
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
(法人番号) 

常滑商工会議所（法人番号 1180005011882 ） 

実施期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日 

目標 

常滑商工会議所は、小規模事業者が抱えている売上減少、後継者不足などの課題解決と、
創業予定者を支援するために、本経営発達支援計画に基づき、他の支援機関と連携を図りな
がら小規模事業者の持続的発展を伴走型支援する。 
 併せて、常滑商工会議所の長期ビジョンに基づき産業育成、観光振興、人づくりの推進に
より地域の活性化を図り、経営指導員等の資質向上を推し進め、さらなる小規模事業者の持
続的発展に寄与する。 
＜個社支援＞ 
●地域経済分析、経営分析、事業計画策定・実行、需要動向調査、新たな需要開拓による

伴走型支援を実施する。 
●創業予定者の増加を促進する為に、セミナーや窓口相談を強化するなどの対応を図る。 
●相続税セミナーやＭ＆Ａ等の事業承継支援により小規模事業者減少に歯止めをかける。 

＜面的支援＞ 
●常滑商工会議所の長期ビジョンに基づく地域活性化の推進。 
●関連支援機関との情報交換や支援力向上のためノウハウ等の共有化への取り組み実施。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容…「個社支援」 
小規模事業者の課題解決と持続的発展のために６つの支援を実施する。 

１．地域の経済動向調査に関すること 
地域の経済動向に関する情報を収集・整理・分析し、小規模事業者に提供をする。 

 ２．経営状況の分析に関すること 
  専門家や関連機関との連携により、個々の事業者にあった製品分析・顧客分析・競合分

析・顧客ニーズ分析・決算書分析を行う。 
 ３．事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者(創業予定者、事業承継予定者含む)の経営計画及び事業計画の策定につ
いて、事業計画作成セミナー等の開催、取扱製品やサービス内容の特徴把握、資金調
達方法、収支予測計画作成など、関連支援機関との連携による窓口相談を始め、従事
者対策や更には後継者育成プログラムの作成等に至まで策定支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
あいち産業振興機構や中小企業基盤整備機構中部本部等の専門家による各種支援制度
の活用や、経営指導員の巡回・窓口指導の強化により、小規模事業者(創業事業者、事
業承継予定者含む)の計画実現に向けて伴走型支援を実施する。 

５．需要動向調査に関すること 
小規模事業者が顧客ニーズ調査・地域の消費動向情報の把握及び分析を実施するため
の手段等を調べ、売上げ向上に繋がるよう調査支援する。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
新たな販路拡大のため、商談会、展示会等への出展やホームページ等のＩＴ活用等、
新たな需要開拓に関する支援を実施する。 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み…「面的支援」 

関連機関と連携を図り常滑商工会議所長期ビジョンに基づき「面的」支援を実施する。 
１．産業育成の推進…常滑焼の新市場開拓、ものづくり技術の育成と新産業誘致支援、連

携とマッチングによる市場拡大支援の推進。 
２．観光振興の推進…常滑の魅力を再確認し観光情報発信による地場産業の発展、やきも

の散歩道を中心とした旧常滑市街地の整備の推進。 
３．人づくりの推進…地場産業を支える人材の育成、女性・高齢者の活躍できる地域社会

の実現、多様な人材が活躍できる環境整備の推進。 

連絡先 

常滑商工会議所 中小企業相談所  
〒479-8668 愛知県常滑市新開町５丁目５８番地 
TEL0569-34-3200 fax0569-34-3223 E-mail:tokoname@toko.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．常滑市の概要 

 

常滑市は、愛知県西部の知多半島西岸の中央部に位置し、西側は伊勢湾に面している。

平安時代末期を起源とする常滑焼で栄え、経済は陶磁器産業を主力に、鉄工業や繊維産

業など、ものづくりの町として発展してきた。（図１．愛知県の中の常滑市の位置） 
平成１７年に常滑市沖の海上埋立地に中部国際空港が開港し、町は大きく変化してき

ている。空港島と空港対岸部に開発された中部臨空都市では企業立地が進み、高度先端

企業や大型商業施設、ホテル、結婚式場などが相次いで開業している。（図２．中部国際

空港と対岸部） 
中心市街地には、やきもの散歩道などの観光拠点も点在し、年間約２６０万人の観光

客が訪れる。近年では中国、韓国、台湾などから外国人旅行客も多く訪れるようになっ

てきた。中部国際空港では、ＬＣＣターミナルビルや新商業施設の建設など、多くのプ

ロジェクトが進行中で、平成３１年には愛知県が国際展示場を開業する。同時に西知多

道路など新たな交通インフラの整備も進んでおり、名古屋や周辺地域からのアクセスの

利便性がさらに高まっている。 
伝統産業である常滑焼は後継者の不足などにより産業としては縮小してきている。本

年、日本遺産の六古窯のひとつとして認定され、新たなブランドの確立をめざして、新

製品の開発や国内外の販路開拓などに取り組み、今後の活性化が期待されている。 
常滑は海に面し温暖な気候なために、海苔やアカモクなどの海産物も豊富である。ま

た、いちじく、ぶどう、いちご、卵などの農畜産物にも恵まれていることから、６次産

業化の推進も期待できる。 
 
  ＜図 1．愛知県の中の常滑市の位置＞     ＜図 2．中部国際空港と対岸部＞ 
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２．常滑市の現状と課題 

 

（１）常滑市の人口 
当市は、空港開港以前は高齢化が進み、人口は減少を続けていた。平成１７年以降は、

住宅地の開発が進み、人口世帯数は図 3.で示すとおり開港当初約５万人だった人口が平

成２９年１０月現在では５８，８８７人となった。世帯数も平成１７年の１７，７９５

世帯から平成２８年には２３，４３０世帯に増加している。また臨空地域への大規模商

業施設等の進出も弾みとなって、市内全体の就業者数も平成１３年の２２，２５０人か

ら平成２６年には３０，４６４人と大幅に増加している。 
現在、常滑市の人口に占める生産年齢人口は約６０％と全国平均割合とほぼ同じで、今

後も同レベルで推移すると予想される。一方で、図 4．をみると、若い夫婦世帯の流入人

口の増加で１４才以下の年少人口割合が増加しているなど、次世代を担う年少人口と働き

盛りの生産年齢人口の割合を考えると、産業の活性化と消費需要の伸びが期待される。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：とこなめの統計） 

（資料：とこなめの統計） 

＜図 4.年齢区分別人口割合＞ 

＜図 3.常滑市の人口世帯数の推移＞  
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（２）常滑市の産業の推移と課題 

 

①工業 

 

当市の工業は、昭和の初め土管製造などの陶磁器産業を中心に発展してきた。平成に入

りタイルなどの陶磁器産業が、ライフスタイルの変化に伴い産業としての常滑焼は衰退し

てきた。一方、近年では中国で常滑焼の急須がブームになり、手作り生産が追いつかない

ほど、高価で高品質の製品販売が増加している。 

また、市内の鉄工業者は、窯業機械を中心とした機械製造業で発展してきたが、地場

産業の衰退により自動車産業や環境関連産業に移行し、現在では当市の製造業出荷額の

多くを占めるまでに成長した。また、住工混在を緩和するため３ヵ所の工業団地(久米地

区、久米南部地区、大谷地区)が造成され、住宅設備や自動車部品関連等の製造業者が市

内外より移転し事業規模を拡大してきた。図 5.は平成２年以降、製造関係事業所数は減

少しているものの、平成２６年には自動車産業等の好景気により、自動車部品関連の輸

送機械の出荷額が増加、また衛生陶器製造などの窯業土石も出荷額が増加した。 

中部国際空港の開港後、愛知県企業庁が造成した中部臨空都市では、研究・製造拠点

としてグローバルに展開する海外企業２社が進出し、経営環境が整った地区としても期

待されている。 

当地域の製造業者の課題は、労働者不足や人材の育成・後継者不足等である。 

今後は省人化・省エネ化等の設備投資を進めるとともに、伝統的な高度で高品質のも

のづくりの取り組みや、国等の人材育成プログラムや事業承継プログラムの積極的な活

用による支援が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②商業 

 

当市の商業は昭和３０年代から地場産業である窯業の発展とともに成長してきた。 

図 6.は平成の２３年間の商業の推移を示す。市内の商店は、個店の魅力不足や後継者

（資料：工業統計調査(注) 4人以上の事業所による） 

＜図 5.市内製造業の推移＞  
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の不足により事業所数は平成２６年現在４６０件で、再盛期の３分の１以下に減少して

いる。 

市内にある５つの商店街（大野町商店街振興組合、多屋発展会、常滑商店街振興組合、

西浦商店街発展会、鈴渓商店街振興組合）では、価格競争の激化やネット販売が普及し、

売り上げの減少で廃業が進み、空き店舗が多くなっていることと、後継者不足により、

商店街の存続が厳しい状況である。 

中部国際空港開港以降は、大型商業施設などの進出により市内への観光客などが増加

し、全体としての販売額は増加している。既存の商店で、大型商業施設での商品販売に

取り組むなど、大型商業施設をピンチと考えずにチャンスととらえて成長している事業

者もある。 

労働人口の増加は市内の小規模事業者にとっても新たなビジネスチャンスとして、期

待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③サービス業 

 

中部国際空港開港以降、サービス関連の事業所数が平成１６年の９５６店から平成２６

年には１，７０６店と飛躍的に多くなっている。（Ｈ１６．Ｈ２６経済センサスより） 
常滑市の産業別就業状況でもサービス業従事者の割合は、平成１２年５３．９％だった

ものが平成２７年には６４．４％と全体の産業の中で占める割合が最も多くなっている。

（Ｈ１２．Ｈ２７国勢調査より）、 
当市では昭和３０年代から窯業の成長とともに窯業メーカーに燃料を販売するガソリ

ンススタンドの数が多くなり、最盛期には１５店ほどが営業していた。しかし今では窯業

の衰退とともに７店にまで減少している。 
中部国際空港開港以降の交流人口が増加するとともに、名鉄常滑駅周辺ではホテルや飲

食店など、また幹線道路沿いでは民間の有料駐車場などの開業が進んでいる。 
ホテルや飲食店に多くの外国人旅行客が来店しているため、今後はインバウンドに対応

した英語や中国語の外国語のメニューづくりやサービス体制が求められている。 

＜図 6.市内商業の推移＞ 

（資料：商業統計調査Ｈ26、経済センサス・活動調査Ｈ24） 
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④観光 

 

常滑は約千年の歴史がある焼き物と温暖な気候による自然や農産物に恵まれている。

１，０００万人を超す利用者がある中部国際空港や臨空地域の大型商業施設などは、常

滑のあらたな観光の代名詞になりつつある。 

市街地には常滑焼の工場や窯の跡地を利用したギャラリーやカフェなどが並ぶ「常滑

やきもの散歩道」があり、「陶の森資料館」や「INAXライブミュージアム」などでは、

焼き物文化に接することができる。映画やドラマのロケ地になるなど魅力的なまち並み

は人気があり、休日には多くの観光客が訪れている。 

１７Kmの長い海岸線は日本最古の海水浴場と言われている大野海水浴場や、潮干狩り

の坂井海岸、マリンリゾートとしてのマリーナや人工海浜のりんくうビーチなど、海の

観光も充実している。 

中部国際空港やりんくう駅、常滑駅周辺には多くの宿泊施設が建設され、宿泊能力も

３，２００室だったものが数年後には４，５００室になり、常滑を訪れる年間約２６０

万人の観光客へ対応している。愛知県内で宿泊する外国人旅行者数は、図7.のとおり名

古屋市の 

７７４，４６０人に次いで、常滑は１５７，７９０人と２番目に多くなっている。 

空港開港以降、新たに「常滑スタイルの招き猫」が有名になり、『招き猫のふるさと

常滑』をスローガンに観光を推進している。大型の招き猫などが市内各所に設置され、

常滑市の新たなブランドとして取り組んでいる。臨空地域への観光客の流入により、市

内全域への訪問客が増加している。 

空港島内には、国際展示場などの新たな施設の開業が予定されており、更に多くの来訪

者が予想される。商工会議所は行政や民間事業者、市民と一丸となって、国内外からの観

光需要を取り込み、事業者が自ら参加して観光資源を有効に活用できる体制づくりに取り

組む必要がある。そのため、商工会議所の観光振興委員会及び観光業部会による具体的な

観光戦略の立案とその推進が急務となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 7.平成 26年県別外国人延べ宿泊者数ランキング＞ 

（資料：国土交通省 中部運輸局企画観光部） 
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３．小規模事業者の現状と課題 

 

当市の小規模事業者の経営課題は、臨空地域の開発をビジネスチャンスとらえた「営業

力の強化」と「販路開拓」である。特に地場産業である常滑焼や、ものづくり関連の小規

模事業者は「製品開発」や「海外向けの販売ルートの開拓」が課題となる。 
管内の小規模事業者は表 1.のとおり平成１３年から減少しており、商工会議所総会員

数は表 2.のとおり平成１６年空港建設工事時期をピークに減少している。商工会議所の部

会別推移は図 8.のとおりである。 

平成３年と平成２８年の２５年間を比較した推移を見ると、地場産業である陶磁器業は

約５４％の減少、鉄工業や建設業を含む工業は約１２％の増加(平成１３年から１６年に

かけての増加は空港建設に依る一時的要因)、商業は約３２％の減少、近年の空港島や臨

空地域の発展によりサービス業は約５８％の増加をしている。平成２８年のサービス業は

総会員数の４０％を占めるに至った。 

一方では、空港や空港関連企業で働く従業員も増えニュータウン等の新しい市街地が整

備される中で、新たな大型商業施設やコンビニ、フランチャイズチェーンが多く出店して

いる。こうした交流人口増加によるビジネスチャンスを活かして、市内に営業店舗を開設

したり、創業希望者が増加してきた。 
市内を訪れる観光客も増加しており、近年では、大型商業施設等で買物をする外国人が

増えている。当所は、今後観光関連のビジネスチャンスも増加する傾向にあることを踏ま

え、平成２８年度より新たに「観光業部会」を新設し、長期ビジョンの実現に向けて活動

がしやすいよう部会を再編した。増加する外国人観光客に向けた商品、サービスの開発も

大きな課題である。 
また、いずれの業種の小規模事業者でも、後継者へのスムーズな事業の引き継ぎが課題

として内在しているのにもかかわらず、具体的な取組みがなされていない。円滑な事業承

継の実現は市内の小規模事業者にとって必須といえる。 
今後も、経営者の高齢化等に伴う小規模事業者の減少が予想されるため、当所では「営

業力と販路拡大」のための事業計画策定実施を積極的に支援し、行政、金融機関と連携し

て「持続的発展」を実現できる小規模事業者を増やすことを目指す。 
 
 
＜表 1.常滑市の小規模事業者数推移＞ 

区分 H13年 H18年 H24年 

小規模事業者数 2142 1936 1706 

（資料：事業所・企業統計調査 H13.H18、経済センサス活動調査 H24） 

 

 

 

 

 

 

 



７ 
 

 ＜表 2.常滑市の産業構造の変化＞常滑商工会議所部会の推移より 

部会 H3 年 H8 年 H13年 H16年 H18年 H21年 H24年 H26年 H28年 

陶磁器業 338 335 303 281 258 234 207 194 181 

工業 308 351 434 409 374 350 333 328 346 

商業 332 304 291 285 262 248 219 208 224 

サービス業 325 358 452 511 504 475 471 504 515 

観光業 － － － － － － － － 90 

総会員数 1303 1348 1480 1486 1398 1307 1230 1239 1262 

※平成 28年度より観光業部を新設し、一事業者が複数部会に所属することができるようした。 

 
    ＜図 8.常滑商工会議所部会別推移グラフ＞ 
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４．常滑商工会議所の取り組みの基本的な考え方 

  

次段の「５．小規模事業者の中長期的な振興のあり方」と、次々段の「６．経営発達

支援事業の目標」を定めるにあたって、平成２９年９月に策定した「常滑の元気の源と

なる商工会議所を目指して」（常滑商工会議所長期ビジョン：第Ⅱ期２０１７年～２０

１９年）を紹介する。 

これは、「産業育成」「人づくり」「観光振興」「基盤強化」の４分野について、今

後３年間に亘って常滑商工会議所が取り組む「アクションプラン」であり、以下に示す

４つの委員会と５つの部会を通じて、組織的、戦略的にその進捗を図るものである。 

常滑商工会議所の「経営発達支援計画」の進捗と軌を一にする性格のものであるので、

「常滑商工会議所の基本的考え方」として、ここに掲載する。 

  

（１）常滑商工会議所の目指すもの「夢を描き夢を実現する常滑商工会議所」 

 

常滑商工会議所は、平成２６年に「役に立つ商工会議所」を目指して、役員、議員、

会員と職員が一丸となって、１０年後を目標とする長期ビジョンを作成し、「産業育成」、

「人づくり」、「観光振興」、「基盤強化」の４つの常任委員会を中心に、５つの部会と共

に、長期ビジョンを具体的に実現していくアクションプランの進捗に取り組んできた。 

３年が経過し、中部国際空港島内の変化を中心に環境が急速に変化し、愛知県は、

空港に隣接して国際展示場の建設を予定しており、平成３１年秋にはコンベンション機

能を有した大規模集客施設がオープンする。 

また、空港会社によるＬＣＣ専用ターミナルの建設計画や、ボーイング７８７を展

示する新たな商業施設の建設も始まり、空港を中心に常滑のまちは、急激に変わろうと

している。 

この現実を認識して、常滑商工会議所ではＭＩＣＥ研究特別委員会を設置し、愛知

県や常滑市議会に要望や請願などを行ってきた。 

商工会議所は、会費によって運営されており、２９年度に２８年ぶりに会費を改定

した。今後は、「今以上に、地域の事業者のために役に立つ商工会議所」を目指して、

商工会議所の重要な役割である経営支援活動を強化し、特に、経営支援の相談業務は多

様化しているために職員の研修を充実し、資質の向上を目指し、セミナーも積極的に開

催する。 

常滑には、日本遺産に指定された六古窯の常滑焼があり、常滑の産業の中心であっ

た土管はコンクリートや樹脂製品にとって代わられ、市内を埋め尽くしていた下水用陶

管の生産は無く、時代とともに変化してきた常滑焼の主役は、土管からタイルへさらに

衛生陶器などに変わりつつある。 

また、常滑焼の朱泥の急須は、陶芸の世界では、確たるブランドを保ち、常滑焼の

文化でもあり、アイデンティティでもあるが、後継者問題も含めて焼物業界は、大きな

課題に直面している。現在は、存続の危機感を共有し、常滑焼の新たなブランドの確立

をめざして、デザインから事業再生に取り組んでいる。 

農業の分野では、市内の２事業所において６次産業化に取り組む活動が農業特区に

指定され、生産からサービスまで一貫したビジネスモデルがスタートしている。 

モノづくりからサービス産業の町へ変化しつつある中、観光資源の充実も求められ



９ 
 

ており、特に、市街地のやきもの散歩道は、従来の商店街とは異なる新たな商店街とな

っており、多くの工房や自宅、事業所などが開放され、観光客が訪れる名所にもなって

きている。 

刻々と変化する時代の流れに乗るだけではなく、自ら波を作り、スピード感のある

強固な商工会議所の基盤を作ることが最大の課題である。 

 

（２）平成３６年までに目指す常滑商工会議所の将来像 
「常滑の元気の源となる商工会議所」 

 
常滑には、中部国際空港の立地や豊富な観光資源、伝統産業、文化、歴史など多くの

経営資源が存在いる。 
常滑が発展をするために、これらの地域資源を十分に活用し、市民や来訪者にとって

魅力のある「住んで良し、働いて良し、訪れて良し」の将来像を実現していかなければ

ならない。 
そのためには、まず地域経済が元気であることが必要である。事業所を元気にするこ

とが地域経済の活性化につながり、まちを元気にする。 
経営支援を積極的に展開し、総力をあげて地域経済の発展に貢献することが常滑商工

会議所の使命である。小規模事業者や地域から寄せられる大きな期待に応えるために、

今まで培ったノウハウや資源を最大限に利用し、独創性に溢れる事業を推進する。 
 

（３）将来像の現実に向けた常滑商工会議所の方針と体制（イメージ） 
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（４）常滑商工会議所の方針と取り組み 

 

①産業育成の取り組みの基本的方針とアクションプラン 

基本的方針 

・常滑焼の新たな市場開拓を推進 

・ものづくり技術の育成と新たな産業誘致を支援 

・連携とマッチングによる中小事業者の市場拡大を支援 

アクションプラン 

１．常滑焼のブランド力向上 

常滑焼の価値やブランド力を高める新たな事業に取り組み、積極的に情報発信

する。特にデザイナーなど専門家を招いて、ブランド力を向上する事業を推進す

る。 

①常滑焼職人及び陶芸家の育成・定住化の仕組み作りや、交流会・技術研修会の

場を提供支援 

②常滑焼業界を牽引する人材を登用して、業界団体や行政機関、個々の事業所と

協力し、新たな市場を開拓 

③デザインや新商品の開発支援 

④長三資金の活用に関する提案 

⑤常滑焼業界や事業所の海外戦略事業を支援 

２．国際展示場を利用した地域産業の活性化を研究 

   地場産業の振興のため、空港島内に建設される国際展示場を有効利用する。 

①六古窯に関する見本市や、世界規模の陶磁器イベント開催についての研究 

②知多地域の中小企業を中心とした異業種展示商談会など、具体的利用の研究 

３．ものづくりに関わる業界への育成支援 

ものづくりの技術向上と新技術の導入などを促進し、付加価値を高めるため

に、業界の育成支援に努める。 

①ものづくりに関わる補助金制度に関する講習会の開催 

②新分野・産業技術に関する勉強会の開催 

③中小ものづくり事業者に対し知多・三河商談会など交流会への参加支援 

④ＩＴやＩｏＴの活用推進、ＡＩ産業についての調査研究 

⑤新産業と研究機関の誘致 

４．地域商店街の活性化支援 

市内商業者らの連携により、地場産品や商店のＰＲを促進する。 

①大型商業施設と市内小規模商業者らの連携イベントの開催 

②国など行政機関の協力を得て、商店街のあり方についての調査研究 

③販売力を高める研修セミナーの開催 

５．６次産業の育成支援 

知多地域の農業生産者、漁業生産者等と連携を図り、地域産業資源の活用と情

報収集を重点に新たな商品開発や事業展開を支援する。 

①農協・漁協等と連携して、新たな商品開発や新たな流通経路の開拓、販売シス

テムの調査研究 

②小規模生産者の集積による販売などの事業展開を支援 
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６．地元企業の受注機会拡大 

地元企業の受注拡大のため、行政等への働きかけに取り組む。 

また、新たに地域進出した事業所との交流の場を提供支援する。 

①公共事業ついて、地元企業へ優先して発注するよう要望 

②地元企業の再編及び関係事業者の育成支援 

③空港島や臨空地域など、新たに進出した事業所及び市内事業所との交流場面を

提供 

７．事業継続の支援 

企業の円滑な承継や、自然災害や人災からいち早く復旧するための、事業継続

計画を支援する。 

①事業継続計画(BCP)策定による事業の継続性への調査研究、先進地の視察 

②後継者や女性経営者等の育成支援 

③将来に備えた保険や共済制度についてのセミナー開催 

④中小企業における M&A、技術移転や導入など事業継承の在り方の研究 

 ②観光振興の取り組みの基本計画とアクションプラン 

 基本的方針 

・常滑の魅力を再確認し、訪れる人に観光情報を発信することにより地域の「稼ぐ力」

を引き出し地場産業の発展を目指す。 

・焼き物散歩道を中心とした旧常滑市街地の整備を推進する。 

アクションプラン 

１．地域の観光を推進する 

常滑全体の観光を地場産業の柱とするために、常滑市、民間事業者や CHITACAT

プロジェクトなどと連携、組織化を図り、新たな観光振興体制を作る。 

①観光客を誘致するための仕組みづくりの研究、提案 

②観光振興委員会と観光業部会との連携した新たな振興体制を支援 

③国際展示場などの大規模プロジェクトの活用や、IR誘致を進めるための調査研

究 

２．観光資源の開発・保全 

常滑に訪れた方々に、常滑の資源を情報発信していくと共に、六古窯が日本遺

産として登録されたことで、歴史的な景観資源の継承保全を図ります。 

①グローバル化に対応し、新たな価値観に基づいた観光資源を開発する常滑焼と

やきもの散歩道などを中心とした文化の保全を提言し、推進支援する 

②観光事業者や関連施設と連携した観光ルートや土産品の開発支援 

③常滑の産業や偉人を中心とした産業ツーリズム(INAXライブミュージアム、陶の

森、盛田㈱などの有効活用)の確立 

３．観光資源のＰＲと情報の発信 

インターネットを通じて、観光に関する情報と対応する仕組みづくりに取り組

みます。また、ホームページの情報発信に加えて、SNSの活用や地域メディアと連

携して、新たな観光情報の発信について戦略的に取組む。 

①インターネットや民間事業者と連携して国内外への情報発信を強化支援 

②地域メディアを活用した観光情報の発信を支援 
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③常滑の魅力を発信するために、外国人誘致に向け多言語化(英･中･韓など)した、

観光パンフレットの作成を支援 

④市内観光地の案内看板を、外国語表記も含めた表示にするよう整備提案 

⑤無料 Wi-Fiの環境整備を働きかける 

４．広域連携及び CITA CATプロジェクトを中心とした観光振興への取り組み 

焼き物を中心とした常滑ならではの地域文化を味わえる場所として、知多半島

や西三河を含めた伝統的な文化を観光地域づくりのキーワードとして、多くの外

国人を誘致するための集客対応の取り組みを支援します。空港及びイオンモール

や CHITAＣＡＴプロジェクトと連携する一方、広域的な動きに留意する。 

①観光客の意識などの動向調査 

②国、県などの観光の動きの調査研究 

③知多半島の観光連携を強化する 

③人づくりの取り組みの基本計画とアクションプラン 

 基本的方針 

・地場産業を支える人材の育成 

・女性や高齢者が活躍できる地域社会の実現 

・多様な人材が活躍できる環境整備 

アクションプラン 

１．次世代リーダーの育成とキャリア教育の推進 

次世代リーダーとなるために、小・中・高等学校と連携し、仕事への興味や知識

を修得するキャリア教育を推進する。 

また、ものづくりや経営センスのレベルアップを目指す人材育成に取り組む。 

①やきもの、工業、農業、漁業、サービス業などの地場産業の人材育成支援   

②社会人として自立した人を育てるキャリア教育の推進 

③職場体験（インターンシップ）、企業見学（企業訪問ツアー）の支援 

④「石田退三記念財団」と連携し、ものづくりに対する児童の創造力育成を支援 

⑤異業種交流会の推進 

⑥事業承継のための後継者育成支援 

⑦第一線で活躍する方々が実業教育をする人材育成道場(経営者や後継者等を対

象)の創設 

２．女性や高齢者の活躍推進 

女性や高齢者が様々な分野で活躍できるよう実業教育を推進する。 

①資格取得など女性や高齢者が継続就労するためのキャリアアップ研修の支援 

②子育て世代が働きやすい環境づくり 

③女性が活躍するための社会参画を支援  

④公益社団法人常滑市シルバー人材センターと連携した高齢者の活躍支援 

３．多様な人材活躍の支援 

労働力確保をするために、魅力ある職場づくり支援、マッチング支援、能力開

発支援を通じ、人材不足が顕在化している分野における人材確保を図る。 

①メディアを利用した事業所ＰＲおよび就活セミナーの開催 

②社会的養護の必要な人たちの就労支援 
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③自分らしく働く障がい者の就労支援 

④外国人高度人材、技能実習生の研修・就労支援 

４．高等教育機関および次世代をリードする研究機関の拠点の開発 

世界へのゲートウエイである中部国際空港の立地を活かして、高等教育機関の

誘致に取り組む。 

①海外留学生と日本人学生が共生できる宿舎の整備  

②グローバル人材育成を推進している大学・専門学校の誘致 

③成長産業における研究開発機関の誘致 

④産学官の包括的連携協定を締結 

④産業育成・観光振興・人づくりの取り組みを支える 

常滑商工会議所の基盤強化の基本計画とアクションプラン 

 基本的方針 

・地域の総合経済団体として、より会員に親しまれ、役立つ商工会議所に生まれ変

わる 

アクションプラン 

１．小規模事業者支援の強化 

巡回指導を中心に、事業所の状況・営業内容等の聞き取りを実施することで、

専門家による相談、補助金・助成金の活用、販路拡大・新規需要、事業承継など

支援内容の充実を図り、持続的経営発展を支援する。 

①市内の小規模事業者に対する持続的な支援(販路開拓･新規需要･事業引継ぎ等) 

②専門家による相談の充実 

③創業者支援 

④各種補助金・助成金の活用・申請支援 

２．会員サービスの強化 

窓口や訪問などで会員ニーズを聞き取ることで、サービス内容の充実を図る。

また、会議所だよりやホームページの活用で会議所活動の迅速な情報提供を行う。 

①窓口相談や巡回指導により把握した会員ニーズを定期的に基盤強化委員会に報

告する 

②基盤強化委員会は、会員ニーズを分析し、サービスの向上や新たな事業を検討

して、正副会頭に提案する 

③ホームページの定期的なリニューアルおよびスマートフォン対応のサイト化に

よる情報提供の強化 

④ケーブルテレビ･市の広報･フリーペーパーなどとの連携をはじめ新たな方法で

の情報提供の強化 

３．会員の拡大  

会員拡大に向けた会員拡大特別委員会の組織的な取り組みや方針書の作成を行い

ます。また、市内小規模事業者への巡回指導の訪問により、市内の未加入事業所

への会員加入を積極的に働きかけます。 

①会員、役員の協力による情報提供や紹介等の加入促進をする 

②新入会員の交流会開催等により、商工会議所の意義や活動の理解を促進する。 

③空港関連事業所をはじめとする市外からの進出企業への加入促進 
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④市内の金融機関、保険会社、士業の取引先へのアプローチによる加入促 進 

⑤未加入事業所への会員加入促進 

４．財政基盤の強化 

収益事業の柱である共済事業などへの加入促進をはじめ、新たな収益事業の創

出で財政基盤を強化する。また、経費の節減、監査の充実により財務会計の体質

を改善する。 

①定期的な共済加入キャンペーンの実施 

②労働保険事務組合への加入促進 

③新たな収益事業の創出 

④商工会議所費用と経費の節減及び事業支出の見直し 

⑤内部監査職の設置と四半期ごとの内部監査実施 

⑥年４回の予算会議を開催し運用を是正する。 

５．職員の資質向上と人事制度の充実 

商工会議所の事業の充実とサービスの向上を目的に、教育・研修により職員の

資質向上を図る。そのために、職務分掌を成文化し決裁権限を明確にすると共に、

報告・連絡・相談を要とする組織的活動を徹底する。また、能力評価や給与制度、

労務等の人事制度を充実する。 

①人事担当職を設置 

②職員の教育・研修の充実 

③職務分掌の明確化と決裁権限規定の見直し 

④職員の能力評価制度導入や給与制度及び諸手当を見直し労務全般の充実を図る 

６．委員会・部会の活性化   

基盤強化委員会は、長期ビジョンに基づき、常任委員会・部会と連携して、そ

の活動を調整・支援する。委員会・部会の活動に商工会議所会員が主体的に参加

し、会員相互のコミュニケーションを充実することで、人脈と事業の拡大を図り

常滑の活性化に繋がることを目指する。 

①正副会頭会議、常任委員長、部会長をメンバーとする商工会議所運営政策会議

を設置する 

②委員会・部会活動を広報することにより、会員が積極的に参加しやすい環境づ

くりを行う 

③委員会・部会が主催してセミナーや視察活動を行う④会員のコミュニケーショ

ンを促す会員交流や親睦を図る機会を充実する 

７．常滑商工会議所の事業継続 

大災害などの危機発生時において、商工会議所は、地域経済の復旧・復興の中

心的な役割を果たすことが期待されている中で、様々な危機の発生を念頭におい

て、入念な準備・訓練をするとともに、商工会館老朽化への対応も含め事業継続

に取り組む。 

①常滑商工会議所の事業継続計画(BCP)の更新 

②サイバーセキュリティーを強化する 

③常滑商工会議所建物の老朽化対策 

④金融機関や行政との連携強化する 

 以上 常滑商工会議所長期ビジョンより 2017より抜粋 
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５．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 

常滑市は中部国際空港や臨空地域への企業立地が進み、空港島内で国際展示場やＬＣ

Ｃターミナルの建設など大型プロジェクトが進められていることなどから、小規模事業

者を取り巻く環境が大きく変化し、多くのビジネスチャンスにあふれている。そのチャ

ンスを活かして小規模事業者がそれぞれの強みを発揮して活躍できる場づくりと、新た

なビジネスチャンスが生まれる土台づくりに努力し、小規模事業者の振興を図る。 

増加しているサービス業については、交流人口の増加から発生するビジネスチャンス

を分析し、さらなる賑わいを創出するような事業に取り組むことで小規模事業者の経営

を支援する。 

地場産業の窯業については、海外も含めた販路開拓や高品質な製品開発、後継者育成

に取組み、衰退に歯止めを掛ける。 

商業については、臨空地域に進出した大型商業施設と小規模商業者との連携を推進し、

地域の個性的な商品やサービスを広く周知することで小規模商業者の経営に役立てる。

また、そうしたことで、臨空地域に集まる人を、地元の商店街に呼び寄せることができ

るよう取り組む。 

観光では、豊富な観光資源を活かして国内外から多くの観光客が集まるような仕組み

をつくり、小規模な観光事業者を支援する。 

堅調に推移する工業については、ＩｏＴやロボット産業などの先端産業の誘致に取組

み、新たな産業を育成していく。 

常滑商工会議所は「製品開発力や営業力、販売力の向上」、「新規顧客開拓」など多く

の課題をもつ小規模事業者の持続的発展と底上げを図り、また創業や事業承継を確実に

実現するため、小規模事業者の事業計画策定とその着実な実施に向けた伴走型のきめ細

かな経営支援に取り組んでいく。 
 

６．経営発達支援事業の目標 

 

当所は、小規模事業者の中長期的な振興の在り方を踏まえて、小規模事業者が自ら経

営力の強化に取り組むための寄り添った「個社支援」と中部国際空港立地によるビジネ

スチャンスを取り込めるよう地域活性化を図りながら「面的支援」を行う。既存、創業、

事業承継において、各小規模事業者がそれぞれの課題を解決し、持続的な発展ができる

よう伴走型支援を行う。 

 

（１）既存小規模事業者が自らの「製品開発力・営業力・販売力の向上」、「新規顧客開拓・

販路開拓」などの課題を解決し、収益率向上により経営力を強化し持続的な発展ができ

るよう支援する。 

 

（２）地域活性化による魅力ある町づくりに取り組み、創業しやすい環境を作る。また創

業希望者に対して、創業前から地域の経済状況や需要動向の分析支援を行い、創業後も

利益を確保し安定的に事業継続ができるよう支援する。 
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（３）事業承継については、積極的な巡回訪問を行い、小規模事業者とのコミュニケーシ

ョンを強化し、事業承継の潜在的なニーズの掘り起こしを行い、早い段階から取り組み、

円滑な事業承継ができるよう支援する。 

 

上記の具体的な目標として、当所は、平成３０年から５年間で事業計画策定・実施 

１７５件（管内小規模事業者の約１０％）の支援を行い、小規模事業者がそれぞれ 

の課題に向き合い、解決して持続的な発展ができるよう伴走型支援する。 

 

７．経営発達支援事業の方針 

 

当所は、上記の目標達成に向けて、下記の方針に則り経営発達支援計画を推進する。 

 

（１）個社支援 

 

①持続的に発展する小規模事業者を増やすために個社支援の充実を図る。 

1)小規模事業者の課題を的確に抽出したうえで、売上向上、新規顧客の獲得を図り、

経営を持続的に行うための事業計画策定とその確実な実施に向けた伴走型のきめ

細かな経営支援に取組む。 

2)事業計画の実施のためには持続化補助金、ものづくり補助金などを活用するととも

に、行政や公的機関、金融機関、他の支援機関と連携を図り、ＰＤＣＡサイクルに

より事業の検証と実施を繰り返し支援していく。 

3)経営やマーケティングに活かすため、経済動向調査や需要動向調査を通じて的確な

情報を提供していく。 

4)地域事情に精通した商工会議所の強みと支援ネットワークを活かして持続的発展

のできる小規模事業者を増やす。 

  

②創業希望者に対する支援 

1)県や市、金融機関やその他の支援機関と連携して、 資金やノウハウなど、創業者

が抱える様々な問題点解決に向けて支援していく。 

2)当市では空港開港以降、飲食業の創業希望者が多いが、競合や商圏、空き店舗など

の情報についても地元事情に精通した商工会議所ならではのアドバイスを行う。 

3)創業後になるべく早期に安定経営に移行できるよう定期的な財務診断を行い、創業

したての経営者に見られがちな誤った経営判断をしないよう指導していく。 

4)交流人口が多い当市は創業希望者にとって魅力的であるが、より創業しやすい環境

を目指して、市に対して創業補助金の充実、関連するセミナーの開催、地域情報の

収集と提供を行っていく。 

 

③事業承継の支援 

1)誰にも相談することなく廃業に至っている経営者が、約７割を占めるという中小企

業白書のデータにあることから、小規模事業者のよき相談相手になるよう努力す

る。 

2)経営者の高齢化が進んでいる当市でも具体的には、小規模事業者ごとの経営事情の
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把握から、その小規模事業者が「どう事業承継したいのか」などの潜在的なニーズ

を綿密なヒアリングから確認し、その上で承継によるメリット等を小規模事業者に

理解してもらう。 

3)税理士や事業承継ネットワークなど専門家や専門機関と連携して、事業承継計画を

提案して円滑な承継を実現していく。 
 

（２）面的支援 

 

①常滑商工会議所の長期ビジョンを基に地域の活性化を推進する 

1)産業育成の取り組み 

常滑焼の新たな市場開拓を推進 
連携とマッチングによる小規模事業者の市場拡大を支援 

2)観光振興の取り組み 

常滑の魅力を再確認し、訪れる人に観光情報を発信 
3)人づくりの取り組み 

地場産業を支える人材の育成 
 

②関係機関との連携強化を図る 

 上記事業の実施のために、行政である愛知県、常滑市と協力しつつ、あいち産業振

興機構、中小企業基盤整備機構、地域金融機関、市内業界団体、地域の大学等と連

携し、地域の小規模事業者の持続的発展を支援していく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

経営発達支援事業の実施期間 

 

平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日（５年間） 

 

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】 

 

当所ではＬＯＢＯ調査などを行ってきたが、独自の経済動向情報の収集の取り組みや、

地域の経済動向を踏まえた小規模事業者への支援が十分に実施できていなかった。 

また、小規模事業者が入手できる経済動向情報には限りがあり、情報を経営に活かすこ

とも難しいのが実情である。 

今後は、小規模事業者が、外部環境の一つである地域の経済動向を把握することにより、

ビジネスの機会と脅威を捉え、的確に対応するため、地域経済動向調査に関する情報収集

を実施し、小規模事業者に情報提供する。 

 

 【事業内容】 

 

（１） 当地域の市場規模を把握・検証するための経済動向調査 

 

①国勢調査・愛知県・常滑市の統計による景気動向調査（新規） 

当所で、愛知県、常滑市の人口、世帯数、製造品出荷額、商品販売額等を分析し、

経営指導員が指導の際に活用することで、小規模事業者の事業計画策定の参考とす

ることを目的とする。 

 

・収集元   国勢調査・愛知県の統計・常滑市の統計 

・調査回数  年 1回 

・収集項目  性別・年齢別の人口、世帯数と年推移 

愛知県全体と市町村別の世帯数と年推移、性別・年齢別の人口 

小売業・卸売業の業態別の店舗数・販売額と年推移 

工業の品目別・産業別の事業所数・年間出荷額と年推移 

・整理・分析  愛知県・常滑市で毎年刊行、またはホームページに掲載される統計の

中より、人口、世帯数等の情報を収集・整理し、情報収集項目を分析

する。 

 

（２）常滑市の景況調査 

 

①日本商工会議所ＬＯＢＯ調査（既存を強化） 
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当所では、これまで日本商工会議所のＬＯＢＯ調査を毎月２社に実施し、日本商

工会議所に提供しているが、この調査事業者数を１２社に増やし、整理・分析した

当所の結果を小規模事業者の事業計画策定の参考とすることを目的とする。 

 

・収集元   当所管内の事業者１２社 

（建設業２社、製造業２社、卸売業２社、小売業３社、サービス業 

３社） 

・調査回数  月 1回 

・収集項目  業況、売上、採算、資金繰り、仕入単価、雇用状況等および直面し

ている経営上の問題点 

・調査の手法 当所管内事業者１２社に調査票をＦＡＸまたは手渡しにより毎月 

実施。 

・整理・分析 １２社の調査データを収集・整理し、調査結果として産業別に業況

ＤＩによる好転と悪化割合等を日本商工会議所が集計した全国の結

果と比較して分析する。 

 

  ②常滑市の景況調査（新規） 

  

当所管内の小規模事業者を対象に、当所独自で景況調査を実施、分析し、経営指

導員の指導の際に活用することで、小規模事業者の事業計画策定の参考とすること

を目的とする。 

 

・収集元   当所管内の小規模事業者３００社 

・調査回数  年 1回 

・収集項目  業況、売上、採算、資金繰り、仕入単価、雇用状況等、および直面

している経営上の問題点 

・調査の手法 当所管内の小規模事業者３００社に対し調査票を郵送または手渡し

で実施する。回収率は５０％を目指し、経営指導員が巡回、窓口等で

本調査の必要性を説明し、回収率を上げる。 

・整理・分析 収集、整理し、経営指導員が取りまとめ、小規模事業者が理解しや

すいように、業種別にまとめ、業況ＤＩによる好転と悪化割合等を分

析する。 

 

（３）成果の活用と情報提供の方法 

 

収集した情報は、小規模事業者に提供していくとともに、経営分析及び事業計画

策定等の参考資料として活用する。 

 

・活用方法  経済動向調査と日本商工会議所ＬＯＢＯ調査と常滑市の景況調査(独

自)を整理・分析した結果をまとめた報告書(Ａ４判)を年１回作成し、

小規模事業者の事業計画策定の参考資料とする。小規模事業者が販路
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開拓をする場合、市場の景況感の把握と経営判断の材料として役立て

る。 

また、集計結果はデータ化して経営指導員間で共有し、販路開拓の支

援に役立てる。 

・情報提供  経営指導員が巡回・窓口の指導時に、積極的に販路開拓等に取り組

む小規模事業者、創業希望者に対して、参考資料として情報提供する。 

当所の発行する会報誌、ホームページやＳＮＳに年１回掲載し、現状

把握の材料とし、事業計画策定の参考資料となるよう公表する。 

 

（４）目標(年間) 

項  目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

国勢調査・愛知県・常滑市

の統計の分析回数 
0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

ＬＯＢＯ調査分析回数 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 

景況調査(当所独自) 

調査・分析回数 
0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

報告書の配布件数 0 件 60 件 60 件 75 件 75 件 90 件 

 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現状と課題】 

 

経営状況の分析については、マル経などの金融指導・補助金申請の指導時に資料等を形

式的に作成するのがほとんどで、実際の経営に役立てるには不十分であった。 

平成１７年の中部国際空港開港以降、企業進出や人口増などで、中心市街地である名鉄

常滑駅周辺でも、開業する飲食店が増えている。このような、創業間もない小規模事業者

は、思うように集客が進まなかったり、資金繰りが予定通りにいかなかったりなど、当初

の計画に狂いが生じる場合が多く見られる。一方の既存飲食店も外食チェーン店の進出に

より競合先が増えていることから、顧客を確保するための経営戦略の見直しも求められて

いる。また、伝統産業である陶磁器業をはじめとする小規模事業者には高齢者が多く、事

業承継の可能性や承継の時期などの経営判断が難しいのが実情である。 

今後は、能動的にそれぞれの小規模事業者の事業計画策定を意識した経営分析を経営指

導員が行い、小規模事業者の課題解決や販路開拓などの事業展開に役立てることを目的に

実施していく。 

 

【事業内容】 

 

（１）分析する項目 
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巡回・窓口指導、各種セミナーの開催等で小規模事業者へのヒアリングを、財務分析、

自社の商品、サービス、顧客、マーケットの項目毎に行う。各小規模事業者単位で下記

の経営分析を経営指導員が実施する。 

 

①財務諸表：損益計算書、貸借対照表をもとにした定量的な数値を把握。 

②個々の小規模事業者の「強み・弱み・機会・脅威」を整理。 

③顧客（売上・利益・属性）、競合先（主力顧客・主力商品・商圏）自社（商品別の売

上・利益、品種・品質）の各項目を整理。   

 

（２）分析する方法 

 

  ①財務諸表分析 

・ 前年の決算書と比較し、売上・原価・利益増減の原因を分析する 

・ 損益分岐点売上高を分析する 

・ 財務指標を自社と同じ業種・規模の他社と比較分析する 

②定性分析としてＳＷＯＴ分析 

 「強み・弱み・機会・脅威」の４つの観点からクロス分析を行う。  

・内部環境の分析 

自社のヒト、モノ、カネ、情報、企業の風土、販売方法、製造方法の 

強みと弱みをそれぞれ洗い出す。 

・外部環境の分析 

自社の マーケット・顧客のニーズやトレンド、競合、業界のルールや変化、技

術の変化、革新、取引先などの機会・脅威をそれぞれ洗い出す。 

③３Ｃ分析 

ターゲット市場の特定と商品やサービスの競争力があるかどうか分析する。 

・顧客分析: 販売先を売上貢献度の高い顧客・低い顧客で分析 

誰が買っているのか、何故買われるのかを知る 

・競合分析: 競合比較で優位・劣位な項目を分析 

競争相手の強み・弱みを知る 

・自社分析：商品別に個別商品の販売動向を分析 

何が売れているのか、何故売れているのかを知る 

 

（３）成果の活用方法 

 

①財務諸表の分析により、今後の売上・利益増に向けての対策や必要売上高を設定して

目標の明確化や、資金力などの経営改善対策に活用する。  

②ＳＷＯＴ分析により、強み・弱み・機会・脅威を踏まえた、実現可能性の高い今後の

方向性を見出し、事業計画策定に役立てる。 

③３Ｃ分析により、既存顧客の売上強化と新規顧客の開拓に向けた販売方針、競合先を

意識した販売促進の活用、強化・重点・育成・改廃等の商品計画の方針を示した事

業計画策定に役立てる。 

④分析結果は当所の「データ管理システム」を通じて経営指導員等で共有していき、小
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規模事業者の利益の確保に資する有益な助言および事業計画策定に役立てる。 

⑤上記の分析作業を通して小規模事業者の経営状況を把握することで対象事業者の課

題抽出を図り、希望者には専門家による経営相談を実施し、成功事例からの波及効

果を広げていく。 

   

（４）分析する手段 

 

①経営指導員による巡回・窓口指導 

マル経融資時や補助金申請時に、経営指導員によるフォローアップとマル経融資を

利用した小規模事業者への巡回・窓口指導等を行う。指導時には小規模事業者毎に

財務診断ツールを活用した経営分析シートを作成し、小規模事業者の現状を把握し

課題を抽出、伴走型支援の入り口とする。専門的な知識が必要な場合は、ミラサポ

等の専門家派遣事業を活用し、連携した伴走型支援を行う。 

②財務診断システム 

経営指導員が小規模事業者の決算書の主要な数値により、財務診断ツールを利用し

て財務分析を実施する。 

 
＜財務診断ツール＞ 

・ローカルベンチマーク（経済産業省） 

決算書の財務データから、売上持続性、収益性、生産性、効率性、健全性、安全 

性等の 6つの指標で総合的に分析を行う。 

・経営自己診断システム（中小企業基盤整備機構） 

経営指標から収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の項目を診断する。 

 

 

③経営状況分析セミナーの開催 

財務分析、自社の商品、サービス、顧客、マーケットの項目毎の経営分析についての

セミナーを実施し、小規模事業者の分析能力を高める。セミナー後は、経営指導員が

参加した小規模事業者と面談して、事業計画策定の必要性を判断し、必要な小規模事

業者には策定までの支援を継続する。 

 

（５）目標 

項  目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

経営状況分析 

セミナー開催回数 
0 回 1 回 1 回 2 回 2 回 2 回 

経営状況分析セミナー参

加事業者数 
0 件 10 件 10 件 20 件 20 件 20 件 

経営状況分析 

巡回・窓口指導件数 
0 件 20 件 20 件 25 件 25 件 25 件 

経営状況分析 

件数 
0 件 30 件 30 件 45 件 45 件 45 件 
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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】 

 

当所の事業計画策定支援は、マル経などの金融指導・補助金申請の指導時に受動的に

行うことがほとんどであり、実際に計画の実効性を確認することも少なく、一過性の支

援となりがちであった。また、小規模事業者の大半が業務に追われ、事業計画を策定す

る時間が無く、事業計画策定の必要性も理解していないのが実情である。 

しかし、小規模事業者が持続的に発展するためには、取り巻く経営環境の変化に対応

し、顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた事業計画を策定し、それに沿って経営を

行い、随時見直しをしていくことが必要である。 

今後は、地域経済動向調査や経営状況分析結果、需要動向調査の成果を活用し、小規

模事業者が経営理念やビジョンを踏まえ、「製品開発力・営業力・販売力の向上」、「新規

顧客開拓・販路開拓」など課題を明確にして解決に導く実効性の高い事業計画の策定を

行うよう支援する。高度な事業計画の策定についてはミラサポ等の専門家や金融機関と

連携して支援する。併せて、事業計画策定後もＰＤＣＡサイクルにより経営指導員が一

緒に検証を行い継続支援する。 

当所は平成３０年から５年間で事業計画策定・実施１７５件（管内小規模事業者の約

１０％）を目標に支援を行う。 

 

【事業内容】 

 

（１）事業計画を策定する小規模事業者の掘り起こし 

 

当所の会報、ホームページ等で事業計画策定に関するセミナーと相談会の周知を行い、

事業計画策定を希望する小規模事業者の掘り起こしをする。２．経営状況の分析に関す

ること【指針①】により、事業計画の策定が必要と思われる小規模事業者に対しては、

経営指導員が巡回し、セミナーへの参加を促す。また連携支援機関や税理士等との支援

を受けて、計画策定を目指す小規模事業者を地道に掘り起こす。 

当管内で増えている飲食業等のサービス業においては、今後も交流人口の増加による

ビジネスチャンスを取り込もうとする外食チェーン店の進出や新規創業による競合店の

増加が予想されるため、早い段階から経営状況分析を踏まえた課題解決を行うサイクル

を習慣化するために、経営指導員が巡回訪問で計画策定を強く勧める。 

創業希望者の掘り起こしは常滑市と連携して市広報で創業セミナー及び相談会の周知

を行うとともに、金融機関等連携機関からの紹介により行う。前述で掘り起こした創業

希望者へは経営指導員が積極的に電話及び巡回訪問を行い、創業計画の重要性を説明し

て計画策定へ誘導する。 

事業承継については問題が表面化しないケースが多いため、経営指導員が管内小規模

事業者に対してアンケート及び聞き取りを行う。また、当所が事業承継に関する相談窓

口であることを当所会報誌及び常滑市と連携して市広報で広く周知し、支援が必要な小

規模事業者を掘り起こす。 
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（２）事業計画の策定 

 

①既存小規模事業者に対する事業計画策定の支援 

 

既存小規模事業者が事業計画策定の必要性を理解するための“気づき”のセミナーを

開催する。事業計画を策定しようとする小規模事業者が、「自ら課題を洗い出し、自己

分析し、今後の経営について考え、実行するための計画」を策定できるよう経営指導員

が一つ一つヒアリングを行いながら次の手順で策定支援する。 

対象：事業計画策定セミナー及び相談会参加者、巡回訪問・窓口相談で策定を希望した

小規模事業者 

手順：1）経営指導員のヒアリングにより、小規模事業者の経営理念、将来どうなりた

いのかを確認し、自社の財務状況や経営体制、課題など小規模事業者の現在

の経営情報を収集し分析（財務諸表分析・ＳＷＯＴ分析・３Ｃ分析）を行う。 

2）調査データを活用しながら実現性と将来性、収益性を判断する。 

3）課題を抽出し、必要とするノウハウ、取引先、資金の把握をし、必要であれ

ば公的融資制度や補助金の活用について指導する。 

・商品開発を行いたい小規模事業者に対しては、集客力のある市内大型商業施

設で行われるイベントや展示会への出展、当所独自で行う個別対応需要動向

調査を活用してマーケティングを行う。 

・営業力や販売力を向上させ販路拡大を目指す小規模事業者に対しては連携支

援機関主催の営業力強化セミナーや商談会への参加を促す。 

4）上記手順により実行可能な事業計画策定の支援を行う。 

5）さらに、高度で専門的な事業計画策定については、専門家による個別相談会

を活用し支援する。 

 

②創業者に対する事業計画策定の支援 

 

創業者に対しては、現在、常滑市と連携した「創業の基礎知識や準備、ビジネスプラ

ンの立て方、創業者の体験談に関するセミナー」と近隣商工会議所と共催する「起業家

セミナー」の２つのセミナーを毎年開催している。しかし、セミナー参加者へのフォロ

ーが不十分で受動的に相談を受けて支援する形になっており、事業計画策定の支援には

至らなかった。 

今後は引き続き２つのセミナーを開催し、セミナー参加者に対して、競合や商圏、空

き店舗情報などの地元事情に精通した商工会議所ならではのアドバイスを行う。また、

創業者が“夢を実現するため”にそして継続していくために、思い付きや場当たり的な

経営にならないよう、「創業後の自分がどうなりたいのか、誰に、何を、どのように売

りたいのか」を経営指導員がヒアリングを行いながら次の手順で策定支援をする。 

対象：創業セミナー及び相談会参加者、窓口相談で来所した創業希望者 

手順：1）経営指導員のヒアリングにより、創業動機、経営ビジョン、創業時期、資金

調達方法などを確認し、地域経済動向調査や調査データを活用し実現性と将

来性、収益性を判断する。 

2）創業のために必要な準備として、ノウハウ、取引先、資金の把握をし、商工
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会議所がもつネットワークを活用して、空き店舗などの地元事情を提供する。 

3）上記手順により綿密な売上計画・利益計画・アクションプランを含めた事業

計画策定を支援する。 

4）さらに、高度で専門的な事業計画策定については、専門家による個別相談会

を活用し支援する。 

 

③事業承継のための事業計画策定の支援 

 

経営者の高齢化が進んでいる当管内で、事業承継に関しては「そろそろしなければ」

と経営指導員に相談する潜在的な小規模事業者はいるものの、ほとんど計画策定には至

っていない。また経営指導員に相談することなく「高齢のため廃業」という選択をする

小規模事業者も多い。特に、当市の伝統産業である陶磁器業の後継者不足による廃業は

技術継承もできず産地の衰退につながるため、早い段階での後継者育成を含めた事業計

画策定が必要である。そのために、経営指導員が小規模事業者とコミュニケーションを

十分に取り、良き相談相手となり支援を行う。 

事業承継を検討する小規模事業者に対しては、事業にとどまらず個人の相続も関連し

てくるため、半田法人会と連携して相続に関することや事業承継の必要性・具体的な手

順についてのセミナーを開催する。 

また、事業が順調であっても、後継者不在により余儀なく廃業に至る場合もある。そ

うした廃業に歯止めをかけるため、事業承継支援施策の説明会やＭ＆Ａに関するセミナ

ーを開催する。具体的にＭ＆Ａを検討する場合は、事業承継ネットワークと連携、及び

専門家による個別相談会への参加を促し、円滑な事業承継ができるよう次の手順で支援

する。 

対象：セミナー及び相談会の参加者、アンケート及び聞き取りにより計画策定を希望す

る小規模事業者 

手順：1）経営指導員のヒアリングにより、自社の現状分析を行うため、経営資源の状

況、取り巻く経営環境とリスクの状況、事業者の資産及び負債の状況、後継

者候補の状況、相続によって生じる問題点の把握を行う。 

2）現状分析の結果と今後の経営上の課題を明確にし、対応策を具体的に検討す

る。 

3）現在の経営者と後継者間で引き継ぎ期間を設け、後継者の教育方法や役割分

担など具体的にする。 

4）上記手順により円滑な事業承継に向けた事業計画策定の支援を行う。 

5）さらに、高度で専門的な事業計画策定については、専門家による相談会への

参加促進、事業承継ネットワークと連携して支援を行う。 

※ 後継者が明確に決まっている場合は、経営方針や目標に対する認識を共有化す

るために、計画策定の段階から小規模事業者と後継者が共同で行うように経営指導

員が支援する。 

 

（３）事業計画策定の実施手段 

これまでは、金融指導時や補助金申請に事業計画策定の支援をする程度であったが、

今後は、経営力の強化や円滑な事業承継を目指す小規模事業者、創業者に対して積極的
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に実施を促進する。 
  
①巡回・窓口相談による計画策定実施を促進 
小規模事業者が事業を持続的に発展していくためには、事業計画策定が必要であるこ

とを経営指導員が巡回・窓口相談で説明して計画策定実施に導く。 
 
②セミナー及び相談会の開催 

事業の持続的発展のために事業計画の必要性・有益性を認識していただくセミナー

と専門家による相談会を開催する。その後、経営指導員のフォローにより計画策定実

施に導く。 
 

③経営指導員間での情報共有化 

当所の「データ管理システム」に事業計画策定の有無、進捗状況を入力し、他の経

営指導員と情報の共有化を図り、事業計画未策定小規模事業者に対して、アプローチ

を行う。また、策定した小規模事業者については遂行状況を確認し、必要であれば事

業計画の見直しを提案する。 
 

（４）支援目標 

 支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

既 

 

 

 

存 

事業計画策定セミナー回数 1 回 1 回 1 回 2 回 2 回 2 回 

事業計画策定セミナー参加者数 8 人 10人 12人 14人 16人 18人 

事業計画策定相談会参加者延べ件数 14件 20件 24件 28件 32件 36件 

事業計画策定件数 11件 20件 30件 30件 35件 35件 

創 

 

 

業 

創業セミナー回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

創業セミナー参加者数 5 人 6 人 6 人 8 人 8 人 10人 

創業相談会参加者延べ件数 4 件 8 件 8 件 10件 10件 12件 

事業計画策定件数 0 件 2 件 2 件 3 件 3 件 4 件 

事 

業 

承 

継 

事業承継セミナー回数 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

事業承継セミナー参加者数 0 人 10人 10人 12人 12人 15人 

事業承継相談会参加者延べ件数 0 件 8 件 8 件 12件 12件 16件 

事業計画策定件数 0 件 1 件 2 件 2 件 3 件 3 件 

総事業計画策定件数（策定数） 11件 23件 34件 35件 41件 42件 

平成 30年-34 年の 5 年間での事業計画策定件数 １７５件 
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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】 

 

【現状と課題】 

マル経融資の斡旋者や補助金の申請者に対しての現況確認に留まっており、小規模事

業者の販路開拓につながる事業計画実施に対する支援は不十分であった。 

今後は、経営指導員が３．事業計画策定支援に関すること【指針②】で事業計画を策

定した小規模事業者に対して、事業計画策定後の進捗状況の確認や課題の把握を行い、

問題・課題があれば、解決方法の助言をし、ミラサポ、あいち産業振興機構、中小企業

基盤整備機構等の支援機関の専門家と連携しながら支援する。 

 

【事業内容】 

 

（１）事業計画を策定した既存事業者への支援 

項目３の「事業計画策定支援」において既存の小規模事業者が策定したすべての事

業計画に対しては、経営指導員が３か月に１回程度の巡回訪問を実施する。事業計画に

対しての進捗状況を確認するとともに、「課題は何か、どうしたら今後の経営に活かせ

るか」を、経営指導員が小規模事業者に問いかけながら、一緒に新しい“気づき”を見

つけるように、次の支援を行う。 

 

①財務諸表による売上・利益の確認ならびに事業計画を進める中での問題点並びに順調

な点を聞き取る。 

②新商品・新サービスの提供を開始したが、ターゲットとする顧客の来店が少ない場合

は、周知方法や商品の内容について再度検討し、事業計画の修正を検討する。 

③事業計画が順調に進み、より一層の売上・利益を意欲的に取り組むことが可能な事業

者に対しては、新たな事業計画を作成して、更なる売上・利益の柱となる事業展開を

目指すように支援していく。 

④経営指導員等だけでは解決困難な課題は、ミラサポ等の専門家を活用した支援を行う。 

⑤事業計画を策定した小規模事業者の指導並びに支援を向上させるため、収集した情報

は、当所の「データ管理システム」に一元的に管理して、他の経営指導員とも共有化

を図り、継続的な指導・支援を行う。 

 

（２）創業計画を策定した小規模事業者への支援 

項目３の「事業計画策定支援」おける創業者に対しては、２カ月に１回程度の巡回

訪問を実施する。創業後は予期せぬ問題や多忙な小規模事業者が多いことから、経営指

導員が創業者の課題に対しての取り組みに見落としなどがないかを留意して次の支援

を行う。 

 

①創業計画の達成が困難な場合は、創業計画の修正、変更等を含め必要な指導・助言を

迅速に行っていく。特に、創業者は、ターゲットとする顧客層への周知不足から集客

が思うように進まないことが多く見られる。たとえば、チラシや配布先等の見直し、

ホームページやＳＮＳなどのＩＴの活用を含めた訴求力が高くて、ターゲット層の周

知につながるアドバイスを行う。 
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②順調に創業計画が進んでいる場合には、更なる売上を図るための事業計画の上方修正

を行う。事業拡大に必要な資金調達や財務基盤の強化のための資金繰りの資金計画策

定の支援を行う。 

③創業者の解決困難な課題や専門性の高い課題については、ミラサポ等の専門家を活用

した支援を行う。 

④事業計画を策定した小規模事業者の指導並びに支援を向上させるため、収集した情報

は、当所の「データ管理システム」に一元的に管理して、他の経営指導員とも共有化

を図り、継続的な指導・支援を行う。 

 

（３）事業承継計画を策定した小規模事業者への支援 

項目３の「事業計画策定支援」おける事業承継計画策定者に対しては、３か月に１

回の巡回訪問を実施し遂行状況の確認をする。ただし、計画遂行の遅延が事業承継を

阻む要因となる場合には、巡回訪問回数を増やし対応する。 

 

①事業承継計画の修正、変更等を含め指導・助言を行う。 

 後継者に承継する場合は、経営指導員が、小規模事業者と後継者も交えて相談を行い、

代表者交代で生じる課題を整理する。たとえば、「顧客の信頼喪失の防止」「既存の役

員・従業員の士気低下の防止」、「税金の負担軽減」の課題解決に対しての支援を行う。

経営指導員で解決できない課題や、Ｍ＆Ａなどの事業計画の遂行が取引先等の交渉で

困難な状況に陥った場合には、事業承継ネットワークや弁護士、税理士などの専門家

を交えた話し合いをおこない事業計画を進めていく。 

②支援内容は、当所の「データ管理システム」に記録して他の経営指導員とも共有化を

図り、継続的な指導・支援を行う。 

 

（４）目標 （上段：件数 、下段：回数） 

項 目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

フォローアップ 

既存の小規模事業者 

20 件 

60 回 

20 件 

80 回 

30 件 

120 回 

30 件 

120 回 

35 件 

140 回 

35 件 

140 回 

フォローアップ 

創業の小規模事業者 

0 件 

0 回 

2 件 

12 回 

2 件 

12 回 

3 件 

18 回 

3 件 

18 回 

4 件 

24 回 

フォローアップ 

事業承継の小規模事業者 

0 件 

0 回 

1 件 

4 回 

2 件 

8 回 

2 件 

8 回 

3 件 

12 回 

3 件 

12 回 

対象者への巡回訪問回数 
20 件 

60 回 

23 件 

96 回 

34 件 

140 回 

35 件 

146 回 

41 件 

170 回 

42 件 

176 回 

   

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

 

当所では、 過去に買物動向調査などを実施していたが、 中部国際空港開港による企業

進出や人ロ増など、 市内の小規模事業者を取り巻く環境変化に対応した消費者ニーズを
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捉えた支援が不十分であった。 

  この需要動向調査では、今後は、地域内での需要に対応し販路を拡大しようとする小規

模事業者に対して、当地域の消費者ニーズ調査、駅前飲食店消費者ニーズ調査、また、調

査会社サイト資料を活用して市場情報や商品情報による需要動向調査を実施することに

より、小規模事業者にマーケットインの考え方を浸透させ、売れ筋情報等を踏まえた売れ

る商品開発に活用することを目的とする。 

調査の支援対象者は、「４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】」で記載

した既存・創業・事業承継の実施支援を行う個別の小規模事業者とし、事業計画の進捗状

況に応じて調査を実施する。また、新たに需要動向調査を希望する小規模事業者も対象と

して、相談者の課題に対応して調査を実施する。 

 

【事業内容】 

 

（１）市内消費者ニーズ調査＜新規＞ 

 

①目的 

市内の需要動向を把握するため、市内最大のイベントである常滑焼まつり（毎年 

１０ 月に２日間開催、常滑市内外からの来場者１０ 万人規模）の来場者を対象に、

このイベントに出店している常滑焼の製造と販売事業者、・食品製造事業者・飲食事

業者３０社が提供する商品やメニューについて「消費者ニーズ調査」を実施する。

特に常滑焼製造と販売事業者は、従来からの売れ筋商品中心のマーケティングに偏

る傾向が強く、消費者ニーズの情報収集能力が低いことから、的確に消費トレンド

をつかみ商品開発に活かすことが求められる。 

②支援対象者 

常滑焼まつりに出店する常滑焼製造と販売する小規模事業者、食品製造小規模事業

者、飲食店の小規模事業者 

③調査対象 

消費者（常滑焼まつりの来場者） 

④調査項目 

 1)常滑焼を製造、販売する小規模事業者 

・消費者の属性：性別、年代、居住地 

・商品の情報：商品（急須、食器、置物等）の価格・満足度・デザイン・大きさ、

改善点。         

2)食品製造小規模事業者 

・消費者の属性：性別・年代・居住地 

・商品の情報：味・価格、ボリューム、パッケージ（商品）に対する満足度、商品

の改善点等などの個別情報 

3)飲食の小規模事業者 

・消費者の属性：性別・年代・居住地 

・商品の情報：価格・味・満足度・提供するメニューの改善点 

⑤調査手法 

1)１０月に市内で開催される常滑焼まつり会場内で、消費者アンケートを実施する。 
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常滑焼まつりに出店する常滑焼製造と販売する小規模事業者２０社、食品製造事

業者５社、飲食の事業者５社に依頼し、出店者あたり２０サンプルのアンケート

を行う。 

2)常滑焼を製造、販売する小規模事業者が、商品の展示販売を通じてアンケートを行

う。また、新商品と既存商品を比較するヒアリングも取り入れるなど、商品の開

発や改善につながるように工夫する。 

3)食品製造事業者や飲食の事業者が、食品の販売や試食、メニューの提供を通じてア

ンケートを行う。また、新商品と既存商品を比較するヒアリングも取り入れるな

ど、今後の商品開発や商品改善につながるように工夫する。 

⑥分析方法 

収集した情報をもとに、消費者の視点で、消費者属性ごとに好みの商品、消費頻度

を整理・分析する。分析にあたって、ターゲットとする顧客を想定して、商品・サ

ービスの有効性などを明確にする。必要に応じてミラサポ等の専門家を活用して分

析を行う。 

⑦活用方法 

調査を実施した事業者に対し、今後の商品開発や取扱商品の選定に活かすため、商

品・メニュー・ターゲット、販売出展した市内で陶磁器を製造、また販売する小規

模事業者に対して経営指導員が巡回して調査した分析データを情報提供する。また、

支援の内容は、当所の経営指導員間で共有して、今後の支援に活用する。 

 

（２）駅前飲食店消費者ニーズ調査 <新規> 

 

①目的 

平成１７年の中部国際空港開港以降、 当市の中心市街地である名鉄常滑駅周辺で

は、飲食店を開業する小規模事業者が増え活況を呈している。しかし、駅周辺ホテ

ルに外国人宿泊者が急増したため、 求められる商品、サービスも変化してきている。

駅周辺で飲食店を営む小規模事業者の、集客を図り、販路開拓につなげるため、外

国人来店者を対象に消費者ニーズ調査を実施する。 

②支援対象者 

名鉄常滑駅周辺の飲食店 

③調査対象 

消費者（外国人来店者） 

④調査項目 

   消費者属性（年齢・国籍）、消費の動機（来日の目的）、消費頻度、消費の好み(メニ

ュー、味)、消費金額、 求めるサービス 

⑤調査手法 

1)名鉄常滑駅周辺の飲食店 10件に依頼し、来店者に１事業者あたり３０サンプルのア

ンケートを行う。 

2)小規模事業者が来店する外国人へのアンケートを行う。外国人向けのアンケートを

経営指導員が専門家の支援により、外国語（中国語・英語）に翻訳して作成する。 

⑥分析方法 

収集した調査結果を基に、駅周辺を利用する消費者ニーズ調査を行う。必要に応じ
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てミラサポ等の専門家を活用して分析を行う。 

⑦活用方法 

調査を実施した事業者に対し、駅周辺の飲食店のメニューやサービス開発に役立て

るため、経営指導員が巡回して情報提供する。また、支援の内容は当所の経営指導

員間で共有して、今後の支援に活用する。 

 

（３）調査会社サイト資料の活用＜新規＞ 

 

①目的 

新商品や新サービスの展開を図りたい場合、ターゲットとする市場のトレンドや意

識調査等を把握するために、経営指導員が調査サイトを活用し、小規模事業者の需

要動向調査や事業計画策定等の支援をする。 

②支援対象者 

商品の開発や新たな販路開拓を必要とする小規模事業者 

③調査サイト 

日経テレコンＰＯＳ ＥＹＥＳ  

④収集項目  

商品のジャンル毎の売上ランキング、シェア、平均価格、商品購入者の性別、年代

ごとの傾向 

⑤調査手法  

インターネットサイトを活用して小規模事業者が必要とする需要動向の調査項目を

収集する。 

⑥分析方法 

小規模事業者の業種・業態により現在の売れ筋商品ランキング、商品別・メーカー

別販売推移、競合他社商品とのシェア分析、市場における自社商品の位置、地域を

比較。 

⑦活用方法  

経営指導員が小規模事業者の要望に応じた調査結果等を入手し、小規模事業者が狙

う市場のトレンドや意識調査等に関連する情報を小規模事業者に提供していく。ま

た、異なる分野のトレンドをとらえることにより、新しい商品・サービスの開発の

ためのアイデアやヒントへつなげていく。 

支援の内容は、当所の経営指導員間で共有して、今後の支援に活用する。 

 

（４）目標  

項 目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

市内消費者ニーズ調査 

実施事業者件数 
0件 30件 30件 30件 30件 30件 

駅前飲食店消費者ニーズ

調査 実施事業者件数 
0件 10件 10件 10件 10件 10件 

調査会社サイト活用 

実施事業者件数 
0件 10件 10件 12件 12件 15件 
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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】 

 

従来の支援は、イベント等が開催される場合に小規模事業者へ会報誌を活用して、出

展の案内を行う程度の支援に留まっていた。 

今後は、商談会及び展示会の出展を積極的に勧めるとともに、出展する場合の小規模

事業者の商品の選定やレイアウト等の企画にも参加して、販路開拓につなげるように支

援する。 

ＩＴ活用は小規模事業者のホームページ作成支援までは行ってきたが、今後はビジネ

スモールを活用して新たな販路の開拓につなげる支援を行う。 

また、中部国際空港や臨空地域に進出する商業施設等と連携を深めていくことで、新

たなビジネスチャンスをとらえる。 

さらに、地域で開催されるイベント等に積極的に出展し、ＰＲや販路拡大に結びつけ

るよう支援する。 

 

【事業内容】 

 

(１)商談会及び展示会への出展支援 

県内で開催される異業種交流や展示会・ビジネスマッチングの場は、販路拡大の重要

なきっかけとなるため、小規模事業者に積極的に出展するよう支援する。 

①「メッセ・ナゴヤ」出展 

愛知県名古屋市で開催される日本最大級の異業種交流展示会 

1)対象者  製造業を主とした全国を商圏とする小規模事業者 

2)支援内容 毎年開催されている「メッセ・ナゴヤ」に、販路拡大を目指している小

規模事業者を募って、常滑商工会議所ブースとして出展する。参加希望

の小規模事業者には、効果的な商談に向けてのアプローチ支援として、

商談会での予約数を向上させるため、企業概要のエントリーシートを魅

力的に作成するアドバイスを行う。必要に応じて、ミラサポ等の専門家

により、自社商品のＰＲの向上等の助言を行い、ビジネスマッチングに

結びつけるよう支援する。また商談後も、商談回数、商談企業名、マッ

チングの有無、商談の内容を検証し、商談成立に向けた支援も行う。 

3)支援効果 この展示会は、平成２８年は６４，７９２人来場があった。県外を含め

た広域範囲での企業とのマッチングにより、販路開拓や新しいビジネス

パートナーの獲得が期待できる。また、自社の技術の向上、コストダウ

ンなどの経営改善への効果も期待できる。 

4)支援目標 

支 援 内 容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

メッセ・ナゴヤ出展件数 1 件 3 件 3 件 5 件 5 件 5 件 

商談件数 － 15 件 15 件 20 件 25 件 25 件 

商談後の成約目標件数 － 3 件 3 件 5 件 5 件 5 件 
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②「アライアンス・パートナー発掘市」出展 

名古屋商工会議所と愛知県内の２２の商工会議所が実施する、事前調整型のビジネス

マッチング支援サービス。 

1)対象者  製造業を主として東海地域を商圏とする小規模事業者 

2)支援内容 販路拡大を目指している小規模事業者を当所の会報誌で募る。参加希

望の小規模事業者には、効果的な商談に向けてアプローチ支援とし

て、商談会での予約数を向上させるため、企業概要のエントリーシー

トを魅力的に作成するアドバイスを行う。効果的な商談会を行うため

に、自社の強みに基づく商談ＰＲ資料の作成をして、ビジネスマッチ

ングに結びつけるよう支援する。 

3)支援効果 第三者的な立場で商工会議所が案件ごとに両社のニーズを確認しな

がらマッチングを行うため、通常の商談会よりも高いマッチング率が

期待できる。また、継続して参加することで、企業の販路開拓への意

識を高め、商品開発やサービス向上へのヒント獲得にもつながる。 

4)支援目標 

支 援 内 容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ出展件数 4 件 4 件 5 件 5 件 6 件 6 件 

商談件数 － 12 件 15 件 15 件 18 件 18 件 

商談後の成約目標件数 － 4 件 5 件 5 件 6 件 6 件 

 

③地域商談会（三河・知多会場） 

三河・知多地区（半田、常滑、東海、大府、刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田、

蒲郡、豊川、豊橋の１３商工会議所）の製造業を中心とした個別面談方式による受発

注商談会。 

1)対象者  製造業を主として愛知県を商圏とした小規模事業者 

2)支援内容 商談会での予約数を向上させるため、受注企業概要のエントリーシート

を魅力的に作成する支援に取り組む。また、自社の強みに基づく商談Ｐ

Ｒ資料の有無を確認するとともに、企業ＰＲ資料等の作成支援に取り組

む。必要に応じて、専門家等の助言を受け商談成約に向けた支援を行う。

実施後には、取引成約に向け必要な支援に取り組み実効性ある販路開拓

に繋げる。 

3)支援効果 輸送用機械器具を中心に一般機械器具、金属製品などに携わる企業が参

加することから、受注機会の増大および新規取引先の開拓を図る効果が

期待できる。また、対面方式による具体的な商談または意見・情報交換

により、新たなビジネスパートナーが発掘できる。 

4)支援目標 

支 援 内 容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

地域商談会出展件数 4 件 5 件 5 件 5 件 6 件 6 件 

商談件数 － 15 件 15 件 15 件 18 件 18 件 

商談後の成約目標件数 － 5 件 5 件 5 件 6 件 6 件 
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④「食のビジネスフェア あいち知多半島メッセ」出展 

平成３０年２月１４日に第１回目が開催される、知多半島の食の恵みを中心とした

個別商談会 

1)対象者  食料品を扱う小規模事業者 

2)支援内容 食料品を扱い販路開拓を希望する事業者を、経営指導員の巡回や当所の

会報誌で参加者を募る。スーパーやデパートなどのバイヤーに対して、

チラシだけでなく、動画を利用した演出などで商品のＰＲ度を高め、商

談会でのマッチングにつなげる。      

3)支援効果 今まで「食」と「知多半島」に特化した展示が無かったため、知多半島

の農畜産物を扱った食品製造業者や小売店・飲食店にとっては販路開拓

の効果が期待できる。また、今までの取引先とは違うスーパーやデパー

トのバイヤーとの商談により、販路拡大に繋がる可能性も高い。更に、

商談での評価から、商品開発のヒントを見つけるなどの効果が期待でき

る。 

4)支援目標 

支 援 内 容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

食のビジネスフェア あいち 

知多半島メッセ出展件数） 
0 件 3 件 3 件 5 件 5 件 5 件 

商談件数 － 9 件 9 件 15 件 15 件 15 件 

商談後の成約目標件数 － 3 件 3 件 5 件 5 件 5 件 

 

（２）ＩＴを活用した需要開拓支援 

小規模事業者が自社製品・商品・サービス等の差別化を図りながら、新しい取引先を

見つける意欲と機会を促し、取引の増加を支援する。 

 

①「ザ・ビジネスモール」参画 

大阪商工会議所が運営する全国の商工会・商工会議所会員が登録するインターネッ

ト上のビジネスモール。 

1)対象者  全国を商圏として、販路開拓、新分野を希望する小規模事業者 

2)支援内容 販路拡大を目指している小規模事業者を当所の会報誌で募る。「ザ・ビジ

ネスモール」の説明会を開催し、登録企業を増加させるため、積極的に

小規模事業者に働きかける。希望する小規模事業者の「欲しい案件、提

供したい案件」の登録と更新の作業や商談の問い合わせへの対応を経営

指導員がサポートして商談成約につなげる。 

3)効  果 登録数が２５万社、年間 2,500件以上の商談があることから、全国に商

圏を広げ需要を開拓する効果が期待できる。 

4)支援目標 

支援 内 容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

ザ・ビジネスモール登録件数 0 件 10 件 15 件 20 件 25 件 30 件 

登録後の成約目標件数 0 件 10 件 15 件 20 件 25 件 30 件 
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（３）小規模事業者と大型店との連携支援 

①ＣＨＩＴＡ ＣＡＴプロジェクト 

1)対象者  地元商店街の小規模事業者、他の小売の小規模事業者 

2)支援内容 中部国際空港や臨空地域に進出する大型商業施設と地元小規模事業者の

連携を図り、情報提供及び販路開拓を積極的に支援する。また、常滑市・

中部国際空港・イオンモール常滑で実施している「ＣＨＩＴＡ ＣＡＴ

プロジェクト」の実施するクーポンの作成やファーマーズマーケット、

招き猫祭り、お笑いエキスポ等に積極的に参画して、空港・臨空地域・

市街地の連携を強くすることにより地域の需要拡大を図る。 

3)効  果 大型商業施設の集客力を利用して、地元商店街の小規模事業者の商品・サ

ービスを展示販売することで、販路開拓につなげる効果が期待できる。 

 
     注）「ＣＨＩＴＡ ＣＡＴプロジェクト」とは、知多半島の地域活性化を目的に２ ０ １ ５ 

年１ １ 月に発足したイオンモール（株）と中部国際空港（株）と知多半島・常滑地域

の趣旨に賛同する自治体、企業、団体等との共同プロジェクト。りんくうエリア、セン

トレア、知多半島を一体のエリアとして捉え、垣根なく行き来出来る環境の構築や、各

施設等の利用促進、共催イベントの実施など、保有する有形、無形の資産をフル活用し

た取組を共同で推進することにより、地域の魅力向上に積極的に寄与することを目的と

している。 

4)支援目標 

 支援目標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

 CHITA CAT プロジェクトで実

施するｲﾍﾞﾝﾄ等への出店（件数） 
30 件 35 件 35 件 40 件 40 件 45 件 

 

（４）各種イベント出店  

常滑の新しいイベントである常夏フェスティバルや５

０年以上の歴史のある伝統的行事常滑焼まつり、近隣の

他市町で開催されるイベントへの出店を促し、地域資源

の活用や土産品の開発などを行い、地域の活性化につな

げるとともに消費拡大に結び付くよう支援する。 

 

  ①常夏フェスティバル出展 

平成２９年度から実施している、常滑納涼花火に合わせた、りんくう駅周辺で開催す

るイベント。初回となる２９年度開催は、当所の商業・観光業部会の部会員で、飲食

やワークショップなどの出店をして盛り上げた。 

１）対象者  小売、飲食店などの小規模事業者 

２）支援内容 花火大会、子供や若者向けのステージイベントも開催され、ファミリ

ーや若者の来場が予想されるため、普段は来場されない客層への出店

事業者の商品のＰＲの場として活用するよう、商店街等を通じ出店概

要等を配布して出店を支援する。 

３）効 果  来店されたことのない客層へ出店事業者の商品をＰＲすることにより、

新規顧客の獲得につながる。 

▲常滑焼まつりの様子 
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4)支援目標 

支 援 内 容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

常夏フェスティバル 
来場者数 5 万人 6 万人 7 万人 7 万人 8 万人 8 万人 

出店者数 45 件 50 件 50 件 50 件 50 件 50 件 

 

②常滑焼まつり出店 

毎年恒例の市内で開催される常滑焼まつりは、常滑市最大のイベントとして平成２９

年で５１回目を迎え伝統ある産業祭りとして、県内外に定着している。常滑競艇場や

卸売り団地を会場として、卸売り事業者を中心に製造業者(伝統工芸士や手作り職人

等)まで幅広い出店形態となっている。 

1)対象者  陶磁器を主とした製造・小売の他、商業、飲食業、サービス業の小規模

事業者 

2)支援内容 出店事業者の商品やサービスの需要動向調査の場として活用し、今後の

新商品開発や販路拡大に役立てるよう、調査方法等の支援をする。 

3)効 果  調査の結果を分析し、新商品開発、販路拡大につなげる。 

4)支援目標 

支 援 内 容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

常滑焼まつり 
来場者数 10万人 12万人 13万人 13万人 14万人 14万人 

出店者数 150 件 170 件 175 件 175 件 180 件 180 件 

 

③他市町のイベント出店 

半田山車まつり、瀬戸招き猫祭りなどの他市町で開催するイベントへの出店。 

1)対象者  小売、卸業者、飲食店などの小規模事業者 

2)支援内容 近隣市町のイベントに出店し、出店事業者の商品をＰＲすることにより、

市外からの集客を見込み来場者にＰＲするためのツールの作成や、販売

する商品の選定などの支援をする。 

3)効 果  市外からの新規顧客の獲得につながる。 

4)支援目標 

支 援 内 容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

他市町のイベント 出店者数（年間） 6 件 10 件 10 件 15 件 15 件 20 件 

 

（５）成果の活用 
商談会での商談内容・商談後の状況、イベントの展示販売での商品やメニューの評価

等を情報収集する。商談会やイベントを一過性とはせず、開催ごとに成功や改善事項を

整理して、次の商談会・イベント出展の販路開拓につなげるために情報提供を行う。そ

れぞれの小規模事業者へのフォローアップの内容は、当所の「データ管理システム」に

管理して、経営指導員間で共有化を図り支援と指導に活用する。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

【現状と課題】 

当市は、中部国際空港の立地、やきもの散歩道、りんくうビーチなどの豊富な観光資

源、日本六古窯の一つ常滑焼の伝統産業のほか、文化、歴史など多くの地域資源が存在

している。 

平成１８年に、日本商工会議所の実施する地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト

で「ＴＯＫＯＮＡＭＥ土産招き猫プロジェクト」に取り組み、招き猫モチーフの土産品

開発を実施、現在も任意団体が活動を継続しており、市内の大型商業施設内で販売して

いる。 
その他にもプロジェクトを実施してきたが、一過性の事業にとどまってしまい、販路

拡大や観光の活性化につながる事業にはならなかった。 

今後は、当所が中心となって、愛知県、常滑市、常滑市観光協会、常滑市商店街、地域

金融機関、関係支援団体等と地域活性化の方向性を共有し、ともに手を携えて、地域内の

小規模事業者の持続的発展に向けて意見交換を重ね、意識の共有を図っていく。 

目的の共有を図った後に事業を展開することで、売上拡大、販売力の向上や新たな需要

拡大を図ることができ、小規模事業者の振興と地域経済の活性化に貢献することができ

る。 

また、このような効果を広く地域内の小規模事業者に周知することにより、事業への参

加意欲を高め、地域資源を活用したイベントを活性化することができる。 

上記を踏まえて、常滑商工会議所長期ビジョン２０１７に基づき、「面的支援」を実施

する。 

 

【事業内容】 

 

１．産業育成の取り組み 

 

（１） 常滑焼の新たな市場開拓を実施 

（連携機関）愛知県・常滑市・とこなめ焼協同組合・常滑陶磁器卸商業協同組合 

とこなめ焼卸団地協同組合・常滑市観光協会・常滑市商店街連合会 

 

①「常滑焼海外戦略事業」の取り組み（既存事業） 

1)事業内容 常滑焼海外戦略事業委員会により常滑焼のヨーロッパ、アジア等の海外

での販路開拓や海外市場調査に、戦略的な取り組みをする事業者に対し

て対象経費の２分の１以内を補助する。その後の事業展開に係る経営支

援も実施する。 

2)連携内容 常滑焼の海外への販路開拓を目的に、常滑市、とこなめ焼協同組合、常

滑陶磁器卸商業組合と連携し、常滑焼の販路拡大のために取り組んでき

た。今後は販路の拡大だけでなく、常滑焼のブランド力を向上させるた

め支援策を検討し、マスメディア等によるＰＲも積極的に行い、地域の

ブランド力を高めるための取り組みをする。 

3)事業効果 海外での販路開拓と常滑焼のブランド力向上により、地場産業と地域の
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活性化が見込める 
 

②「常滑焼まつり」開催（既存事業）（年１回２日間開催） 

1)事業内容 常滑焼の見本市として始まった常滑焼まつりは、市民団体も加わり、年

に一度の常滑の大イベントとなった。平成２９年１０月の開催では、二

日間で１０万人の来場者があった。５０年続いてきたまつりは従来から

の開催内容に加えて「お茶のいれ方」「常滑焼の器を使った料理の盛り

付け」のデモンストレーションを実施し「常滑焼の使い方」の提案をし

て常滑焼の魅力のＰＲをしてきた。 

2)連携内容 市全体で常滑を盛り上げるため、愛知県・常滑市・業界団体と観光協会・

常滑市商店街連合会などと共に、やきものを販売するだけのまつりでは

なく、地元特産品の販売やＰＲ、やきもの散歩道などもサテライト会場

とするなどの連携をはかり、どのように地域の活性化につなげることが

できるのか方向性を検討して、常滑焼業界と地域の活性化を促進してい

く。 

3)事業効果 常滑焼まつりを通じて、常滑焼と常滑の町の魅力を発信し、地域の活性

化につなげる。 

 

（２）連携とマッチングによる小規模事業者の市場拡大を支援 

（連携機関）常滑市・常滑鉄工会、常滑市商店街連合会 

 

①臨空地域等に新たに進出した企業との交流の場の提供（新規事業）（年１回） 

1)事業内容 常滑鉄工会、常滑市商店街連合会などをはじめとする管内の小規模事業

者と臨空地域に進出した企業を対象に情報交換、ビジネスマッチングを

目的とした交流会を開催する。 

2)連携内容 工業・商業・サービス業等の振興を図るため、常滑市、常滑鉄工会と常

滑市商店街連合会と、新たに臨空地域に進出した企業と連携する。この

連携を継続させていくよう、定期的に連携団体で情報交換会を開くなど

仕組み作りをする。 

3)事業効果 今まで管内の小規模事業者と臨空地域の進出企業との接点があまりなか

ったが、交流会に参加することで、情報収集とビジネスチャンスを掴む

ことができる。 

 

２．観光振興の取り組み 

 

（１）常滑の魅力を再確認し観光情報を発信 

（連携機関）常滑市・常滑市観光協会・ＣＨＩＴＡ ＣＡＴプロジェクト 

 

①新たな観光体制による観光イベントの開催（既存事業）（随時） 

1)事業内容 ＣＨＩＴＡ ＣＡＴプロジェクトが中心になり、インバウンドを対象と

したクーポンの発行、お笑いエキスポやファーマーズマーケットの開

催、シャトルバスの運行などで観光振興に取り組む。 



３９ 
 

2)連携内容 常滑の市街地と空港と臨空地域の共生と賑わい創出を目的に、常滑市と

中部国際空港と大型商業施設と連携し共同で事業を実施する。 

3)事業効果 中部国際空港、臨空地域、常滑市街地が連携することにより、常滑の魅

力を発信することで、さらなる交流人口の増加が見込める。 

 

３．人づくりの取り組み 

 

（１）地場産業を支える人材の育成 

（連携機関）愛知県、常滑市 

 

①職場体験（インターンシップ）の支援（既存事業）（中学校・高等学校 各年１回） 

1)事業内容 1 年に 1 回、市内の中学校と高等学校が実施する職場体験学習に協力す

ることで、市内の事業所を知ってもらい、将来の人材育成・確保につな

げる。 

2)連携内容 地元企業と愛知県及び常滑市と連携して実施し、中学生と高校生に地元

企業の良さと働く楽しさを知ってもらうために取り組み、当所の会報誌

やホームページで受け入れ事業所の募集を行う等の支援をする。 

3)事業効果 これまで学生に知られていなかった、地元企業の事業内容を知ってもら

うことで、将来の地元企業への就労につなぐことができる。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

【事業内容】 

 

（１）知多経営指導員会（既存） 

知多経営指導員会で各商工会・商工会議所の地域の経済状況などの情報交換は行って

きたが、小規模事業者の実態や支援ノウハウの事例、今後の課題と対策などの情報交換

が十分にされていなかった。今後は、各商工会・商工会議所が実施する事業や経営改善

普及事業の直面する課題、特に、経営発達支援計画の適切な運営について意見交換や、

小規模事業者の実態、課題と対策、支援ノウハウの事例等について情報交換を行う。 

 

主催 愛知県商工会連合会知多支部 

開催数 年６回 

参加機関 知多半島の商工会、商工会議所 

目的・内容 

＜従来の取り組み＞ 

・他の商工会・商工会議所の小規模事業者への取り組み

や地域の景況等の情報を収集。 

・他の商工会・商工会議所と当所の小規模事業者との、
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個別の取引関係や競合先の状況等の情報収集。 

・専門家の研修や地域経営者等の講演により、専門的 

知識を習得。 

＜改善・今後の取り組み＞ 

・近隣地域の景況等を把握して小規模事業者の経営に有

益となる情報等を収集。 

・経営発達支援計画の進捗状況、課題への取り組みなど  

の情報交換。 

・収集した情報や修得した知識を、中小企業相談所ミー

ティングで報告して、経営指導員等で共有する。支援

ノウハウを活かせる市内小規模事業者の支援先を選定

して事例紹介するとともに、経営分析や事業計画策定

に取り組む小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

（２）市商工観光課との情報交換会（新規） 

商工観光課とは、イベント行事や補助金等の施策などを連携して取り組んできたが、

小規模事業者への事業計画策定の活用に関しては不十分であった。今後は情報交換会で

連携を進め、市内への進出企業の情報や観光やまちづくりの各種施策の活用状況につい

て情報収集を行い、創業予定者の掘り起しや、小規模事業者の事業計画策定を積極的に

推進していく。 

 

参加機関 常滑市商工観光課、常滑商工会議所 

開催数 年６回 

目的・内容 

＜新規の取り組み＞ 

・2カ月に 1回、定期的に情報交換を開催。 

・商工会議所に関連する施策、各種事業、市内への進出

企業の情報収集。 

・市内の景況等を把握して小規模事業者の経営に有益と

なる情報交換提供を行う。 

・各種施策や補助金制度を活用して、創業予定者や小規

模事業者の効果のある事業計画の支援を行う。 

・中小企業相談所ミーティングにて報告して、情報交換

で得られた小規模事業者への有益な情報を報告して共

有化を図る。 

 

（３）日本政策金融公庫熱田支店との連携会議（既存） 

熱田支店管内の商工会、商工会議所の地域の資金需要の特徴や市況を把握する程度

で、中小企業相談所内の情報の共有化が不十分であった。今後は、情報交換で得た支援

事例と支援ノウハウを、中小企業相談所ミーティングで報告して情報の共有を図る。 

また、小規模事業者に有益な支援事例や融資メニュー、特に創業や事業承継の融資事
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例を事業計画策定に活用する。 

 

参加機関 
日本政策金融公庫熱田支店、熱田支店管内の商工会・商

工会議所 

開催数 年１回 

目的・内容 

＜従来の取り組み＞ 

・各商工会等の融資件数、融資金額、事故率、融資メニ

ューの変更点の確認等。 

・地域の資金需要、経済状況等の把握。 

＜改善・今後の取り組み＞ 

・小規模事業者の事業計画策定についての支援事例の情

報交換。 

・創業・事業承継に関する支援施策に関する情報交換。 

・既存・創業・事業承継の資金調達への対応や事業計画

策定の立案に活用する。 

・中小企業相談所ミーティングにて、融資メニュー、融

資案件などを報告して共有化を図る。 

 

（４）地区内金融機関との連携会議（新規） 

市内金融機関との情報交換は、経営指導員が個別での融資事案が生じた際に担当者同

士で情報を入手するだけで、小規模事業者への支援に役立つ情報やノウハウを組織的に

取り組んでこなかった。今後は、２カ月に 1回、市内の貸付状況や資金需要、商品・サ

ービスに関する市場動向等について情報交換を行う。 

 

参加機関 地区内金融機関、常滑商工会議所 

開催数 年２回 

目的・内容 

＜従来の取り組み＞ 

・各金融機関の融資状況、融資メニュー等の情報収集。 

＜改善・今後の取り組み＞ 

・2カ月に 1回、定期的に連携会議を開催する。 

・各金融機関の支援ノウハウの情報収集。 

・各金融機関が関係しているプロジェクトの情報収集。 

・各金融機関が把握している経済動向調査結果を収集・

把握して、小規模事業者の販路開拓に向けた事業計画

策定の立案に活用する。 

・各金融機関の企業への融資事案や支援事例等を参考に

して、小規模事業者の事業計画策定の立案に活用する。 

・中小企業相談所ミーティングにて、各金融機関の支援

事例やノウハウについて、従来の経営指導員の支援事
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例と比較検証や、情報の共有化を図ることで、指導や

支援の改善を図る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

当所の職員体制は、事務局長１名、総務課５名、中小企業相談所７名で、中小企業相

談所は、経営指導員３名、補助員２名、記帳指導職員１名、一般職員１名の体制となっ

ている。この数年で、４名の経営指導員が１名減で３名となり、一般職員２名が１名と

半減している。減員となっている上に、ベテランの経営指導員が定年退職や異動により、

現在の経営指導員の経験年数が全員３年未満という状況である。更に今後、職員の定年

退職を想定すると、小規模事業者への充実した支援体制の維持が困難であることが予想

され、経営指導員は当然ではあるが、補助員、一般職員を含めた資質向上が求められる。 

このような状況を踏まえて、経営発達支援事業を実施するには、経営指導員等の資質

向上等とノウハウや実績の共有化が必要となるため、会頭までの報告・連絡・相談を要

とする組織的活動を徹底することとし、以下のとおり資質向上策を実施する。 

 

（１）愛知県商工会議所連合会などが主催する各種研修会への参加 

経営指導員向けの一般・応用研修を毎年受講により、専門化・資質向上に必要な知識

習得することで、小規模事業者の様々な疑問・問題点等に対応する。 

受講後、他の職員に対して研修内容を報告する。受講内容で習得した知識を経営や創

業の支援などの場において、提案や指導が行えるよう、全職員を上げてスキルアップを

図る。 

 

（２）中小企業大学校の主催する研修に参加 

経営指導員が年間１名以上参加することで資質の向上を図る。特に、経験年数の少な

い経営指導員は、中小企業大学校において基礎的知識を学び、指導内容やアドバイスの

仕方、情報の収集の仕方などを学び、経営指導員としての能力の向上を図る。 

 

（３）知多経営指導員会（知多地域の商工会・商工会議所）年６回の参加 

近隣商工会・商工会議所との情報交換により、近々地域の景気動向の把握。また、施

策紹介により、最新の税制、金融、労務に関する知識の向上を図る。 

 

（４）積極的な研修会・セミナーへの参加 

中小企業相談所の全職員がそれぞれの得意分野を伸ばすことを目的とし、自ら希望す

る研修に参加することにより各自のスキルアップを図る。また、モチベ-ション向上と、

専門分野に特化した支援する能力などの育成を図る。 

 

（５）情報の共有と支援情報の保管 

今後、支援情報等を組織として共有して蓄積していく。日々の経営指導員による指導

内容の記録としてカルテを作成するとともに、「当所のデータ管理システム」を使って

共有化をすることにより、小規模事業者の概要や指導履歴が、経営指導員全員が閲覧で

きるようにしている。 
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併せて、個々の職員が保有する支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果

や策定済の事業計画等を電子媒体により保管して、支援手法や支援の事例等を組織の財

産として残していく。 

 

（６）中小企業相談所職員ミーティング 

経営指導員、補助員、一般職員の全員参加によるミーティングを月１回開催する。各

自が取り組む事業の報告以外に、実際に取り組んでいる課題や問題等について発表をす

ることで、情報共有を図る。また、問題について議論することで、参加者から問題解決

に関するアイデアを出し合うことが可能となり、より有意義な解決方法を導き出すこと

ができる。 

さらに、その過程を共有することで、中小企業相談所の職員全員が様々な問題を解決

するための手段を学ぶことができる。ミーティングの内容は、電子媒体により保管して、

実施した事業や課題解決の方法等を残し、相談所職員が人事異動しても、相談所の過去

の取り組みが共有できるようにする。 

 

（７）小規模事業者に対するアンケート調査の実施 

管内の小規模事業者に対し、商工会議所の利用状況、サービス、接客、信頼性などの

アンケートを実施し、商工会議所の事業、サービスの見直し、職員の資質向上の参考と

する。また、その内容は改善結果等と合わせてデータ化し、職員間で共有できるように

して、商工会議所の経営指導員の資質の向上を図る。 

 

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）各種セミナー・個別相談会等参加者へのアンケートの実施 

 各種セミナー・個別相談会等への参加に対し、アンケートを実施し、事業評価の参考

材料とするとともに、今後の事業の実施について、改善や見直しを図る。 

 

（２）経営発達支援計画 ワーキング会議（年６回） 

 事務局長・経営指導員等で構成する「経営発達支援計画 ワーキング会議」を設置し、

内部での各事業実施後の進捗状況及を報告、検証、見直しを行い、内部での改善事

項等を抽出する。 

 

（３）経営発達支援計画 評価委員会（年２回） 

外部の有識者（常滑市商工観光課長、中小企業診断士、税理士、専門家）で構成す

る「経営発達支援計画 評価委員会」を設置し、各事業の進捗状況を報告し、成果

の評価、見直し案の意見を聞く。 

 

（４）正副会頭会議へ報告（年２回） 

事業の進捗状況、評価委員会による成果の評価及び見直し案の提案について、正副
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会頭会議に報告し承認を受ける。 

 

（５）ホームページで公表（随時） 

事業の成果、評価、見直しの結果を常滑商工会議所のホームページにて公表する。 

 

（６）常滑商工会議所だよりで公表（随時） 

 事業の成果、評価、見直しの結果を常滑商工会議所だよりにて公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

１．組織体制                       (平成 29年 10月現在) 

常滑商工会議所 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

 

総務課（６人） 中小企業相談所（７人） 

（面的支援） 
・長期ビジョン運営協議会 
・各委員会・各部会 
（地域活性化事業） 

・会報の発行 
・各団体管理運営 

（個社支援） 
・地域経済動向調査 
・経営状況分析 
・事業計画策定支援・実施支援 
・需要動向調査 
・新たな需要開拓支援 

２．連絡先 

(名     称) 常滑商工会議所  中小企業相談所 

(住     所) 〒479-8668  愛知県常滑市新開町５丁目５８番地 

(電 話 番 号) 0569-34-3200(ﾌ ｧ ｸ ｽ 番 号) 0569-34-3201 

顧問・参与 

監 事 

委員会 
・産業育成委員会 
・観光振興委員会 
・人づくり委員会 
・基盤強化委員会 
・会員拡大特別委員会 
・ＭＩＣＥ特別委員会 

青年部 

長期ビジョン運営協議会 

正副会頭会議 

部会 
・陶磁器業部会 
・工業部会 
・商業部会 
・サービス業部会 
・観光業部会 

副会頭 

常議員会 

議員総会 

会頭 

専務理事 

 
 
 
 
 

市内事業所 

会員事業所 
 
特定商工業者 

中
小
企
業
相
談
所 

総

務

課 

事務局長 

会
員
サ
ー
ビ
ス
課 

中
小
企
業
支
援
課 

経
営
発
達
支
援
事
業
実
施
体
制 
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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 

  

＜必要な資金の額＞                      （単位 千円） 

 
H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

必要な資金の額 1,000 1,000 1,200 1,200 1,300 

 

調査費 

経営分析費 

セミナー開催費 

個別相談事業費 

展示会出展費 

100 

100 

300 

300 

200 

100 

100 

300 

300 

200 

100 

100 

400 

400 

200 

100 

100 

400 

400 

200 

100 

100 

400 

400 

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。 

 

＜資金調達の方法＞ 

調達方法 

１．愛知県小規模事業経営支援事業費補助金（事業費・管理費） 

２．常滑市中小企業相談所補助金  

３．常滑商工会議所自己資金からの繰入金 

４．事業者負担金（講習会・展示会等参加者負担金・記帳指導費・ホームページ作成費等）  

（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 

当所は関係する機関と連携または協力して以下の事業を行う。 

 

１．地域の経済動向調査を行う場合は、愛知県、常滑市等と連携する。 

 

２．経営状況の分析の支援を行う場合は、常滑市、市内金融機関、ミラサポ、あいち産

業振興機構、中小企業基盤整備機構などと協力、連携しながら事業計画策定や経営支

援を行う。 

 

３．創業支援事業を行う場合は、常滑市、市内金融機関や愛知県信用保証協会、日本政

策金融公庫熱田支店等と協力連携し創業予定者の発掘を図る。 

 

４．事業承継事業を行う場合は、常滑市、事業承継支援センターの支援機関等と協力連

携し後継者の事業承継を支援する。 

 

５．小規模事業者への販路開拓支援を行う場合は、商談会や企業マッチング事業に参加

するなど、あいち産業振興機構、中小企業基盤整備機構中部本部等の支援機関と連携し、

小規模事業者の新たな販路開拓を図る。 

 

６．地域の活性化支援を行う場合は、常滑市、常滑市観光協会、常滑市商店街連合会、

とこなめ焼協同組合、常滑陶磁器卸商業協同組合、ＣＨＩＴＡ ＣＡＴプロジェクト等

と連携して支援する。 
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連携者及びその役割 

 

１．行政機関 

機関名･代表者名･所在地･連絡先 連携事業・事項 

①愛知県 

 愛知県知事 大村秀章 

 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2  

電話 052-961-2111  

愛知県の小規模事業者の振興施

策の基本的事項をはじめとして、

小規模事業者の成長に向けた意

欲的な取組や持続的な発展に向

けた取組を行うための施策や補

助金等活用することで小規模事

業者の課題解決に役立つ支援が

できる。 

②常滑市 

 市長 片岡 憲彦 

 〒479-8610愛知県常滑市新開町4-1 

 電話 0569-35-5111 

創業支援事業など、小規模事業者

や創業者等を支援する事業の開

催や、補助金などの活用をするこ

とで課題解決、創業に役立つ支援

ができる。 

 

２．公的支援機関 

機関名･代表者名･所在地･連絡先 連携事業・事項 

①公益財団法人 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4-4-38 

電話052-715-3061 

    

「あいち県よろず支援拠点」の税

務・金融の専門家による総合的な

支援や、取引のあっせん、商談会

の開催などの販路開拓支援や下

請取引に関する助言・指導を受け

るなどの小規模事業者の課題解

決に役立つ支援ができる。 

②独立行政法人 中小企業基盤整備機構中部本部 

 中部本部長 花沢文雄 

〒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（代表） 

地域資源の活用、農商工連携を目

的とした専門家派遣や、人材育成

のための研修など、小規模事業者

の多様な経営課題の解決に役立

つ支援ができる。 

③ミラサポ事務局（株式会社 パソナ） 

 代表取締役会長ＣＥＯ 南部靖之 

中部事務局  

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目ビル

10階 

電話 03-6631-9583 

小規模事業者が抱える課題に対

して、中小企業診断士等の専門家

が、目的や課題に応じた補助金・

助成金や金融・税制等、幅広い分

野の情報提供により、販路開拓支

援を行うなどの、小規模事業者の

課題解決に役立つ支援ができる。 
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④事業承継ネットワーク事務局 

理事長  森 鋭一 

 （事務局：公益財団法人あいち産業振興機構）  

 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38 

電話 052-715-3061 

    

小規模事業者の経営資源の承継、

事業展開や事業強化、譲渡・譲受

等について適切な助言や情報提

供、マッチング支援などが行われ

るためネットワークとの連携は

必要であり、積極的に連携するこ

とで、事業承継に関する支援がで

きる。 

 

３．地域金融機関等 

機関名･代表者名･所在地･連絡先 連携事業・事項 

①日本政策金融公庫熱田支店 

支店長 近藤 道哉 

〒456-0025愛知県名古屋市熱田区玉の井町

7-30 

電話 052-681-2271 

小規模事業者の目的にあった事

業資金の活用、経営改善に向けた

事業計画書や、創業者による創業

計画書のブラッシュアップを含

めた指導とフォローアップ、事業

承継にかかるマッチング支援等

の情報提供など、各金融機関との

連携は重要であり、連携を密にす

ることで小規模事業者の支援が

できる。 

 

②愛知県信用保証協会  

理事長 小川悦雄 

〒453-8558愛知県名古屋市中村区椿町7-9 

電話 052-454-0520 

③(株)三菱東京ＵＦＪ常滑支店 

 支店長 松江崇晃 

〒479-0836愛知県常滑市栄町1-1 

電話 0569-35-2810 

④(株)中京銀行常滑支店 

 支店長 上田登志貴 

〒479-0836愛知県常滑市栄町1-54-2 

電話0569-35-2101 

⑤知多信用金庫常滑中央支店 

 支店長 狩野 淳 

〒479-0836愛知県常滑市栄町1-96 

電話0569-34-5555 

⑥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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４．市内業界団体等 

機関名･代表者名･所在地･連絡先 連携事業・事項 

①とこなめ焼協同組合 

理事長 渡辺敬一郎 

〒479-0836愛知県常滑市栄町3-8 

電話 0569-35-4309 

地域経済における賑わいの創出

目的としたイベントや催事の開

催での連携。 

後継者の育成、地域の雇用の促進

を目的とした連携。 

りんくうエリア及び中部国際空

港セントレアや市内業界団体と

の協力、連携。 

これらの連携により、小規模事業

者の支援ができる。 

②常滑陶磁器卸商業協同組合 

理事長 伊奈義隆 

〒479-0836愛知県常滑市栄町3-8 

電話 0569-35-2455 

③とこなめ焼卸団地協同組合 

 理事長 渡邉敏廣 

〒479-0003 愛知県常滑市金山字上砂原99 

電話 0569-43-7111   

④常滑鉄工会 

会長 牧野克則 

〒479-8668愛知県常滑市新開町5-58 

電話 0569-34-3200 

⑤常滑市観光協会 

会長 森田仁志 

〒479-0836愛知県常滑市鯉江本町5-168－2 

電話 0569-34-8888 

⑥常滑市商店街連合会 

 会長 福田哲久 

 〒479-0806 愛知県常滑市大谷字道向115-8 

電話 0569-37-0222 

⑦ＣＨＩＴＡ ＣＡＴ プロジェクト 

・イオンモール株式会社 イオンモール常滑 

ゼネラルマネージャー 岡田拓也 

〒479-0882愛知県常滑市りんくう町2-20-3 

電話  043-212-6733 

・中部国際空港株式会社 

〒479-8701愛知県常滑市セントレア1-1 

代表取締役社長 友添雅直 

電話  0569-38-7775 

⑧半田法人会常滑支部 

  支部長 渡邉 茂央 

 〒479-8668 愛知県常滑市新開町 5-58 

 電話  0569-34-3200 

相続税に関する専門的なセミナ

ー開催で連携を図り、事業承継の

事業計画策定の支援を行う。 

 
 

連携体制図等 
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＜全体像＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

 

愛知県 
相談、情報提供、各種事

業等への支援 

ミラサポ事務局 
相談、情報提供、専門家

派遣、各種事業等への支

援 

あいち産業振興機構 

相談、情報提供、専門家

派遣、各種事業等への支

援 

地域金融機関等 
・日本政策金融公庫熱田支店 

・愛知県信用保証協会 

・三菱東京 UFJ 銀行常滑支店 

・中京銀行常滑支店 

・知多信用金庫常滑中央支店 

・あいち知多農業協同組合 

相談、情報提供 

市内業界団体等 
・とこなめ焼協同組合 

・常滑陶磁器卸商業協同組合 

・とこなめ焼卸団地協同組合 

・常滑鉄工会 

・常滑市観光協会 

・常滑市商店街連合会 

・CHITA CAT プロジェクト 

・半田法人会常滑支部 

相談、情報提供、各種事

業等への支援 

事業承継ネットワーク 

相談、情報提供、専門家派

遣、各種事業等への支援 

地域の大学 

相談、情報提供、各

種事業等への支援 

連
絡
相
談 

伴
走
型
支
援 

常滑商工会議所 
小規模事業者の課題を解決して

持続的な成長ができるよう支援 

支援内容 

（個社支援） 

１．地域経済の動向調査 

２．経済状況の分析 

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 

（面的支援） 

１．長期ビジョンを基に地域の活性化

を推進する。 

２．行政・支援機関・団体・大学等と

の連携強化 

連携 

常滑市 

相談、情報提供、各種事

業等への支援 

経営発達支援計

画評価委員会 

外部有識者による事

業評価及び見直し検

討 

中小企業基盤整備機

構中部本部 

相談、情報提供、専門家

派遣、各種事業等への支

援 
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