹介コーナーや毎月２回発信

している瀬戸商工会議所メルマガにて事業者の新商品や新商品開発に至るまでの取

り組みなどの情報を掲載する。特に会報の１月と７月号は他地区ではあまり行って

いない新聞折込の全戸配布（42,000 部）を実施しており、多くの小規模事業者や市

民などに対して新商品や企業の PR を幅広く周知し有効な情報発信を行う事により新

規需要開拓に繋がる足がかりとなる。また、経営指導員等職員の情報網により新商

品等に興味のある事業者の情報が得られた場合、マッチングの場を設け新規需要開

拓に資するものとなる。 

(3) 事業所ＰＲコーナーの設置 

瀬戸商工会議所大ホール前に設置してある「事業所ＰＲコーナー」にチラシ及び

パンフレットを掲載し企業の取り組みや新商品などを紹介する。商工会議所への来

客者の殆どが企業経営者でありチラシ及びパンフレットに経営者が直接目を通す事

によって、新規の需要開拓に繋がる足がかりとなる。新商品等に興味のある事業者

の情報が窓口等で得られた場合、マッチングの場を設け新規需要開拓に資するもの

となる。 

(4) インターネットでの情報提供 

瀬戸商工会議所ＨＰ内の「瀬戸商工会議所事業所企業情報」コーナーに、企業情

報や先進的な取り組み、新商品などを紹介する。全国から閲覧する事が出来るため

興味のある商品には新規にユーザーからのアポイントがあるため、需要開拓に繋が

る PR となる。 
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以上(1)～(4)のこのことにより少しでも多くの優秀な小規模事業者の存在を事業者

や市民等に知っていただき売上向上等につなげていく。 

②  商談会・ビジネスマッチング 
市内事業者の売り先の拡大については現在も尽力しているが各指導員の個々の判断

に頼り今までは各種商談会等を紹介するだけであった。そこで、商談会等開催日時

等の情報については、リアルタイムにホームページにアップするとともに、経営指

導員が巡回や窓口指導する際に、内容等を印刷したチラシを事業主に直接面談し、

説明し出展を勧める。また、商談会・ビジネスマッチングに関しては当商工会議所

が主体となっているものが少ないため、新規に需要開拓セミナーを開催し今後は事

業者毎のピンポイントに有効な商談会等に斡旋紹介でき、より効果的な取組みとな

るように取組む。また出展後のフォローアップも伴走型支援により行う。今まで商

談会に斡旋し参加した事業者より出展しても需要の開拓に繋がらなかったとの声も

よくある事から、結果を把握するため新規取引件数の取りまとめも行なう。また、

新規取引件数を把握する事は、今後行なう需要開拓セミナーの参考にもでき、個社

毎フォローアップも行う事となり伴走型支援により新たな需要開拓の成功の後押し

をする。データの蓄積も出来る事からよりピンポイントでどの商談会等にどのよう

な業種が有効であったか等分析ができる。効果のなかった案件に関しては PDCAに
かけその結果も踏まえた上で、今後の効果的な出展方法などのアドバイスの活用も

行える。 
 

(1) メッセナゴヤへの共同出展（実施主体：名古屋商工会議所） 

国内最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ」に瀬戸商工会議所ブースとして

共同出展し瀬戸市の企業の取り組みや新商品等を広く紹介し、ビジネスマッチング

の機会を創出する。（目的＝瀬戸焼ブランドの認知度の向上を目的として出展 目標

＝会議所以外に市内企業１０社出展と新規取引２０件）  

(出展者数１，３１５社１，６８５小間。来場者数６５，９７５人。） 

(2) 広域商談会 

・公益財団法人あいち産業振興機構と尾張地区８商工会議所（一宮・瀬戸・津島・

春日井・稲沢・江南・小牧・犬山）で、製造業を中心とした「地域商談会（尾張

会場）」を主催し開催する。（対象＝製造業 目的＝販路拡大 目標＝市内企業１

０社出展と新規取引２０件） 

 （平成２７年６月 実績発注参加企業５１社。参加受注企業１２８社） 

・愛知県下２２全商工会議所で全業種を対象とした「アライアンスパートナー発掘

市」を主催し開催する。（対象＝全業種 目的＝販路拡大、業務連携 目標＝市内

企業２０社出展と新規取引４０件） 

 （平成２７年度実績 エントリー企業６４２社、内瀬戸１３社。商談数８２０件。）

・多治見市が主催する「企業お見合い・多治見ビジネスマッチング」を後援し開催

する。（対象＝全業種、目的＝県外への販路開拓 目標＝市内企業５社出展と新規

取引１０件） 

 （平成２６年度実績 発注企業１０４社、商談７４社。受注企業１０５社、商談 

  ９４社。延べ商談数２４１件。） 

・多治見市、「き」業展実行委員会が主催する多治見ビジネスフェア「き」業展を後
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援し、参画する。（対象＝全業種、目的＝県外への販路開拓 目標＝市内企業５社

出展と新規取引１０件） 

 （平成２６年度実績 出展社数１１８社１３９小間。来場者数３，４８０人。） 

小規模事業者の業種別に内容を経営指導員から資料に基づき詳細説明を行い、出展

を促し、ビジネスマッチングの機会を創出する。 

(3) 愛知ビジネスパークいざ検索 

 愛知県下１１商工会議所と６信用金庫が運営する愛知ビジネスポータルサイト運

営委員会に瀬戸商工会議所及び瀬戸信用金庫も参画し主催者としてビジネスマッチ

ングの機会を愛知ビジネスパークいざ検索を通して創出する。（対象＝全業種、目的

＝e コマースでの販路拡大 目標＝交流会には瀬戸信用金庫との共同にて２０社参

加、新規取引２０件、ポータルサイトでの新規取引７５件） 

（平成２６年度実績 ５３２事業所加入。商談件数７７２件、内瀬戸地域１５０件。

 受注件数１２２件、内瀬戸地域２３件。）平成２８年２月開催の企業交流会では瀬

戸信用金庫と瀬戸商工会議所が幹事となり、過去最高の１４０名が参加し、商談

などを行った。 

(4) 金融機関等の主催する商談会・ビジネス交流会 

・瀬戸信用金庫など東海４県の信用金庫が年１回開催しているしんきんビジネスフ

ェア等各種商談会に瀬戸信用金庫等と連携し出展希望者企業に対し情報提供を行い

販路拡大の機会を創出する。（対象＝全業種 目的＝販路拡大 目標＝瀬戸商工会議

所からの紹介出展５社 新規取引１０件） 

（しんきんビジネスフェア平成２７年５月開催実績 出展４０２事業所。来場者数

８，１００名。個別商談件数１２５件） 

 ・あいち・じもと農林漁業成長応援「食」と「農」の大商談会～６次産業化・農商

工連携による地方創生に向けて～の情報提供（実施主体：名古屋銀行と瀬戸信用金

庫含む６信用金庫等）（対象＝飲食業〈瀬戸商工会議所では創業まもない飲食業〉 目

的＝個店では取引出来ない事業者に対して商工会議所が間に入る事により商談が出

来販路開拓に導く 目標＝瀬戸商工会議所からの紹介出展５社 新規取引１０件）

  平成２８年３月に第１回開催をされる同商談会に関して、瀬戸商工会議所では瀬

戸信用金庫と連携し、創業まもない飲食業の方に声掛けし、通常単独では取引出来

ない大手食品関連バイヤーと直接商談できる機会を提供する。 

  ・あいちのお菓子総選挙の情報提供（対象＝菓子製造業〈瀬戸商工会議所では創

業まもない菓子製造業〉 目的＝個店では出展が出来ない名古屋中心地区に出展出

来る事と、消費者に広く社名を PR 出来、新たな需要開拓に導く 目標＝瀬戸商工会

議所からの紹介出展５社 新規常連客２０名） 

  平成２７年１１月に第１回を愛知信用金庫主催により開催された同総選挙におい

て、瀬戸商工会議所では、創業まもない菓子製造業の方に声掛けし、通常では出展

出来ない名古屋栄中心地区での出展を可能とし、多くの消費者に直接商品を見て頂

き試食をしてもらう機会を提供する。 
 
③ 瀬戸市等との連携事業 
(1) e コマース（クラウドファンディング）事業（新規事業） 

 瀬戸市と瀬戸信用金庫との連携事業として平成２８年度より購入型クラウドファ
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ンディング事業を行う。瀬戸商工会議所では資金調達支援ではなく、販路開拓支援

の立ち位置より本事業に取組む。参加希望企業者の新商品などに係る事業 PR や販路

拡大及び新たなビジネスマッチングに繋げるよう支援をしていくとともに、新たな

需要開拓になるよう関係機関とも連携を密にしながら参加希望者には、アフターフ

ォローも含めて伴走型支援を行う。また、今回の新事業にあたっては、事業者に対

して瀬戸市より補助金も予算化されており、近隣地域では同様の事業に対して、行

政と商工会議所と金融機関が三位一体となって全面支援をおこなっている事は新規

性があり、また個社でネット上にあげるより、格段に報道される場面も多く考えら

れる事から、応募企業の商品も大きく PR される事が見込まれ、注目度も高くなり販

路拡大へと繋げる可能性が大きいと思われる。（（対象＝全業種、目的＝新規商品や

創業者に対しての販路拡大 目標＝瀬戸市と瀬戸信用金庫と共同にて３０件の参加

者及び採択の有無に関わらず有望な物に関してはすべての商品化を目指す。） 

(2)デジタルコンテンツ産業の販路拡大（既存事業の深化） 

  デジタルコンテンツ産業についてはこれからも拡大傾向にあるので当市の瀬戸市デジ

タルリサーチパークセンターと連携する。充実した設備のある瀬戸市デジタルリサ

ーチパークセンターとの連携事業として、デジタルコンテンツに関する講座の開催

やｅコマース（電子商取引）の講座を開催して小規模事業者の販路拡大につとめる。

（対象＝全業種、目的＝IT 強化により販路拡大に繋げる、目標＝年間１２講座を開

催） 

④新たな需要開拓に結び付くセミナーの開催（新規事業） 

 商談会やビジネスマッチング、クラウドファンディングに出展の際により効果的に成

 功の後押しに出来るよう新規需要開拓セミナーを商談会関係と eコマース関係にわけ

て開催するほか、新規需要開拓に結び付くセミナーも開催する。 

・商談会等のバイヤーに対する対策セミナー（商談会関係） 

・クラウドファンディングにおける新規需要開拓セミナー（eコマース関係） 

 

 以上の内容のセミナーを開催し新規需要開拓に結び付け、確実に集客力及び売上増の

効果がでるように、その後の個社別フォローアップにも繋げる。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

展示会・商談会等参加回数 9 回 10 回 10 回 10 回 11 回 11 回 

斡旋出展者数 50 件 115 件 120 件 120 件 130 件 130 件 

新規取引開始件数 

（商談会等関係） 
把握せず 100 件 100 件 100 件 110 件 110 件 

新規取引開始件数 

（eコマース関係） 
― 30 件 40 件 40 件 40 件 40 件 

重要開拓セミナー回数 ― ３回 ３回 ３回 ４回 ４回 
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＜連携の対象エリア図＞ 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域ブランドによる活性化の推進 

 瀬戸市の知名度向上と陶都瀬戸の産地力向上のために、『瀬戸焼ブランド』を推進し、

地域活性化を図るとともに地域力を向上させる。 

 平成 24 年 3 月に瀬戸市において発表された 10 か年計画の「瀬戸市地場産業振興ビジ

ョン～陶都瀬戸復活に向けて～」のビジョンを実現するため、瀬戸焼振興協会（陶都躍

進会議）とも連携を図り、瀬戸市・陶都瀬戸躍進会議・瀬戸信用金庫との「陶都瀬戸活

性化会議」を計 4回行い今後の地域活性化の方向性を検討する。また、検討した地域活

性化の方向性を踏まえ、せと陶祖まつりやせともの祭などのやきもの関連イベントにお

いて消費拡大を目的とした事業を行い、地域活性化を図る。 

 

（事業内容） 

(1） 瀬戸焼ブランド発表会「made in Seto」の開催 
平成 26 年 12 月に地域力活用市場獲得等支援事業を瀬戸商工会議所主催で、瀬戸市

や瀬戸焼振興協会とも連携をしながら、東京都港区南青山にて瀬戸焼ブランド発表会

「made in Seto」を開催し、「瀬戸焼ブランド」を全国に発信し多くの反響を得ること

ができ、引き続き平成 27 年度以降も「瀬戸焼ブランド」の周知向上に向けた事業を実

施する。 

目的は、アンケート調査「陶磁器として連想するもの」の結果、瀬戸焼を連想した

のは２２．３％であったことから、連想される割合の向上を目指す。 

効果として、同事業を実施することにより、「瀬戸焼ブランド」の魅力を伝え、陶都

瀬戸のイメージ向上を図るとともに、陶磁器として連想される割合の向上が見込める。
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(2） 瀬戸焼検定の実施 
  瀬戸焼を広く知ってもらうため、平成 26 年度は子供（小学 3 年生から中学生）を

対象とした「せとやきっず検定」を瀬戸商工会議所の主催により実施。平成 27 年度

からは大人向けの「瀬戸焼検定」も実施する。この事業を通じて、「瀬戸焼」の知名

度向上によりブランド力を強化するとともに、市民の郷土愛の醸成を促し新たな瀬戸

焼ファンの開拓を図る。この事業は瀬戸市地場産業振興ビジョンの先導的プロジェク

ト（瀬戸焼ブランド構築）に位置し、瀬戸焼ブランド戦略策定・陶都 800 年祭とも連

携をしながら進めていく。 

(3） 陶都瀬戸活性化会議の開催 
瀬戸商工会議所が幹事となり、瀬戸市・陶都瀬戸躍進会議・瀬戸信用金庫・専門家

で構成するワーキンググループ会議「陶都瀬戸活性化会議」を計 4回行い、陶磁器関

連産業を中心とした地域の活性化の方向性について検討する。 

様々な立場のメンバーで議論することによって、多方面から検討することを目的と

する。 

(4) やきもの関連イベント開催並びに「瀬戸焼ブランド」の情報発信 

せと陶祖まつりやせともの祭などを開催し、そのイベントにおいて「瀬戸焼ブラン

ド」の認知度を高めるために PR を瀬戸市などと連携し実施する。 

目的は、陶都瀬戸のイメージ向上を図るため「瀬戸焼ブランド」の魅力を伝える。

効果は、陶磁器として連想される割合の向上が見込める。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

イベント開催回数 1 回 3 回 3 回 4 回 4 回 5 回 

出展者数 40 件 80 件 80 件 100 件 100 件 120 件 

来場者数 1,200名 3,000名 3,000名 4,000名 4,000名 5,000名 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

瀬戸焼検定回数 1 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

受験者数 17 名 60 名 90 名 90 名 100 名 100 名 

 

２．魅力あるまちづくりの推進 

 陶都として栄えた瀬戸市も主産業であった窯業・土石製品は事業所数・従業員数とも

に減少を続けており、「陶都瀬戸の復活」を推進するために、市内商業・商店街の活性

化策を推進し魅力あるまちづくりを図る。 

 

（事業内容） 

(1） プレミアム付商品券事業の実施 
国が実施する「地域住民生活等緊急支援のための交付金」に基づき、瀬戸商工会議

所は、瀬戸市より本事業の実施に係る全経費（プレミアム分、事業費）の補助を受け、

瀬戸市商店街連合会の協力を得て本事業を実施する。 

本事業は、「地元消費の拡大と地域経済の活性化に資する」ことを目的とし、平成２
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１年度に実施した瀬戸市制施行 80 周年記念商品券発行事業のアンケート等の検証結

果を踏まえ、以下の取り組みを実施する。 

①地元商店街での消費拡大 

  前回は地元商店街で使用された商品券は 15.4%であった。その結果を踏まえ、商品

券１冊の中で、「大規模小売店」で使用できる上限金額を一般小売店・大型店共通券

として設けることで、地元商店街等の「一般小売店」での使用を促す。 

②事前アンケートの実施 

  前回、急遽の事業実施であったため事前のニーズ調査をする期間がなく、商品券取

り扱いを希望する店舗数や、事業実施にあたって事業者の要望を事前に把握をするこ

とができなかった。この反省を踏まえ、今回の事業では、瀬戸商工会議所会員に対し

て事前アンケートを実施し、取扱い意向の有無や制度設計にあたっての要望を調査

し、事業実施の際の参考にすることとする。 

③有識者によるマーケティング支援 

  参加事業所向けに「本事業の活用による売り上げアップ」をテーマとした事前対策

セミナーを開催する。 

④経済効果の分析 

  産業連関分析を活用し、消費に結びついた直接経済効果だけでなく、その背景にあ

る間接波及効果についても算出する。 

(2） 「せとまち×manaca」事業の実施 
瀬戸市商店街連合会・瀬戸まちづくり㈱と連携し交通系 IC を使った新たなまちづ

くりの推進と商店街活性化を図り、新たな商店街来場者層の発掘と商店街全体の売上

向上とイベント以外の観光客数向上につなげる。商店街で買い物をしてもらうこと

で、売上アップを図っていく。また、来場者ポイントを付与できる可搬型端末を市内

の名所に設置し、定期的に設置場所を変えていくポイントラリー（スタンプラリー）

を実施することで、商店街を中心とした回遊と更なる集客の促進を図る。 

(3） 空き店舗活用事業の実施 
瀬戸市の中心市街地商店街に位置する空き店舗への入店者に対し改装費と家賃の

一部を助成する瀬戸市の『空き店舗活用助成金』を活用し、商店街の空き店舗を減ら

すことにより商店街の活気を取り戻し、瀬戸市の活性化につなげる。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

せとまち×manaca

登録店舗数 
20 件 25 件 30 件 35 件 40 件 50 件 

 

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 

 他の商工会議所・金融機関・専門家などの支援機関と連携することにより、支援ノウ

ハウや成功支援事例などの情報収集を図り、瀬戸商工会議所の支援力を向上させる。 

 

①他の商工会議所との連携 
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現状では情報交換を主にしているが、小規模事業者の課題等を持ち寄ることによ

り、支援ノウハウや成功事例の情報収集ができ、新しい指導方法等を一体となって

作っていく。企業のステージ（創業、成長、成熟、承継）にあわせた支援ノウハウ

も共有を行う。 

 ・「小規模事業運営研究会」（愛知県下商工会議所中小企業相談所所長会議） 

                   年４回開催 

 ・「尾張地区商工会議所経営改善普及事業研究会」（愛知県尾張地域８商工会議所）

                   年４回開催 

   ・「事務局長会議」（東尾張３商工会議所）随時開催 

 

 ②瀬戸市、地元金融機関（瀬戸信用金庫）、専門家との連携 

情報交換、支援ノウハウの共有、支援の連携を図るために瀬戸商工会議所主催で新

たに検討会を行う。 

また、需要動向、経営分析のためのアンケートの結果をもとに、地域内事業者の

５年後、１０年後の推移、方向性などを把握する。これをもとに地域内において、

瀬戸市・瀬戸信用金庫とともに面での支援の方向性を短期視点だけではなく、長期

視点も考慮して検討を行う。 

 

 ③瀬戸市、産業支援センターせと、愛知県陶磁器工業協同組合、瀬戸信用金庫、 

瀬戸商工会議所の担当者との連携 

瀬戸市内の情報交換、ノウハウの共有、支援連携を図るために積極的に会議に参加

する。 

 

 ④せと・しごと塾において瀬戸市・瀬戸信用金庫と連携 

現在、せと・しごと塾の事務局の役割を担っている。また、一部、指導員が 

講師も務める。せと・しごと塾を通して、瀬戸市・瀬戸信用金庫と連携した創業 

における支援ノウハウの共有とより効果的な支援方法の検討を行う。 

また、卒業後、起業した事業者に対して継続した支援を瀬戸商工会議所で実施する。

また、この起業後の支援についても瀬戸市・瀬戸信用金庫と密に連携を図りながら

すすめる。 

 

 ⑤中小機構・あいち産業振興機構との連携 

   現状、中小企業基盤整備機構（中部本部）・あいち産業振興機構との連携は 

密接に行ってこなかった。 

   今後、地域内事業者に対して新たに適切な支援メニューを作成するにあたって 

  愛知県、国の支援施策を効果的に活用するために積極的に情報収集を行う。 

   また、支援の成功事例等のノウハウの情報共有を図る。 

 

⑥地域産業を担う人材育成機関との連携 

現状、企業家育成セミナーを開催しているが、専門的・技術性の高いプログラム

になっていないのが課題である。当地域には中小企業大学校瀬戸校や陶磁器関連産

業の担い手を育成する多くの機関（瀬戸窯業高等学校、愛知県立芸術大学、愛知県
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窯業高等技術専門校、瀬戸市新世紀工芸館、瀬戸染付工芸館など）が設置されてい

る。それらの機関は一定の知識・技術を有した人材を対象とした専門性・技術性の

高い履修プログラムまで内容や設置目的等においてそれぞれに特徴を持ち幅広い人

材育成が行われており、当所にもおいても中小企業大学校瀬戸校受講生に補助制度

を設けているなど、密接な関係にあるそれらの機関と連携をとりながら地域産業を

担う人材を育成する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 経営指導員等職員の支援能力が向上することにより、小規模事業者の適切な計画策定

及び計画実現を支援する。これにより、中小企業の経営基盤強化と持続的発展に寄与す

る。また需要動向調査の結果を受けて個々の事業所別の支援メニューや売上の数値目標

も定める事となるため、経営指導員のみならず職員全体の資質向上をはかり支援能力の

平準化をする事と、職員間の情報共有も密にする。 

（事業内容） 

 事業所のそのときどきの状況にあわせてステップアップのように支援できるように

し長期のお付き合い（複数年）も視野に入れて伴走型支援にて事業所と接する。指導員

等は事業所の個々の指導の仕方・経営情報、場合によって事業主の性格等も日頃から共

有していく。 

⑴研修会への参加 

日本商工会議所や中小企業大学校などが主催するセミナーに経営指導員などの職

員が参加し支援力の向上を図る。 

⑵支援事例報告会の開催 

経営指導員等が支援した成功事例等を共有するために、月１回の支援事例報告会を

開催し、支援能力の平準化を図りレベルの高い支援を行う。 

⑶専門家への同行 

ミラサポ（前述）やあいち産業振興機構・産業支援センターせとなどの専門家を

企業へ派遣する際に、経営指導員等職員が必ず同行し OJT の場として、専門家の指

導方法やノウハウを現場で学ぶことにより経営指導員等職員の資質と企業支援力の

向上を目指す。また、同行前後において専門家と支援企業の現状課題、解決方法等

についてディスカッションする機会を設け、より質の高い支援を行う。 

⑷モデル企業カルテの作成 

各経営指導員が年度毎にモデル企業のカルテを作成する。カルテには、訪問記録・

事業計画書・補助金申請書・結果・決算書などを記載する。カルテを通して支援ノ

ウハウを積み上げながら、指導員個人の能力向上をする。また、組織全体としてカ

ルテを共有し、組織全体の支援能力の向上を図る。 

⑸小規模事業者の利益を確保するための、ノウハウ習得勉強会開催。 

  専門家の指導を仰ぎながら、定期的に勉強会を開催する。 

 

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 

 毎年度、本計画の記載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。 

（事業内容） 
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(1） 事業評価委員会の設置 
専門家、市内各種団体の代表者、当所役員議員等 20 名で構成する「事業評価委員

会」を設置し、本事業の実施状況、成果に対する評価・見直しを行う。具体的には各

年度の事業計画・経過報告・事業結果検証など 4 半期毎に委員会を開催し PDCA サイ

クルを徹底し、事業評価の低い事業に関しては、迅速に見直しを行ない、委員会の意

見を反映していく。 

委員会の開催結果については、会頭・副会頭会議並びに常議員会に報告する。 

(2） 検討会議の開催 
「事業評価委員会」の評価結果を基に、計画内容、支援事業内容などを検証・見直

すために役員議員、経営指導員等 10 名で構成する検討会議を 4 半期毎に開催し、事

業評価委員会の評価をもとに、よりスムーズな事業見直しが出来るように検討実施す

る。 

また、経営指導員のみの会議も毎月行い情報共有及び要因分析を図る。 

(3） 単年度計画の策定 
５ヶ年に亘る「経営発達支援計画」をより計画的に推進するために、単年度計画

を策定する。また、事業評価委員会と検討会議を 4 半期毎に行う事から、PDCA サイ

クルを回し、4半期毎の評価・見直しすることが可能になり、効果的かつ伴走的な企

業支援を行うことができる。 

(4） 事業実施結果データの公表 
経営発達支援計画及びその実施状況・結果・評価などを当所ホームページにて 4

半期毎に公表し、事業実施内容の周知と瀬戸商工会議所の利用拡大につなげる。 
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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 

（28 年 1 月現在） 

（１）組織体制 

 瀬戸商工会議所中小企業相談所全職員体制とし、必要に応じて一般職員の協力（瀬戸

焼ブランド向上事業・瀬戸焼検定等）も得る 

 瀬戸商工会議所中小企業相談所 経営指導員６名 補助員２名 記帳指導員１名 

 所長・経営指導員 井戸浩之（総括）  

 所次長・経営指導員 林 稔人（総括補佐 商談会・各種調査・事業評価） 

 専門員・経営指導員 伊藤浩之（商店街・金融）  

専門員・経営指導員 加藤 純（金融・創業・記帳指導・補助金） 

 専門員・経営指導員 林 洋子（セミナー・相談会）  

主査・経営指導員 伊佐地俊明（金融・創業・記帳指導・補助金） 

 主事・補助員 横山知美（補助金経理・庶務）  

主事・補助員 米田篤史（セミナー・商店街・金融） 

記帳指導員 片渕愛弓（記帳指導） 

なお、事業計画書作成支援・補助金申請書作成支援・各種アンケート調査等は相談所

職員全員体制で行う。 

 なお、瀬戸商工会議所職員（専務理事含む）１７名の組織図は次頁に記載。 

 

 

 

（２）連絡先 

  愛知県瀬戸市見付町３８番地の２ 

  瀬戸商工会議所中小企業相談所  

  電話（0561）82‐3123 FAX（0561）83‐5204 

  ホームページ  http://www.setocci.or.jp/ 

  メールアドレス setocci@setocci.or.jp 
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瀬戸商工会議所 事務局組織図 
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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） 

 28 年度 
（28 年 4月以降） 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 67,000 68,000 68,500 68,500 68,500

 

中小企業相談所 

 

 

会議所一般事業費 

 

 

62,000 

 

5,000 

 

 

63,000

5,000

63,500

5,000

63,500 

 

5,000 

 

 

63,500

5,000

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金（陶都瀬戸躍進会議補助金含む）、事業受託費 

 

（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．専門家の活用 

中小企業基盤整備機構中部 

２．商談会・ビジネス交流会、せと・しごと塾の開催等 

瀬戸信用金庫 

３．経営分析等 

日本政策金融公庫 

愛知県信用保証協会 

４．事業計画の策定支援・専門的知識のアドバス 

大学コンソーシアムせと 

陶都瀬戸躍進会議・産業支援センターせと 

５．事業計画の策定支援・金融 

瀬戸市 

６．事業計画の策定支援等 

瀬戸市商店街連合会 

７．高度な事業計画の策定支援・商談会の共同開催等 

あいち産業振興機構・愛知県よろず支援拠点 

８．専門知識を利用して高度な事業計画の策定支援等 

支援専門家（中小企業診断士・税理士・弁理士・弁護士・社会保険労務士・行政書士等）

９．情報の共有 

  瀬戸市商店街連合会 

  瀬戸まちづくり㈱ 

連携者及びその役割 

○中小企業基盤整備機構中部 本部長 花沢文雄 

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

・小規模事業者の先進的事例を紹介していただく。 

・高度な経営支援のノウハウの情報提供等をいただく。 

○瀬戸信用金庫 理事長 水野和郎  

〒489-8650 愛知県瀬戸市東横山町 119 番地の 1 

 ・小規模事業者の各種事業計画作成や補助金申請の支援 

 ・金融（事業資金）の支援（各種融資制度の相談・取引先支店の紹介）等 

 ・取引先開拓（愛知ビジネスパークいざ検索） 

 ・創業支援（せと・しごと塾） 

○日本政策金融公庫名古屋中支店 支店長 戸田 治 

 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦１丁目１１－２０ 

・事業計画作成支援・事業資金の円滑な調達 

・創業支援（創業塾 in 瀬戸） 

○愛知県信用保証協会 理事長 小川 悦雄 
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〒453-8558 愛知県名古屋市中村区椿町７番９号 

  ・事業計画作成支援・事業資金の円滑な調達 

○大学コンソーシアムせと 理事長 ミカエル・カルマノ  

 〒489-0044 愛知県瀬戸市栄町４５ パルティせと３階 

・小規模事業者の実態把握のための調査や大学の小規模事業者に対するノウハウ（経

営学・商学・ＩＴ等）の提供をしていただき小規模事業者支援に役立てる。 

・需要動向調査（学生の企業派遣、産業祭イベントでのアンケート） 

○陶都瀬戸躍進会議・産業支援センターせと 会長 成田一成 

〒489-0813 瀬戸市蔵所町 1番地の 1 瀬戸蔵３階  

・小規模事業者の支援にあたり「陶都瀬戸躍進会議・産業支援センターせと」の市の

担当者とも連絡を取り合い事業者に対する支援も利用していく。 

 

○瀬戸市 市長 伊藤保德 

 〒489-8701 愛知県瀬戸市追分町 64 番地の 1  

・各施策事業においての情報共有。金融（瀬戸市独自制度・保証料補助・利子補助等）

の利用促進、せと・しごと塾（創業塾）を共催して連携を図る。 

 

○瀬戸市商店街連合会 会長 水野忠治 

〒489-8511 愛知県瀬戸市見付町３８－２  

・小規模な商業・サービス業事業者の情報を共有し経営上の問題等共有し支援してい

く。 

○瀬戸まちづくり㈱ 代表取締役 成田一成 

〒489-0044 愛知県瀬戸市栄町４５パルティせと５階  

・小規模な商業・サービス業事業者の情報を共有し経営上の問題等共有し支援してい

く。 

○あいち産業振興機構・愛知県よろず支援拠点 理事長 志治孝利 

〒450-0002 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（ウインク

あいち）  

・当商工会議所では指導しきれない高度で専門的な相談を愛知県よろず支援拠点でお

こなっていただく。 

・「ミラサポ」（中小企業・小規模事業者の未来を支援する）を利用して個々の事業者

を高度で個別に支援する。 

・あいち産業振興機構と商談会の共同開催をする。 

○支援専門家（中小企業診断士・税理士・弁理士・弁護士・社会保険労務士・行政書士等）

・当会議所開催の講習会・定例無料相談の専門家と連携 

・当商工会議所と関係の深い専門家の指導をいただき個々の事業者を個別にていねい

に支援する。 
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連携体制図等 

 

 
 

 


