
経営発達支援計画の概要 

実施者名 東海商工会議所 （法人番号 1180005012583） 

実施期間 平成３０ 年４ 月１ 日～平成３５ 年３ 月３１ 日 

目標 

「鉄とラン（蘭）の街」と言われる東海市は鉄鋼業を中心とした産業構造である。鉄鋼業の発展と

ともに地域経済も発展しその恩恵で商売をしていた市内事業者は、積極的に営業をしなくても商売が

できた時代の経営感覚が抜け切れていない。こうした市内事業者の状況を踏まえ、以下の点を経営発

達支援事業の目標とする。 

・中長期経営計画策定及びフォローアップによる持続的発展の実現 

・身近な支援者としての小規模事業者支援体制の整備 

・小規模事業者支援に係る情報の収集・発信 

・創業者の掘り起こし及び創業事業者支援の強化 

・事業承継の円滑化 

・雇用問題への対応 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容【指針③】 

１．地域の経済動向調査に関すること 

（１）小規模事業者を対象とした地域経済動向調査 

（２）金融機関等との連携協力による情報収集 

（３）小規模企業白書等の分析による地域経済動向調査 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）経営計画策定セミナー参加者への経営分析の実施 

（２） 記帳継続対象者に対する経営分析 

（３）巡回・窓口支援時の経営分析 

（４）金融相談における経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）経営計画策定セミナーによる経営計画策定支援 

（２）重点支援先の選定と経営計画策定指導の徹底 

（３）創業者、第２創業支援・事業承継に伴う経営計画策定指導 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）経営計画書を作成した小規模事業者へのフォローアップ 

（２）創業・第２創業した小規模事業者へのフォローアップ 

（３）事業承継した小規模事業者へのフォローアップ 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）個別需要動向調査情報の収集 （直接的調査） 

（２）個別需要動向調査情報の収集（間接的調査） 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１） 展示会・イベント等への出展による販路開拓支援 

（２） マスコミ等（プレスリリース）の活用支援 

（３）ＩＴを活用した販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

（１）一店逸品運動 

（２）東海市特産品推奨品選定事業 

連絡先 

東海商工会議所 

愛知県東海市中央町四丁目２番地 

電話０５６２－３３－２８１１ 

http://www.tokai-cci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．地域の概況 

東海市は、名古屋市の南部に隣接した知多半島の付け根部分に位置している。新東

名高速道路と新名神高速道路を結ぶ伊勢湾岸自動車道のインターチェンジがあり、更

に近隣には、名古屋港、中部国際空港もあることから、本市は陸海空の交通の要衝と

して極めてポテンシャルが高い。また、中部国際空港に乗り入れている名古屋鉄道（名

鉄）常滑線と、知多半島を縦断する名鉄河和線の分岐駅である太田川駅からは、名古

屋駅や中部国際空港駅まで約 20 分という距離にあり、市民の足としての利便性も非常

に高い地域である。 

また、当市産業は「鉄とラン（蘭）の街」と言われるように鉄鋼業の盛んな街で“鉄

鋼３社”と言われる新日鐵住金(株)名古屋製鐵所、愛知製鋼(株)本社及び大同特殊鋼

(株)知多工場の３社があり、大手鉄鋼会社及びその関連企業で素材産業を形成してい

る。また、蘭の栽培は全国の約４分の１を占め、全国一の花王国愛知の中でも、東海

市・豊橋市・南知多町などで全国一の産地となっている。 

東海市では毎年、1 月下旬には市民体育館で市内の洋ラン栽培農家などが中心と

なって市の花の祭典・東海フラワーショウが開かれている。会場となる市民体育館に

は艶やかな洋ランが溢れるほどで、市内外から多くの方が訪れている。 
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２．地域の現状と課題 

（１）人口 

当市人口は、平成 29年４月１日時点で、114,170 人と微増傾向にある。これは、

大手鉄鋼業の従業員やその家族の流入、平成 28年開設された日本福祉大学の学生、

太田川駅前再開発など中心市街地を核とした都市整備の基盤が成功し、交流人口が

拡大した成果である。 

また、近年の課題としては、深刻な人手不足が挙げられる。平成 29年９月現在の

愛知県有効求人倍率は 1.85倍、正社員有効求人倍率は 1.39倍と 27ヶ月連続で１倍

を上回った（愛知労働局ＨＰより）。東海市の状況も同じように平成 27 年度の有効

求人倍率が 1.23倍（前年比 0.11増）、平成 28年度の有効求人倍率が 1.26倍（前年

比 0.03増）と年々求人が増えており（ハローワーク半田より）人手不足にある。そ

の人手不足は、企業の円滑な事業活動を阻害し、売上げの見逃しなど売上機会の損

失を引き起こしている。 

そのため、行政と一体となった雇用問題の改善対策が必要である。 

 

年 
人 口 

増減数 
総数 男 女 

平成 25年 111,256 58,175 53,081 871 

平成 26年 112,146 58,607 53,539 890 

平成 27年 112,681 58,904 53,777 535 

平成 28年 113,727 59,548 54,179 1,046 

平成 29年 114,170 59,711 54,459 443 

 

（２）産業の構造 

東海市の平成 26 年度の事業所の産業統計は、卸売業・小売業 20.9％、宿泊・飲

食・サービス業 13.6％、建設業 11％、製造業 10.1％、生活関連サービス業 8.8％、

その他（鉄くず等廃棄物処理業、自動車整備業、製鉄所内等での機械等修理業）

35.6％、従業員構成でみると卸売業・小売業 13.6％、宿泊・飲食・サービス業 7.9％、

建設業 10.8％、製造業 28.5％、生活関連サービス業 2.6％、その他 36.6％（鉄くず

等廃棄物処理業、自動車整備業、製鉄所内等での機械等修理業）と「製造業」と鉄

鋼業関連企業が集まる「その他」を合わせると産業が 45.7％・従業員が 65.1％と、

多数の鉄鋼関連企業で形成された産業構造である。 

（単位：人） 

産 業 
平成 24年 平成 26年 

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 

農林漁業 15 121 17 136 
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鉱業 1 2 1 2 

建設業 437 5,932 449 6,358 

製造業 408 17,475 410 16,718 

電気・ガス・熱供給・水道業 7 110 10 194 

情報通信業 28 408 24 464 

運輸業 179 6,623 192 5,701 

卸売・小売業 850 7,920 854 7,959 

金融・保険業 55 828 64 855 

不動産業 298 978 300 1,157 

学術研究、専門・技術サービス業 80 459 95 750 

宿泊業、飲食サービス業 539 4,326 555 4,629 

生活関連サービス業、娯楽業 339 1,606 357 1,535 

医療・福祉 221 2,957 291 4,406 

教育・学習支援業 119 882 162 2,204 

複合サービス事業 19 186 19 345 

サービス業（他に分類されないもの） 275 3,965 262 4,285 

公務(他に分類されないもの) 0 0 16 988 

総数 3,870 54,718 4,078 58,686 

（出典：Ｈ26経済センサス一括調査より） 

 

（３）工業 

（２）の産業構造からもわかるように大半が鉄鋼関連企業であり、その鉄鋼が大

半を占める製造品出荷額等は県内でも有数の地位を占める一方で、地場のものづく

り産業は、鉄鋼業以外の産業が育ちにくい環境にある。 

 

工業の推移 

 
事業所数 

（愛知県） 

事業所数 

（東海市） 
従業者数 

製造品出荷額等 

（単位：百万円） 

（全国順位） 

製造品出荷額等 

（単位：百万円） 

（県内順位） 

平成 24年 17,840 219 15,826 
30,920,039 

（１位） 

1,454,412 

（７位） 

平成 25年 17,187 223 16,071 
32,089,360 

（１位） 

1,445,090 

（７位） 

平成 26年 16,795 220 15,980 
33,842,610 

（１位） 

1,474,040 

（６位） 

（出典：工業統計調査より） 
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（４）商業 

市内商業では、当市が名古屋市に隣接していることから、市民は日用品など生活

必需品に関しては当市で購入するが、高級品や贈答品は名古屋市内で購入する傾向

が強い。また、人口増による大型店舗や全国系列店の出店に押され、商店街のよう

な一団の店舗の集積が消えてしまっている。近年では、太田川駅周辺の再開発によ

り平成 27年３月にオープンした大型商業施設ラスパ太田川店や、日本福祉大学東海

キャンパス開校を経て、太田川駅周辺は飲食店の開業数が目覚ましく増加した。一

方、小売業は依然、少子高齢化などを背景に売り上げが伸びず、また後継者不足問

題にも悩まされ厳しい状況が続いている。 

景気は、平成３年のバブル崩壊、ＩＴバブルの崩壊などを経て大幅に後退。その

後、アメリカ景気の回復を受けて平成 14 年から徐々に回復していったが、平成 20

年にリーマンショックによる景気後退があり、それらの影響で市内経済も後退して

いった。 

 

３．東海市の小規模事業者の現状と課題 

当市は鉄鋼業を中心とした街である。“鉄鋼３社”と言われる新日鐵住金(株)名古屋

製鐵所、愛知製鋼(株)本社及び大同特殊鋼(株)知多工場の３社がある一方で、地場の

ものづくり産業は、中小企業や小規模事業者が多く、大半が鉄鋼３社の関連企業であ

り、鉄鋼３社の工場内でいかに効率よく作業をし、仕事を獲得するかに重点が置かれ、

経営計画書策定とはあまり縁がないのが実情である。卸売・小売業の小規模事業者は、

大型店舗に押され売り上げを落とす一方、大型店舗は人口増や交通アクセスの良さな

どプラス要件が多い当市への出店機会を窺っている。 

 

平成 24年の本市の卸売業・小売業は商店数 850、従業者数 7,920人、年間商品販売

額 265,209百万円で、平成３年から平成 24年までの約 20年間で商店数は 29.9％、商

品販売額は 16.7％減少している。一方で従業者数は 17.3％もの伸びを示している。ま

た、商店も景気の波を受け徐々に減少。特に小売業は平成３年から 374件減少した。 

 

商店数の推移                         （単位：人） 

年 総数 卸売業 小売業 

平成３年 1,214 222    992 

平成９年 1,149 198    951 

平成 14年 1,002 199    803 

平成 19年    886 183    703 

平成 24年 850 232 618 
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（出典：商業統計調査） 

 

商業の従業者数の推移                    （単位：人） 

 総数 卸売業 小売業 

平成３年  6,749  1,647  5,102 

平成９年  7,371  1,704  5,667 

平成 14年  7,434  1,890  5,544 

平成 19年  7,619  1,752  5,867 

平成 24年 7,920 1,992 5,928 

（出典：商業統計調査） 

 

商業の年間商品販売額                   （単位：百万円） 

 総数 卸売業 小売業 

平成３年  318,674 206,799 111,875 

平成９年  257,000 145,001 111,998 

平成 14年  260,638 167,918   92,720 

平成 19年  299,133 189,723 109,409 

平成 24年 265,209 176,812 88,398 

（出典：商業統計調査） 

 

中でも小売業は、従業者数が 13.9％と増えているものの、商店数にいたっては

37.7％と大きく減少している。このことは、市内外の大規模店の進出にともなう競争

の激化や、後継者の不在等によって小規模店舗が閉店や廃業を余儀なくされた厳しい

現実を物語っている。 

次に小売業の売場面積推移であるが、この約 20年間で本市全体の売場面積は 12.7％

増加している。1店舗当たりの売場面積でみると 45.6％、販売額にいたっては 20.9％

増となっており、約 20年の間に店舗の大きさも売上規模も増加したというデータであ

る。 

 

売場面積等の推移                 （単位：㎡、百万円） 

 市内 

売場面積 

（㎡） 

１店舗当たり

売場面積 

（㎡） 

１店舗当たり

販売額 

（百万円） 

売場１㎡ 

当たり販売額 

（百万円） 

平成３年 84,679 85.4 113 1.3 

平成９年 89,377 94.0 118 1.3 

平成 14年 97,446 121.4 115 1.0 
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平成 19年 102,047 145.2 158 1.1 

平成 24年 97,045 157.0 143 0.9 

                      （出典：商業統計調査） 

 

しかしながら、売場 1平方メートル当たりの販売額は 30％減少しており、売場面積

の増加率以上には拡大しない低調な購買力と、新規の出店店舗が既存店（特に小規模

店舗）のマーケット・シェアを奪い合い、この繰り返しで成り立っている厳しい現実

が読み取れる。 

卸売業はもともと大きな集積はないものの、製造業の伸びを反映して資機材、工業

関連製品を扱う業態の伸びは大きいが、消費財関連の業態は必ずしも大きくはない。 

 

工業統計調査からみた本市の工業は、事業所数 220、従業者数 15,980人、製造品出

荷額等 1,474,040百万円である（平成 26年、但し従業者 4人以上の事業所）。 

次に、業種別の特徴をみると、事業所数は鉄鋼の 20.9％がもっとも多く、以下、金

属（16.8％）、他重化学工業（12.3％）、生産用機械（11.4％）と続く。これを製造品

出荷額等でみると、鉄鋼のシェアは 78.2％と圧倒的で、以下、化学工業（11.5％）、

プラスチック（2.4％）、食料品（2.1％）である。 

このように本市の工業は事業所数の構成でみると多様な業種構成となっているが、

製造品出荷額等において鉄鋼に偏重している。 

 

平成 26年度業種別事業所数構成比 

総数 220事業所 

重化学工業 68.6％ 軽工業 31.4％ 

鉄鋼業 

20.9％ 

金属製品 

16.8％ 

生産用 

機械 

11.4％ 

輸 送

機械 

7.3％ 

他 重 化 学

工業 

12.3％ 

プ ラ

ス

チ ッ

ク 

7.3％ 

食 料

品 

6.4％ 

窯 業

土石 

5.9％ 

繊 維

工業 

2.7％ 

他 軽

工業 

9.1％ 

（出典：工業統計調査） 

平成 26年度業種別従業者数構成比 

総数 15,980人 

重化学工業 82.7％ 軽工業 31.4％ 

鉄鋼業 

65.1％ 

金 属

製品 

4.7

％ 

化 学

工業 

4.6

％ 

輸 送

機械 

3.8

％ 

他 重

化 学

工業 

4.6％ 

食 料

品 

6.4

％ 

プ ラ

ス

チ ッ

ク 

7.3％ 

窯業

土石 

5.9

％ 

他 軽

工業 

9.1％ 

（出典：工業統計調査） 
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平成 26年度業種別製造品出荷額等構成比 

総数 1,474,040百万円 

重化学工業 93.5％ 軽工業 6.5％ 

鉄鋼業 

78.2％ 

化 学

工業 

11.5

％ 

 

輸

送

機

械 

1.4

％ 

金

属

製

品 

1.3

％ 

他

重

化

学

工

業 

1.2

％ 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

2.4

％ 

食

料

品 

2.

1

％ 

窯

業

土

石 

1.

3

％ 

他

軽

工

業 

0.

7

％ 

（出典：工業統計調査） 

 

小規模事業者数 

 
本所管内 

小規模事業者数 
増減 愛知県総数 

県内小規模 

事業者数 

平成 24 年 3,755 － 221,411 － 

平成 26 年 3,608 △147 216,533 183,800 

（資料：愛知県中小企業金融課、経済センサス活動調査） 

 

４．東海商工会議所の現状の経営支援から見える課題 

当所は平成 10年４月１日に設立され、平成 30年で創立 20周年を迎えるが、この間、

当所の小規模事業者支援は巡回窓口支援を中心に源泉税、確定申告や消費税申告など

の税務申告支援、小規模事業者経営改善資金（マル経融資）など運転資金や設備資金

などの融資斡旋、事業主や従業員の労災保険加入や雇用保険加入などの労働保険加入

支援、事業者へ会報誌やホームページ等で有益な情報提供支援などを実施してきた。

その事業評価を小規模企業振興委員にお願いしている。この委員は、市内を７地区に

分け各地区２から４名の委員を選出し、当所へその地区の情報提供や当所からの情報

を地区の小規模事業者へ提供等を依頼している制度である。 

 

【当所「小規模事業者振興委員制度」による事業評価結果】 

巡回窓口支援は概ね当所事業に必要性と満足を得ている結果である。この支援に対

しては、必要性は感じているがこの支援を知らなかった事業所もあり、計画的な巡回

支援の必要がある。また、やや不満・不満、やや不必要・不必要の項目では雇用確保

に関する事業、広報（所報やＨＰなど）に対する事業、特産品ＰＲに関する事業があっ

た。これらは人材不足や当所から小規模事業者への周知力、特産品の発掘・開発など

当所事業への期待の現れと捉えている。 
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これらを踏まえ「鉄と蘭」以外の新たな産業の育成や特産品の創出を行い、多様な

産業を育て、企業の強みや付加価値を高めるための支援、少子高齢化に伴う人手不足

による従業員確保と育成支援を打ち出せるような取り組みを進めていく必要がある。 

このような背景から以下が当所の課題と考える。 

 

（１）巡回窓口支援の充実 

当所は、税務申告支援など従来の巡回窓口支援を中心としており、継続的な巡回

窓口支援が不充分であった。近年、「経営革新計画認定支援」や「小規模事業者持続

化補助金支援」などの中期的経営計画策定による継続支援の実績も出てきているも

のの、近年の厳しい経済環境下で経営を持続的に発展させるためには、単発的な経

営支援から中長期的な経営計画に基づいた継続的な伴走型支援への転換や、継続支

援に対する支援体制作りが課題である。 

 

（２）経営支援課題の把握 

小規模事業者の経営分析を行い、継続発展に向けた事業計画作成支援を行うため

には、小規模事業者個々の経営支援課題の把握が必要である。今までの「相手の話

を聞き」「その内容の中で」支援を実施するのではなく、「相手の話を聞き」「内容を

把握・分析」し積極的に経営支援を実施していくことが重要である。また、小規模

事業者の経営課題を事前に把握しておくことが大切である。現在は、小規模事業者

個々の多様性ある経営課題の把握が課題である。 

 

（３）小規模事業者の必要とする経営情報の収集と情報発信 

今までの当所は、地域の景況や需要動向などの情報の収集・分析、それを使った

販売促進や新商品開発など、情報の収集・分析など情報を使う力や、情報の発信力

が非常に弱い。いかに情報収集を行い、有益な情報発信を行うかが課題である。 

 

（４）創業者の掘り起こしと事業承継を行う小規模事業者への継続支援 

創業者の掘り起こしについては、平成 28年度より東海市やあいち産業振興機構の

よろず支援拠点と協力し個別相談を実施している。相談自体は好評であるが、相談

後の開業率や支援状況など創業者に対して継続支援ができていない。当所の地域景

況や需要動向などの情報収集・分析などが不充分なため、創業支援に対する創業者

のニーズ把握ができていない。また、継続支援も積極的に実施しておらず、支援体

制作りが課題である。 

事業承継については十分な情報収集を行っておらず、支援は相談が来てからの対

応となっているのが現状である。 
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（５）金融機関や教育機関との連携による事業者支援 

現在、当所と市内金融機関との連携協定による事業所や市内大学・高校等の教育

機関との連携は不充分である。例えば、金融機関との事業者情報の共有や融資の連

携、両者の事業周知などはほぼ行われていない。また、教育機関と実施している「東

海市合同企業説明会」も学生への周知が不充分な状況である。両者の事業を連携に

より周知させ、より良い事業を実施し、事業者を支援していく体制作りが課題であ

る。 

 

５．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

当市は鉄鋼業を中心とした街で、多くの製造、建設業の小規模事業者は鉄鋼３社に

依存して形成している。また、卸売・小売・サービス業の小規模事業者は、大型店舗

に押され売り上げを落とし、大型店舗は人口増や交通アクセスの良さなどプラス要件

が多い当市への出店機会を窺っているのが現状である。 

上記の現状や課題を踏まえ当所の 10年間の中長期的な振興として、小規模事業者の

経営改善や経営革新を後押しし、当市の特産品を利用した新商品開発や販路開拓の支

援を行い、人手不足への対策や、経済活力を維持・向上させるために新たな産業分野

を含めた裾野の広い産業構造の形成を支援していく。 

 

『当初５か年の振興目標』 

小規模事業者の当初５か年の振興は、小規模事業者に対する「個社支援」と小規模

事業者の事業活動の場である地域全体に対する「面的支援」の両面で取り組む。 

 

＊「個社支援」については、 

自社の強みを活かし、経営計画に基づいた創業者支援及び既存小規模事業者の経営

再構築により経営力を向上させ、持続的に発展する小規模事業者を増加させることを

目標にする。工業は、下請け体質から脱し、自社の技術力や想像力を活かした提案型

小規模事業者の増加を、商業は、既存商品・サービスの磨き上げや魅力ある新たな商

品・サービスの開発による需要開拓で、賑わいが創出できる小規模事業者を増加させ

ることを目標とする。 

 

＊「面的支援」については、 

「一店逸品運動」「東海市特産品推奨品選定事業」による新商品開発、認定商品の磨

き上げ、販路開拓、リピーター客の創出などの支援と、その商品群やサービスを活か

した交流人口の拡大を図り、ビジネス機会の拡大に繋げた元気ある地域経済の振興を

目標とする。 
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※一店逸品運動 

東海市内の事業者が逸品という、１つの商品や１つのサービスの開発・発掘を通し

て、差別化戦略で消費者に店舗のアピールをし繁盛店を目指す事業。 

 ※東海市特産品推奨品選定事業 

東海市及び知多半島に訪れた観光客等の観光みやげ品に関する需要に応えるととも

に、東海市ならではの魅力ある産品を推奨品として選定することにより、新しい特産

品、お土産品を発掘し、これを育成するとともに、本市観光ならびに産業の振興に寄

与する事業。 

 

『当初５か年の振興の実施方針』 

当所は、行政・金融機関などの支援機関と連携しつつ、当所が身近な相談相手とし

て常に小規模事業者に寄り添う伴走型で支援を行い、以下の実施方針により「経営発

達支援計画」を推進する。 

 

（１）中長期経営計画策定及びフォローアップによる持続的発展の実現 

従来の単発的な経営支援から中長期的な経営計画の策定と計画策定後のフォロー

アップにより、感覚的な経営から脱し、経営計画書に基づいた事業経営を支援し、

売上増減ばかりでなく事業者利益を向上させ、経営基盤の強化、経済活力を維持・

向上させるために新たな産業分野を含めた裾野の広い産業構造の形成など地域経済

の底上げが図れるような小規模事業者の経営体質の改善を進展させる。 

 

（２）身近な支援者としての小規模事業者支援体制の整備 

当所の「身近」で「話しやすい」利点を活用し、小規模事業者とのコミュニケー

ションを強化することで、企業の強みを探し、その強みを使って継続して伴走型支

援をしていく。また、金融機関や他の支援機関（あいち産業振興機構よろず支援拠

点等）と連携し、多様な小規模事業者の課題解決に向けて地域内の小規模事業者支

援体制を速やかに整備する。 

 

（３）小規模事業者支援に係る情報の収集・発信 

小規模事業者の経営改善や経営革新を後押しするため、小規模事業者の既存デー

タに加えて、小規模事業者個々の経営情報の収集とその有効な情報発信方法の確立、

地域資源を活かした新商品・新サービスの開発や販路開拓支援を行うため、需要動

向情報の収集とその有効な情報発信方法の確立支援を行う。 

 

（４）創業者の掘り起こし及び創業事業者支援の強化 

事業主の高齢化（潜在的廃業層の存在）や若手事業主が少ない状況など、小規模
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事業者の減少を補うために創業支援を強化しなければならない。当所から積極的に

創業希望者の掘り起こしを行い、創業後の事業者支援も含めて強化する。 

 

（５）事業承継の円滑化 

事業主の高齢顕著化で潜在的廃業層が多く見られる中で、小規模事業者の減少を

少しでも食い止めるために、小規模事業者の持つ技術継承も含めた円滑な事業承継

支援を強化する。 

 

（６）雇用問題への対応 

当市は鉄鋼の街で、全国的にも知名度のある企業がある一方、小規模事業者にとっ

ては優秀な人材確保が難しい状況である。若者を対象とした就業支援や、早期離職

対策のための企業と学生のマッチングなど小規模事業者の従業員採用を支援すると

ともに、定着率の向上を図るため、地域の中小企業や小規模事業者が地域に在学す

る学生へ向けて雇用情報の発信を支援し、公的機関等との連携を高めることにより、

雇用・人材確保へ結びつけていく基盤作りを支援していく。 

（実施方針） 

東海市及び教育関係団体と共同して協議組織設立 

学生を対象とした東海市内企業の就職フェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 29年８月 22日（火）開催の「東海市合同企業説明会」会場風景 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 30年４月１日～平成 35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】 

経営発達支援事業を実行する上で、地域の経済動向を正確に把握することは非常に

重要である。これまで当所は、小規模事業者や消費者を取り巻く地域情報の調査を行

い、情報収集をし、経営分析を行い、その結果に基づく経営支援を行うなどデータに

基づいた支援が不充分であった。 

今後は、こうした現状を裏付けるデータを把握するため経済動向に係る以下の調査

を実施する。 

 

【目標】 

（１）小規模事業者を対象とした地域経済動向調査 

（２）金融機関等との連携協力による情報収集 

（３）小規模企業白書等の分析による地域経済動向調査 

上記の調査・分析を相互に比較分析し「調査トピックス」を作成する。このトピッ

クスは、金融機関へ情報提供するほか、支援機関相互の地域経済動向情報交換を行い、

小規模事業者支援に役立てる。 

なお、この地域経済動向調査トピックスは、ＨＰや所報などで広く情報提供を行う

とともに、経営指導員等巡回・窓口指導で小規模事業者に情報提供することにより、

小規模事業者等の経営計画の策定に役立る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３ 
 

 

【事業内容】 

（１）小規模事業者を対象とした地域経済動向調査【新規事業】 

当所では、従来の経営改善普及事業を実施する中で、巡回・訪問を実施している

ものの、鉄鋼業に関わる事業所が多く、事業所が自宅で職場は大手工場内にあり、

事業主と顔を合わせる機会に乏しく、「事業所が留守で経営者に会えない」「巡回し

ても経営内容の分かる者がいない」など、効果的な情報収集が難しい状況である。

この現状を踏まえ、新たな取り組みとして小規模事業者の誰もが回答しやすいよう

な独自の地域経済動向に関するアンケート調査票を作成し調査を実施する。アン

ケートは年１回調査を行い、現状の会員等を含む全ての小規模事業者を対象に調査

を行い、調査回収数 100 件を目標に年 1 回定期的に情報を集約し、調査後は小規模

事業者ごとにＴＯＡＳシステム経営カルテに電子データとして保存し、事務所内で

の情報共有に役立てる。 

また、必要に応じて専門家とともに分析し、その分析結果（経済動向）をホーム

ページ等で公表する。 

※ＴＯＡＳシステム経営カルテ 

現状の経営カルテには以下の経営データが保存されている。 

・組織形態 ・従業員数 ・創業年 ・営業内容等・売上高、利益推移・過去の経営、

金融支援内容等 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

１（１） 

経済動向調査 

提供回数 

 

 

年０回 

 

 

年１回 

 

 

年１回 

 

 

年１回 

 

 

年１回 

 

 

年１回 

（調査件数） (０件) (100件) (100件) (100件) (100件） (100件) 

１（２） 

金融機関からの

景気動向調査 

 

 

 

     

金融機関会合 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

日本政策 

金融公庫 
年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

（３）小規模企

業白書等の分析

による地域経済

動向調査 

年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

調査トピックス

の作成 
年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 
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調査目的 
全小規模事業者の経営内容を把握し、市内の経済・景気動向を

業種別に正確に把握することを目的とする。 

調査項目 

業況、売上、経常利益、販売数量、販売単価、資金繰り、雇用

人数、設備投資、仕入価格、在庫、取引先、後継者の有無、困っ

ている事等 

具体的調査手順 

独自の調査票を作成し、市内小規模事業者宛てに郵送し、アン

ケート調査を実施（回収目標 100件）。 

返信は郵送・ＦＡＸにて行うが、同時に経営指導員を中心に、

職員全員で巡回にて調査票回収も行う。 

調査結果は年１回・12 月までに分析・加工し、年度末までに

情報の集約し、所報やＨＰ上で公開する。 

 

（２）金融機関等との連携協力による情報収集 

 平成 28 年度に結んだ市内 10 金融機関との連携協定を使い、小規模事業者へ有益

な地域経済の活性化に繋がる地域経済動向の情報を収集する。金融機関が定期的に

実施している会合に参加し意見交換を行い、市内の景気・経済動向の情報を共有し、

地域経済動向を収集する。また、日本政策金融公庫熱田支店とは年１回マル経協議

会の際に情報交換を行うことにより、愛知県下の景気・経済動向を収集する。金融

機関との情報交換等で得た地域経済・金融動向などは、巡回窓口支援時に小規模事

業者等に提供し、経営計画策定等に役立てる。 

 

調査目的 

県内の融資を希望している小規模事業者等の資金使途や事業

取り組み事例、現況、景気・経済動向、融資実績等の内容を把

握することを目的とする。 

調査項目 
市内の経済動向、景況感、融資件数、資金使途、地価、空き店

舗状況、取引先経営の取り組み状況等 

具体的調査手順 

定期的に行っている会合にて意見交換を実施。 

日本政策金融公庫熱田支店と年１回マル経協議会の際に情報

交換を行う。 

 

（３）小規模企業白書等の分析による地域経済動向調査【新規事業】 

毎年４月に中小企業庁から発表される「小規模企業白書」、知多信用金庫が発行す

る「ちたしん地域経済レポート」の情報を常に意識し、調査・分析に当たっては小

規模事業者の経営等に関する調査と当地域との関連を見据えながら、①小規模事業

者をとりまく経営環境や企業経営について②小規模事業者をそれぞれ産業分野に分
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けた将来展望について③小規模事業者のための行政施策等について④小規模事業者

の取り組み成功事例の情報を収集し、データを効率よく活用する。また、調査は経

営指導員を中心とし職員全員で取り組み、必要に応じて外部専門家を交えて調査分

析し取り纏める。纏めた調査結果や情報は、小規模事業者へ巡回訪問時の提供や、

ホームページ・所報での公開・情報発信を行い、市内小規模事業者が実効性のある

経営情報として活用できるようにする。また、纏めた情報は忙しい小規模事業者に

も伝わるよう簡易版を作成する。 

 

調査目的 

国等の提供する小規模事業者施策や各種地域経済動向を理解

しやすい情報へ要約し、小規模事業者へ提供することを目的

とする。 

調査項目 

＊「小規模企業白書」 

全国の小規模事業者に関する経営動向や直面する課題、商圏

や売上動向、効率的な経営や経営課題への取り組み状況、先

進的な経営に関する取り組み事例、中小企業・小規模事業者

の施策等。 

＊「ちたしん地域経済レポート」 

知多信用金庫が４半期ごとに景気動向について調査。景況、

ＤＩ金融経済に関する動向、経営上の問題等。 

＊「日経ＰＯＳ ＥＹＥＳ」 

日経ＰＯＳデータに基づく加工食品や家庭用品の販売ランキ

ングや推移グラフ 

具体的調査手順 

経営指導員が中心に、行政・金融機関等が提供する地域経済

動向より、地域の小規模事業者に関連する景気動向等や先進

的な取り組み事例、施策などを抽出する。 

 

【活用方法】 

経済動向調査により収集した調査及び情報は、年１回・毎年度内に集約し取り纏

める。取り纏めにあたっては、（１）（２）（３）の地域経済動向調査の結果を基に、

地域経済の全国的な動向等を調査・分析する。纏めた調査結果や情報は、調査トピッ

クスとして小規模事業者への巡回訪問時の提供やＨＰ上での公開・情報発信を行い、

経営情報として小規模事業者が活用できるようにする。また、小規模事業者の経営

計画策定時の外部環境分析や内部環境分析、自社の強みを活かした経営力向上や販

路開拓など、地域内企業の経営判断に活用する。調査トピックスは、収集・分析で

出てきた課題を解決・支援するため国や県など行政が出しているガイドブック※１

を使用し小規模事業者が使いやすい施策なども掲載する 
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更に、調査結果について職員で勉強会を行い、市内小規模事業者の実状・動向・

課題等を職員間で情報の共有活用を徹底し、小規模事業者支援の課題抽出や検討資

料や経営支援のツールとして役立てる。 

※１国や県など行政が出しているガイドブック 

「中小企業施策利用ガイドブック」 

中小企業庁発行の小規模事業者が直面する課題、商圏や売上動向、効率的な経営や

経営課題への取り組み状況、先進的な経営に関する取り組み事例、中小企業・小規

模事業者の施策等。 

「あいち産業労働ガイドブック」 

愛知県発行の小規模事業者が直面する課題、商圏や売上動向、効率的な経営や経営

課題への取り組み状況、先進的な経営に関する取り組み事例、中小企業・小規模事

業者の施策等。 

 

調査目的 

① 小規模事業者への経営情報として活用 

② 経営計画策定時に活用 

③ 小規模事業者支援のツールとして活用 

調査項目 
国・小規模事業者の地域経済動向、小規模事業者の先進的取

り組み事例と販路開拓事例、中小企業施策等 

具体的調査手順 

経営指導員が中心に、行政・金融機関等が提供する地域経済

動向より、地域の小規模事業者に関連する景気動向等や先進

的な取り組み事例、施策などを抽出する。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

昭和 40 年代の大手企業誘致で人口増加を背景に、「商品を並べる」だけで売上が見

込める成功体験をしてきた経営者が多く、経済情勢の変化を感じ取れず従来どおりの

経営を行っている経営者も多い。小規模事業者の持続的発展のためには、市場構造の

変化・競合他社の有無等の外部環境と各種経営資源の内部環境を定量的・定性的に分

析し、経営課題を明らかにする必要がある。しかし、小規模事業者は経営状況の分析

についての必要性や係数観念が希薄であったり、やり方が分からないといった理由か

ら、経営課題が把握できている事業者は非常に少ない。 

当所では巡回窓口支援を中心に税務申告支援時や、マル経など融資斡旋時、補助金

等申請時の事業計画書などで簡易的に経営分析を行っていたが、指導内容が職員間で

共有されておらず、経営改善の具体的な手段にまで踏み込んでいなかった。経営分析

ツールや支援のレベルを揃え、経営分析の必要性や手法を分りやすく小規模事業者に

伝え、支援事業者の掘り起こしを行うことが必要である。 
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【目 標】 

上記の課題を受けて、小規模事業者の経営改善に向けて、経営分析をすることで小

規模事業者の持続的成長・発展の支援につながる実効性のある計画策定を行い、事業

者が抱える問題を的確に捉え今後の方向性を導くための経営分析を実施する。 

 

【事業内容】 

（１）経営計画策定セミナー参加者への経営分析の実施 【拡充事業】 

経営計画策定セミナーを開催した際に、セミナー参加者への経営分析を行う。平

成 28・29年度には経営計画策定セミナー（平成 28年度２回・平成 29年度３回）を

実施し、参加者に自社の強み・弱みの認識から経営計画策定までの一連の流れを身

に付けてもらったが、その後のフォローも不充分であり、計画実現に向けた継続的

な支援が行われていなかった。また、補助金ありきの事業計画ではなく、計画作成

の意義やどのように使うかなどの説明を行い、小規模事業者にとっては今後の経営

に活かすことのできる、自分自身では気付いていない経営資源など自己認識の喚起、

自社が置かれている経営環境などをあらためて知ってもらう。 

 

分析手法 
①ＳＷＯＴ分析（自社の強み、弱み、機会、脅威を分析） 

②財務分析（収益性、安全性、成長性を分析）収集 

項目 

①内部環境として自社の資産（商品力・製品力、人材、生産

能力等）、外部環境として自社の業界動向、競合、顧客、市場。 

②決算書の数値（売上高・原価・販管費等の損益情報、流動

資産・固定資産・流動・固定負債等の貸借情報等） 

実施体制 

経営計画策定セミナーを受講してもらい、セミナーの中で自

社の経営の棚卸を行い、経営状況等の把握・経営分析を実施

する。 

講師は、経験豊富で地域の状況に精通している中小企業診断

士、経営コンサルタントを招聘し、経営計画の意義・必要性

から、自社の経営に当て嵌めた実践型の内容で設定し、巡回

時の情報提供・チラシの郵送・当所ホームページ・所報によ

り開催の周知を行う。 

セミナーは基礎編１回・応用編１回・個別相談２回（計画ブ

ラッシュアップ）に分け経営分析数４件を目指す。 

 

（２） 記帳継続対象者に対する経営分析 【拡充事業】 

小規模事業者の中でも記帳継続対象者は、非常に接点が多く数値的な情報の他に
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も事業内容・資金繰り等についても理解している。今までは税務指導と簡単な分析

結果を提供するだけであったが、経営分析の重要性を説明し、更にヒアリングを行

い経営分析を実施する。 

記帳継続対象者は、会計ソフトを活用した経営分析指導を行い、自社の内部環境

の理解や経営計画策定時に役立てる。 

 

分析手法 
①ＳＷＯＴ分析（自社の強み、弱み、機会、脅威を分析） 

②財務分析（収益性、安全性、成長性を分析）収集 

項目 

①内部環境として自社の資産（商品力・製品力、人材、生産

能力等）、外部環境として自社の業界動向、競合、顧客、市場 

②決算書の数値（売上高・原価・販管費等の損益情報、流動

資産・固定資産・流動・固定負債等の貸借情報等） 

実施体制 

経営状況を把握している記帳指導職員を切り口として経営分

析の必要性について説明を行う。財務分析ソフトを活用する

とともに、経営指導員のヒアリングにより、より深い経営状

況等の把握・経営分析を実施する。 

経営分析対象者

の選定方法 

相談時に経営分析の重要性等について説明を行い、実施意思

のある小規模事業者を優先的に選定する。また、支援件数に

ついては月１件程度とする。 

 

（３）巡回・窓口支援時の経営分析 【拡充事業】 

経営指導員等による日常の巡回を計画的に進め、財務分析・経営分析の重要性を

説明し、経営分析を実施する。経営分析の重要性への理解を得たうえで、小規模事

業者の決算関係情報を確認するとともに、業況等の聞き取った内容をヒアリング

シートに落とし込み、経営分析指導を実施し、自社の内部環境分析や経営計画策定

に活用する。 

 

分析手法 
①ＳＷＯＴ分析（自社の強み、弱み、機会、脅威を分析） 

②財務分析（収益性、安全性、成長性を分析）収集 

項目 

①内部環境として自社の資産（商品力・製品力、人材、生産

能力等）、外部環境として自社の業界動向、競合、顧客、市場。 

②決算書の数値（売上高・原価・販管費等の損益情報、流動

資産・固定資産・流動・固定負債等の貸借情報等） 

実施体制 

経営指導員を中心に定期的に巡回・窓口対応している際にヒ

アリング、事業所の状況確認を実施し、決算書・総勘定元帳・

残高試算表等の確認を行う。また、小規模事業者が記帳継続
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対象者の場合は記帳指導職員と情報を共有し、経営状況の把

握、分析を実施する。 

経営分析対象者

の選定方法 

支援時に財務分析・経営分析の重要性等について説明を行い、

実施意思のある小規模事業者を優先的に選定。 

 

（４）金融相談における経営分析 【拡充事業】 

小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）推薦事業所について、個別案

件毎に経営分析を実施し、今後の円滑な事業展開のための助言を行う。融資後１年

毎の事後指導を中心とした巡回を実施し、資金融資効果・収益性の向上など推薦書

等との比較分析を実施して、今後の経営計画策定に活用する。また、それ以外の金

融相談でも原則として経営分析を行い、事業所の経営課題の抽出に努める。 

 

分析手法 

①ＳＷＯＴ分析（自社の強み、弱み、機会、脅威を分析） 

②財務分析（収益性、安全性、成長性を分析）収集 

③キャッシュフローの分析収集 

項目 

①内部環境として自社の資産（商品力・製品力、人材、生産

能力等）、外部環境として自社の業界動向、競合、顧客、市場。 

②決算書の数値（売上高・原価・販管費等の損益情報、流動

資産・固定資産・流動・固定負債等の貸借情報等） 

③決算書の数値（当期利益、減価償却費、売掛金、固定資産

の増減、借入金の借入額、返済額等） 

実施体制 

融資相談時に小規模事業者の決算書を２期分、直近の残高試

算表を確認し、業況等と今後の見通しについてヒアリングを

実施。各種帳票より財務分析、資金繰り、キャッシュフロー

分析を行い、適切な資金繰りであるかの分析を実施する。 

 

【活用方法】 

上記の（１）から（４）の事業で、市内小規模事業者に対し、様々な切り口での経

営分析を実施し、小規模事業者に提供することで自社をあらためて認識することがで

き、多面的に自社の経営課題を把握させることが、小規模事業者の持続的発展につな

がる。 

また、小規模事業者の経営分析結果はＴＯＡＳシステム経営カルテにより管理する

ことで、所内で共有化できる体制を整えて、今後の小規模事業者の支援の指標となる

情報を整備するとともに小規模事業者の伴走型支援に生かしていく。 

 

 



２０ 
 

【目 標】 

項目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

２(1) 経営計画策定セミナー      

①開催回数（基礎） １回 １回 １回 １回 １回 

  参加者数 15人 15人 15人 15人 15人 

 開催回数（応用） １回 １回 １回 １回 １回 

  参加者数 10人 10人 10人 10人 10人 

 開催回数（個別相談） ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

  参加者数 ４人 ４人 ４人 ４人 ４人 

②経営分析数 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 

２(２)記帳対象者経営分析数 12件 12件 12件 12件 12件 

２(３)巡回窓口支援経営分析数 12件 12件 12件 12件 12件 

重点支援先選定 ８件 ８件 10件 10件 10件 

２(４)金融相談経営分析数 ５件 ５件 ７件 ７件 ９件 

２ 経営分析数合計 

２(1)②＋２(２)＋ ２(３) 

＋ ２(４) 

33件 33件 35件 35件 37件 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【現状と課題】 

市内商業者の傾向として人口増加を背景に、努力や工夫のない商売を行っている傾

向が強く、経済情勢の変化を感じ取れず従来通りの経営を行っている事業所も多い。

その状況を解決するため巡回窓口支援時やセミナー参加時、創業や事業承継をする時

期にあわせ、自らのビジネスモデルをＳＷＯＴ分析等を使って再構築し、顧客ニーズ

や自らの強み・弱みを踏まえた事業計画に基づく経営を行うよう推進する。 

また、大手鉄鋼会社内で作業を行っている小規模事業者や鉄鋼関係の事業者が多く、

その多くは大手製鉄会社に入り込んでの作業になるため、外部からの情報が伝わりに

くく、また今以上の売り上げを望まない事業者も多いため、事業の更なる発展に向け

た事業計画策定に対する意識は薄い。 

そういった多くの小規模事業者に事業計画策定を促進するには、巡回窓口支援時等

だけでなく、事業者の経営に対する意識に合わせた経営計画策定や意義・活用につい

て啓発する。具体的には次の基礎編・応用編・個別相談の３つに分け支援する。 

 

【事業内容】 

内容 考え方 

基礎編 今まで経営計画を作成していなかった事業者が、経営状況分析を踏
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まえた今後の計画を策定する 

応用編 
経営計画で策定した個別事業についてより具体的内容・効果を踏ま

え計画する 

個別相談 

経営計画書を作成し、自身の新商品や新サービスを展開、既存の商

品やサービスの強化を図りたい小規模事業者を個別に支援し、実現

可能性へ導く 

 

【支援手段】 

経営状況の分析を受け経営指導員は、事業者と共に考え経営計画を策定し、実現可

能性並びに効果を踏まえ計画のブラッシュアップを支援する。ここで小規模事業者の

持続的発展を図っていく高度で専門的な案件は、ミライサポート・あいち産業振興機

構の商業・サービス業・製造業ごとの専門家（よろず支援拠点）を活用し、経営指導

員が同行し連携支援する。 

 

（１）経営計画策定セミナーによる経営計画策定支援 

努力や工夫し商売を行う小規模事業者の経営計画策定を支援する。自社の“目に

見えない強み”を活かした経営計画策定等に関する講習会（経営計画策定セミナー）

の開催や個別相談会の開催を行う。 

支援対象 

経営指導員を中心に『２．経営状況の分析に関すること【指針

①】』で経営分析を実施した小規模事業者に対し巡回し、また連

絡の取れない事業所には個別連絡を行い、経営計画策定の必要

性・重要性の周知を実施。 

主な計画 

策定手順 

①事業目的の明確化 

②商品分析、顧客分析 

③需要動向、競合他社との比較により強みの把握、顧客ニーズ

の把握 

④②③を踏まえて経営戦略を策定 

⑤売上高目標 

課 題 
補助金申請のためだけでなく、売上増加を目指す事業者に経営

計画策定の実施を促進することである。 

手 段 

経営指導員が、経営計画策定を動機づけるセミナーの案内を作

成し、窓口相談、巡回相談時に啓発する。経営指導員は、事業

者と一緒に考え経営計画を策定し、そのブラッシュアップを支

援する。ここで計画の実現可能性を高める高度で専門的な案件

は、ミラサポ・あいち産業振興機構の商業・サービス業・製造

業ごとの専門家（よろず支援拠点）を活用し、経営指導員が同
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行し、連携支援する。 

 

【目標】 

 経営計画策定支援数 

項目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

３(１) 経営計画策定セミナー      

①開催回数（基礎） １回 １回 １回 １回 １回 

  参加者数 15人 15人 15人 15人 15人 

 開催回数（応用） １回 １回 １回 １回 １回 

  参加者数 10人 10人 10人 10人 10人 

 開催回数（個別相談） ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

  参加者数 ４人 ４人 ４人 ４人 ４人 

②経営計画策定数 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 

 

 （２）重点支援先の選定と経営計画策定指導の徹底 【拡充事業】 

前記（３）巡回・窓口支援時の経営分析で経営分析を実施した小規模事業者に対し、

巡回等の経営相談時に経営計画策定の必要性・重要性の周知を実施する。その中で、

重点支援先を選定し、外部専門家・各種関係機関とも連携した経営計画策定支援を緊

密な伴走型支援で実施する。 

更に新規性のある取り組みには経営革新計画の申請を行うようにアドバイスを行

う。これらの施策についても説明周知を実施する。このように経営指導員が小規模事

業者に伴走型で支援することで、実現可能性の高い経営計画を策定する。 

 

内 容 

経営指導員を中心に『２．経営状況の分析に関すること【指

針①】』で経営分析を実施した小規模事業者に対し巡回し、経

営計画策定の必要性・重要性の周知を実施する。その中で重

点支援先を選定し、経営分析結果をもとにして外部専門家・

各種関係機関と連携した経営計画策定支援を実施する。 

重点支援先小 

規模事業者の 

選定方法 

重点支援先小規模事業者の選定は、『２．経営状況の分析に関

すること【指針①】』で経営分析を実施した小規模事業者の中

から、各職員がリストアップを行い、毎週行なっている中小

企業相談所ミーティングの中で決定する。 
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【目標】 

項目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

３（２）重点支援先経営 

計画策定件数 
８件 ８件 10件 10件 10件 

 

（３）創業者、第２創業支援・事業承継に伴う経営計画策定指導 【新規事業】 

当所が東海市と共同で創業支援を行ない、ワンストップ相談窓口となり、創業・

起業に必要な知識やノウハウ等について相談を受け付けるとともに、定期的に専門

家等による経営相談会（個別相談会）を実施し創業・第２創業の支援を行う。 

また、事業承継は実態把握ができず、常に待ちの状況で積極的な支援アプローチ

ができていなかった。そこで巡回窓口支援やＨＰ・チラシ等により、情報周知や巡

回窓口相談で現状把握を行うなど積極的な支援アプローチを行う。また、愛知県事

業引継ぎ支援センターや事業承継ネットワークなど各種関係機関とも連携し、全面

的なバックアップ行う。 

 

①創業窓口相談 

支援対象 創業希望者、創業後 5年未満の者・第２創業希望者 

内 容 

(1)創業者・第２創業希望者が抱える悩みに対し個別相談を行

い、対応方法をアドバイスする。 

(2)専門家等による個別相談を毎月 1 回行ない各種施策の情報

提供をしている。 

(3)創業している事業者の高度で専門的な案件は、ミラサポ・あ

いち産業振興機構の販売労務や経営管理の専門家（よろず支

援拠点）を活用し、経営指導員が同行し連携支援する。 

現 状 
定期的に創業者に接触し、各種セミナーや施策の案内を行い、

必要に応じて専門家派遣を実施した。 

 

②創業セミナー 

支援対象 創業・第２創業希望者 

内 容 

(1)創業に必要な基礎知識習得 

(2)ビジネスプラン作成 

(3)対象者に対して３ヶ月に 1 回以上巡回訪問を実施 

創業計画書作成支援、各種セミナー、補助金施策、市内不動

産業者の空き店舗情報提供 

現 状 
平成 28年度から東海市と共同で創業支援を実施。集団講習会は

年２回、個別相談は毎月 1 回行なっている。集団講習会、個別
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相談後は当所も巡回窓口支援にてフォローアップ支援を実施し

ている。また、５市５町で創業講習会を開催している。今後は、

知多半島５市５町の商工会議所・商工会に協力を依頼し、創業

スクールの案内を会報誌等で広範囲に周知する。また、市内に

おいては東海市広報に掲載をお願いし、参加者の増加に努める。

セミナー受講後は経営指導員を中心に伴走支援を行い経営計画

書を作成する。 

 

③事業承継支援 

支援対象 事業主・後継者 

内 容 

(1)巡回窓口支援時にヒアリングでの掘り起こし 

(2)事業承継計画書作成 

(3)高度で専門的な案件は、愛知県事業引継ぎ支援センターや事

業承継ネットワークなど各種関係機関とも連携し支援 

現 状 

非常にデリケートな話題のため、巡回窓口支援時に話しがあっ

た都度対応していたが、当所として積極的にアプローチしてい

なかった。今後は経営指導員を中心に他の事業案内時に実態の

把握を行い、事業承継の対象者に経営計画の重要性等について

説明し、課題に対して解決策を提案し、円滑な事業承継が図れ

るよう支援を行う。 

 

【目標】 

項目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

３(３) 創業者、第２創業支

援・事業承継 
     

②セミナー ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

  セミナーの参加者数 10人 10人 10人 15人 15人 

  セミナー後の創業 

計画書作成件数 

 

２件 

 

２件 

 

２件 

 

２件 

 

２件 

セミナー後の第２創業 

計画書作成件数 
１件 １件 １件 １件 １件 

 ③事業承継計画書作成件数 １件 １件 １件 １件 １件 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

現状、事業計画策定後の支援に関しては、策定者からの相談があった場合や、不定

期に状況を確認するなど、問い合わせがあった都度の支援が中心であった。そのため、
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一部の事業計画策定者においては、事業計画の遂行を断念することもあり、充分な支

援が行えていなかった。今後は、「３．事業計画の策定支援」において事業計画書を策

定した全ての小規模事業者に対し、担当経営支援員が３ヶ月に 1 回程度、巡回指導・

窓口指導を行うことで、事業計画の進捗状況の確認、早い段階での問題点の発見や状

況の変化を踏まえた目標の変更等、円滑に機能するようにタイムリーな支援を行う。 

 

【目標】 

経営計画策定後は、進捗状況シートを作成し、３ヶ月に 1 回、経営指導員を中心と

して巡回訪問し、経営計画の進捗状況の把握（進捗スケジュール管理）の徹底と新た

な課題抽出等を行い、解決を図る。 

新たな課題解決には、経営指導員がコーディネーターとなり、外部専門家、各種関

係機関とも連携し、あらためて経営計画の見直し・再検討を行い、経営計画の実現に

向けて伴走型支援を実施する。 

 

【支援内容】 

（１）経営計画書を作成した小規模事業者へのフォローアップ 

経営計画書を作成した小規模事業者に対し３ヶ月に１回以上巡回支援を行う。

支援時は進捗確認として、経営資源・財務の内容、その他経営状況の分析も合わ

せて行う。事業の進捗状況や財務内容等で問題がある場合は、小規模事業者経営

改善資金（マル経資金）や小規模事業者経営発達支援資金等の斡旋を行い資金繰

り支援や、各種補助金・助成金の申請支援を行う。 

（２）創業・第２創業した小規模事業者へのフォローアップ 

創業・第２創業のフォローアップについては、創業については当初半年は毎月、

以降３ヶ月に１回、第２創業については３ヶ月に１回巡回支援を行う。支援時は、

業況ヒアリング・売上、粗利、利益等チェック、経営計画と経営実績の分析、新

たな課題の抽出など合わせて行う。 

（３）事業承継した小規模事業者へのフォローアップ 

事業承継のフォローアップについては３ヶ月に１回以上巡回支援を行う。支援

時は、業況ヒアリング・売上、粗利、利益等チェック、経営計画と経営実績の分

析、新たな課題の抽出など合わせて行う。また、高度で専門的な案件は、ミラサ

ポやあいち産業振興機構等の専門家（よろず支援拠点）派遣を活用し専門的分野

における連携支援を行う。 
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【目 標】 

項目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

４（１）フォローアップ 

支援回数 
48回 48回 56回 56回 56回 

４（２）フォローアップ 

支援回数 
     

創業者支援フォロー 

アップ支援回数 
16回 16回 16回 16回 16回 

第２創業支援 

フォローアップ 

支援回数 

４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

４（３）事業承継フォロー 

アップ支援回数 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

フォローアップ合計 72回 72回 80回 80回 80回 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【目的】 

小規模事業者が自身の新商品や新サービスを展開したい場合、または既存の商品や

サービスの強化を図りたい場合、本来ならば需要動向の調査が必要となる。 

しかし、一般的には需要動向調査を行っていない小規模事業者が大半であり、その

多くは事業者自身の肌感覚や思い込みによる経営判断を行っている場合が多い。その

ため小規模事業者に需要動向調査の必要性を理解してもらったうえで、新商品・新サー

ビスの展開をする場合や既存の商品やサービスの強化を図る場合には、小規模事業者

に需要動向調査を積極的に支援していくことで、販売促進や、より確度の高い事業計

画策定に繋げる。 

 

【現状と課題】 

小規模事業者が、新商品や新サービスを展開したい場合、または既存の商品やサー

ビスの強化を図りたい場合など、新たな販路の開拓や強化を行う際に、ターゲットと

なる顧客を具体的にイメージし、その顧客のニーズ等を把握することは、あらたな顧

客獲得や販路拡大のために欠かすことのできないもので、経営計画策定や計画実行時

には大変重要で必要な情報である。 

小規模事業者等が需要動向調査を行う場合は、時間的な制約もあることから需要動

向等の情報収集については行っていないか、弱い部分がある。そうした中で、求めら

れているニーズと事業主の考えのミスマッチが起こり、ビジネスチャンスを逃してい
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ることも多々ある。 

こうした重要な需要動向調査は、当所として特に実施しておらず、個々の情報収集

と経営指導員の経験値での情報提供となっており、職員ごとに提供する需要動向に少

なからず差異があり、正確性に欠ける情報提供となっていることが課題である。 

 

【目 標】 

今後は、小規模事業者個々の経営計画策定や実行支援に必要不可欠な「自社商品・

サービスに対する商圏の市場規模」「消費動向に基づく市場の把握」などの視点によ

り、顧客ニーズをより明確化する重点支援先を中心にターゲット市場に絞った個別需

要動向情報を収集し提供する支援に取り組む。また、こうしたデータを所内で共有・

蓄積・公開することで、小規模事業者の経営計画策定にも役立たせる。 

 

 

【事業内容】 

（１）個別需要動向調査情報の収集 （直接的調査） 【新規事業】 

重点支援先を中心に事業者の要望や巡回・窓口相談時の経営分析で必要と判断した

支援先については、直接調査による支援先個別需要動向情報を収集する（以下「直接

的調査」）。直接的調査は、支援先の試作段階にある商品・サービスについて、その試

作品の狙うターゲット市場に合致した調査先（展示会・商談会・地域の祭り・モニタ

リング先）を選定し実施する。支援先の課題別直接的調査は、当所支援のもとに消費

者やバイヤーに対して直接的に行い、集約した情報を分析する。 

この直接的調査は、試作段階にある商品やサービスがＢtoＢ、ＢtoＣの市場に受け

入れられるかを知るために行う。分析した需要動向結果を支援先に提供し、商品・サー

ビス等のブラッシュアップや価格設定、販売促進に活用し、個社へ重点的な伴走型支

援を実施する。そのために、より速やかに調査分析・報告を実施する。 

 

調査目的 重点支援先を中心に試作品のターゲット市場に合致した調査先を選

定し、ターゲットニーズ等の課題別需要動向情報を収集・提供する

ことを目的とする。 

調査項目 重点支援先を中心に試作段階の商品またはサービスの需要動向調査 

具体的調査

手順や調査

内容 

重点支援先を中心に試作段階にある商品・サービスのターゲット市

場に対して、経営指導員等の協力のもとに消費者やバイヤーに対し

て、直接、経営計画に伴う事業展開に必要な需要動向について、ヒ

アリングやアンケートにより情報を収集し、分析して提供する。 

Ⅰ．重点支援先を中心に試作段階にある商品・サービスのターゲッ

ト市場に合致した展示会・商談会でのバイヤーに対するアンケート
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調査 

展示会や商談会の選定は、商品（サービス）の想定されるターゲッ

トにより割振りし調査を実施する。 

＜展示会・商談会の紹介先とそのターゲット＞ 

・三河・知多地域商談会（製造業） 

・アライアンスパートナー発掘市（全業種） 

・市内金融機関が行う展示会（製造業） 

＜調査項目＞ 

・見た目など商品（サービス）トレンド・価格・競合・消費者嗜好・

重要視されるポイント・出展者商品（サービス）に対する課題や改

善点等 

＜目標サンプル数＞ 

30サンプル 

Ⅱ．重点支援先を中心に試作段階にある商品・サービスのターゲッ

ト市場に合致した消費者モニタリング調査 

消費者を商品（サービス）の想定されるターゲットにより選定し、

モニタリング調査を実施する。 

＜モニタリング対象消費者＞ 

・東海秋まつり（ファミリー層をターゲット） 

・※１東海市観光物産プラザ（高齢層をターゲット） 

＜調査項目＞ 

・消費者属性・出展者の商品（サービス）評価・価格・容量等 

・商品（サービス）に対する意見等 

＜目標サンプル数＞ 

50サンプル 

※１東海市観光物産プラザは㈱まちづくり東海が運営している東海市、知多半島４

市５町及び姉妹都市等の観光の振興及び物産の普及・販売を行っている。 

 

（２）個別需要動向調査情報の収集（間接的調査）【新規事業】 

小規模事業者が販売する商品又は提供するサービスに関連した需要動向情報は、

新たな顧客獲得や販路拡大のために欠かすことのできないもので、経営計画策定や

計画実行時において大変重要で必要な情報である。しかしながら、小規模事業者に

おいては、こうした需要動向情報を活用した取り組みが充分できていないことが多

くある。 

こうしたことから、小規模事業者の経営計画策定や実行に必要不可欠な「自社商

品やサービスに対する商圏の市場規模」「消費動向に基づく市場の把握」などの視点



２９ 
 

により、顧客ニーズをより明確化する需要動向情報を重点支援先を中心にターゲッ

ト市場に絞った需要動向の情報を収集・提供する。 

 

調査目的 
顧客ニーズをより明確化する重点支援先のターゲット市場に絞った

需要動向情報を収集・提供することを目的とする。 

調査項目 

①マーケティング 

消費行動・動向、消費者趣向、商品・サービス別売れ筋、消費ト

レンド 

②業種・業界動向 

人気・話題商品、業界の売上・利益、機械受注・住宅着工・新車

販売台数等の統計 

具体的 

調査手順 

①マーケティング 

重点支援先のターゲット市場に絞った需要動向情報を以下より情

報の収集を行う。 

（１）日経テレコンＰＯＳ ＥＹＥＳ 

（２）経営指導員等職員が収集した情報（テレビ・雑誌・インター

ネット等） 

②業種・業界動向 

重点支援先のターゲット市場に絞った需要動向情報を以下より情

報の収集を行う。 

（１）業界動向・トレンド情報（日本経済新聞・中部経済新聞・知

多半島景気動向調査等） 

（２）経営指導員等職員が収集した情報（テレビ・雑誌・インター

ネット等） 

 

【活用方法】 

前項（１）（２）で収集した情報は、業種別の消費者ニーズや年齢別の消費動向等を

詳細に分析し、小規模事業者の新たな商品やサービスの開発、販路開拓に活用する。

また、分析については週 1 回行っている中小企業相談所ミーティングで行い、必要に

応じて外部専門家の協力を得て行う。 

更に、直接的調査による個別需要動向調査を行うことにより、より踏み込んだ個別

需要動向調査情報として重点支援先を中心に市内小規模事業者と面談を行い直接情報

提供する。このことにより市場にマッチした情報として売上の向上に繋がっていく。 
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【目 標】 

 H30 H31 H32 H33 H34 

重点支援先への個別需要動向調査

対象事業者数 
８件 ８件 10件 10件 10件 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

【現状と課題】 

当所の販路開拓支援メニューは、ＢtoＢの「知多・三河地域商談会」や「アライア

ンスパートナー」での商談、ＢtoＣの「東海秋まつり」や「東海市観光物産プラザ」

での直販、「ザ・ビジネスモール」や「ジェグテック」でのネット商談があるが、参加

後のフォローアップは行っていなかった。また、巡回窓口支援による積極的な良い製

品・商品・サービスを持つ小規模事業者の掘り起こしも行ってこなかった。現状、市

内の大部分の製造業は大手製鉄会社内で働いているため展示会・イベント等の需要は

低く、展示会・イベント等に関心のある事業所の掘り起しも課題である。 

 

【目 標】 

市内小規模事業者への新たな販路開拓を実現させるため、事業者が抱えている問題

を解決し、事業内容に適切で効果が高く、実現可能性の高い販路開拓策を提案する。

また、小規模事業者の商品やサービスに合った出展先への出展を積極的に提案し、売

上の向上につなげる。さらに、出展後勉強会を開催してフォローアップを行い、継続

的な出展参加に繋げることで当地域の販路開拓と企業営業力の強化を推進する。 

 

【事業内容】 

（１） 展示会・イベント等への出展による販路開拓支援 【拡充事業】 

小規模事業者が一番頭を抱えるのが、良い商品・良いサービスを開発しても販路

がなければ経営に繋がっていかないことである。そうした中で上記の需要動向調査

結果を踏まえた上での、販路開拓・商品のブラッシュアップ、販売促進、情報発信

等の個別相談を実施することにより、自社の商品・サービス等の棚卸と販売計画を

精査し、新たな販路開拓に繋げていく。ターゲット・業種等によってアプローチ方

法はまったく違ってくることから、個社ごとに支援する。 

また、展示会に向けて、小規模事業者に対して、商品・サービスのブラシュアッ

プ・商談の進め方・プレゼンテーション力の向上やパンフレット・チラシ等の販売

促進ツール等について、専門家も交えて総合的に支援を行う。 

出展先については重点支援先を中心に、商品やサービスがより効果的と思われる

展示会・商談会等を選定する。 



３１ 
 

 

【 展示会等の出展先 】 

展示会・商談会へ出展・参加することは、小規模事業者自身のみならず、支援す

る経営指導員等にも貴重な経験となり、今後出展する小規模事業者に対して、商談

の進め方やバイヤーへのプレゼンテーションの方法や展示技術など多くの支援能力

を身に付けることができる。 

  

項目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

三河・知多地域商談会 

（対象：製造業） 
     

出展者数 ２件 ２件 ３件 ３件 ３件 

商談件数 ４件 ４件 ６件 ６件 ６件 

アライアンスパートナー発掘市 

（対象：全業種） 
     

出展者数 ３件 ３件 ４件 ５件 ６件 

商談件数 ３件 ３件 ４件 ５件 ６件 

金融機関との連携による商談会 

（対象：製造業） 
     

出展者数 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

商談件数 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

東海秋まつり 

（対象：小売・飲食業） 
     

参加件数 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 

売上目標 20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 

東海市観光物産プラザ 

（対象：小売・飲食業） 
     

参加件数 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 

売上目標 48万円 48万円 48万円 48万円 48万円 

出展後のフォローアップ講習会      

実施回数 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

参加者 10件 10件 10件 10件 10件 

 

（２） マスコミ等（プレスリリース）の活用支援 【新規事業】 

特に特徴を持った企業（商品・サービス・技術・社員・取り組み等）であれば、

マスメディアなど多くの情報経路を通じて告知することで、より多くの企業からの

問合せ、注文、取引開始がもたらされることが多くある。 
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しかし、小規模事業者が独自でプレスリリース配信を行ったりすることは難しく、 

1 企業の情報ではマスコミも記事として取り上げることに慎重になる。 

一方で、経済団体である当所が事業所の特徴をプレスリリースとして配信するこ

とで、記事や番組に取り上げられる確率が向上する。ただし、当所が独自のノウハ

ウは多くないため、近隣の支援団体や専門家と情報交換を図るとともに、自ら実施

してみることでプレスリリースの配信数を増やし、掲載実績を増加させる。 

新聞による情報提供は、中部経済新聞や中日新聞など地方情報が多く掲載される

ため、近隣地域への情報発信に効果がある。全国紙については、新商品特に特許取

得商品など特徴のある商品やサービスが掲載されるため広域への情報発信に有効で

ある。 

テレビ放映については、地域色の強い事業者の放映が多く、市内でも放映された

ケースがあり、知多半島を中心とした東海圏への情報発信に効果がある。ケーブル

テレビの「知多メディアス」は、東海市、知多市、大府市、東浦町の３市１町での

より絞り込まれたエリアへの情報発信に効果がある。 

重点支援先の商品やサービスの狙う市場によりそれぞれのメディアを選定し、年

２回半期ごとに情報の発信を行う。 

 

【 プレスリリース等の情報発信先及び連携先 】 

情報発信先 連 携 先 

新聞  

・各地方紙 

（中部経済新聞・中日新聞・ 

東海タイムズ等） 

㈱中部経済新聞社 ㈱中日新聞社 

東海タイムス社 

・全国紙 

（日経ＭＪ等） 

㈱日本経済新聞社 

ＴＶ  

・知多メディアス 知多メディアスネットワーク㈱ 

事業エリアを東海市・知多市・大府市・東

浦町とした地域コミュニティ情報を発信す

る有線放送事業者。 

タウン誌等  

・ちたまる。スタイル 

 

知多メディアスネットワーク㈱ 

地域の魅力をたっぷり伝える「テーマ特集」

や“オトクなクーポン”がついた無料情報

誌。配布エリアは東海市・知多市・大府市・

東浦町へ７万部発行。 
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・ペコロス ㈱愛知印刷工業 

フリーペーパー『ペコロス』発行。知多半

島近郊のローカル色豊かな無料情報誌。配

布エリアは大府市・東海市・知多市・東浦

町・阿久比町・名古屋市緑区へ８万８千部

発行。 

 

（３）ＩＴを活用した販路開拓支援 【拡充事業】 

インターネットの普及により、いかに市内外に発信していくかが必要不可欠であ

る。インターネットは、直販店がなくとも商品売買ができるなど便利な点も多いが、

市内小規模事業者の多くが使ってはいない。導入費用や使い方などの障害があるた

めであるが、当所は小規模事業者の取り組み内容（新商品、新サービス等の開発や

新たな取組）を当所ＨＰ内の「企業情報紹介」（現在 122事業所が登録）コーナーに、

企業情報などを紹介するなど小規模事業者のＩＴを活用した販路開発の情報提示な

ど積極的に行い啓発を行う。 

さらに、「企業情報紹介」（現在 122 事業所が登録）コーナーで企業情報を行って

いる企業を中心に※１「ザ・ビジネスモール」や※２「ジェグテック」などによる

新規顧客の獲得・取引先の獲得に向けた支援を実施する。 

 

※１ザ・ビジネスモール：大阪商工会議所が主催しているビジネスサイト。平成 28

年 10月末現在、登録事業者 257,165 社うち当所事業者８社。 

※２ジェグテック：（独）中小企業基盤機構で行っている。自社の専用のページを持

ち、自社の製品・商品・技術・サービス等を、国内外のジェグテック登録企業

に向けて発信することができる。全て無料で利用でき営業コストがかからない。 

 

【活用方法】 

今後は、重点支援先への「展示会・商談会」、「各金融機関の行う展示会・商談会」

など重点支援先の商品やサービスに合った出展先への出展を積極的に検討していく。

また、関係団体が実施するイベント等での販売促進など参加支援を行う。こうした取

り組みにより、ビジネスマッチング機会を創出するほか、商談時に必要なアプローチ

手法等を経営指導員が提案支援し、商談後の状況把握も行う。経営計画策定時の需要

動向情報の再認識によるターゲット市場の選定確認を行い、必要に応じて専門家や支

援機関と連携し効果的な販路開拓に努め、事業収益の向上支援に取り組む。 

展示会や商談会への出展支援、広報やＩＴ活用の強化など実効性の高い販路開拓支

援に努め成果を意識し、小規模事業者に寄り添った取り組みを推進する。 
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【目 標】 

項目 H30 H31 H32 H33 H34 

６（２）      

プレスリリースの活用支援      

支援件数 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 

掲載回数 ８回 ８回 ８回 ８回 ８回 

６（３）      

ザ・ビジネスモール      

出展者数 ８件 ８件 ９件 ９件 10件 

商談件数 16件 16件 18件 18件 20件 

ジェグテック      

出展者数 １件 １件 １件 １件 １件 

商談件数 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

出展件数合計 ９件 ９件 10件 10件 11件 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  

 

【現状と課題】 

当市は鉄と蘭の町である。昭和 40年初期から始まった東海製鐵(株)[現:新日鐵住金

(株)名古屋製鐵所]を始めとする企業立地が進み、中部圏最大の鉄鋼基地となってい

る。また、昭和 30年から始まった愛知用水事業は、この地域の農業の高度化、近代化

を進め、洋ラン栽培など都市近郊農業地帯としての地位を確立した。しかし、その特

産品を使った商品はなく、「鉄と蘭」以外特にめぼしい商品がないのが現状である。 

 

【目標】 

当所は今まで取り組んでいる「一店逸品運動」「東海市特産品推奨品選定事業」（両

事業とも東海市と連携し行っている）の内容を強化する。「一店逸品運動」は、今まで

は店の逸品を東海市広報にチラシを入れて周知することに力を入れていた。しかし、

もう一つの事業である「街のふれあいゼミナール」を通して市民に店の存在を周知し、

また、店で行うモノづくり体験などを通して新たなファン作りを行う事業に力を入れ

産業観光に繋がることも視野に入れ事業の強化を行う。 

また、「東海市特産品推奨品選定事業」は従来あった「東海市お土産品発掘事業」を

リニューアルし、東海市の特産品を作り、また、埋もれている隠れた特産品掘り起こ

しを行う。この取り組みは経営計画作成を行った小規模事業者や、展示会等出展希望
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の小規模事業者、重点支援先を中心とした小規模事業者など、本計画書で支援してい

きたい事業者を中心に声を掛けていき、今後、経営計画書策定希望事業者を集める切

り口にもしていく。また、売り場については東海市観光物産プラザや、行政・市内大

学等と連携しその連携機関で行われる催し物の開催時にセット商品を作り東海市の特

産品として販売を行っていく。更に、その場でアンケートを実施し特産品に対する消

費者動向調査を実施し商品のブラッシュアップを行っていく。 

この取り組みについては当所内で認定委員を設け、当市の新たな特産品として広く

認知され、商品のブランド化や知名度の向上など、新たな顔として作り上げ当市の観

光振興になるような事業を目指す。また、行政・観光協会・㈱まちづくり東海など市

内各種団体と当市の自慢の商品として情報共有をし、更なる地域の活性も合わせて目

指して行く。 

 

【内容】 

（１）一店逸品運動 

東海市内の知る人ぞ知る「いい商品」をそろえる店を消費者へ紹介していく。当

所で取り上げた商品を埋もれたままにせず市内外に紹介し、逸品というひとつの商

品やひとつのサービスの開発・発掘を通して、個店の品揃えを活性化させ、各店が

活性化することを目標としている。 

また、合わせて「街のふれあいゼミナール」として将来的に産業観光も見据えた

事業も行っている。このゼミナールは消費者が来店し商品作りなどの体験をとおし

て店のファンになってもらう取り組みである。 

 

（２）東海市特産品推奨品選定事業 

東海市及び知多半島に訪れた観光客等の観光みやげ品に関する需要に応えるとと

もに、東海市ならではの魅力ある産品を推奨品として選定することにより、新しい

特産品、お土産品を発掘し、これを育成するとともに、本市観光ならびに産業の振

興に寄与することを目的とする。 

 

【目標】 

項目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

一店逸品運動      

参加者 30人 30人 40人 40人 45人 

アンケート回収数 20件 20件 25件 25件 30件 

東海市特産品推奨品選定事業      

参加事業所 20件 20件 25件 25件 25件 

アンケート回収数 40件 40件 40件 40件 40件 
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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 

 

【現状と課題】 

当所は、愛知県商工会議所連合会や知多地域商工会議所、知多経営指導員会と連携

し、小規模事業者等の支援や地域の課題を解決することを念頭に支援を実施してきた

が、小規模事業者の高度化・多様化する支援ニーズへのスピーディーな対応不足が課

題となっている。 

 

 【目標】 

他の支援機関との連携を行うことにより、当所のみでは解決できない小規模事業者

の課題の解決に向けて、迅速な対応や適材適所の対応が可能な体制の構築を図る。ま

た、そのネットワークを活かして、当所の経営指導員等が行う小規模事業者支援のた

めのノウハウやスキルを学ぶ場とする。 

 

【内容】 

（１） 知多地域商工会議所及び商工会との連携強化 

知多半島５市５町には、４つの商工会議所と８つの商工会が所在している。支援ノ

ウハウや支援の現状などについて、それらの経営指導員等との情報交換を１年に６回

定期的に行い情報の共有を行うともに、スキルや知識の吸収を図る。 

具体的には、次のような施策等を講じ、支援力の向上を図る。 

①小規模事業者を対象にした研修会のテーマや講師の選定のための情報交換を 

行うとともに、研修会の共同開催を実施する。 

②各種の補助金獲得のための支援スキルに関する情報交換を行う。 

③経営指導に関する指導スキルの向上のため勉強会を実施する。 

 

（２） 大学との連携 

東海地方、特に愛知県内の大学との連携を行い、小規模事業者が行う経営革新やイ

ノベーションの実施のための支援を連携して行く。東海市内には、これまで星城大学

があり、最近では教員、学生との連携した事業が活発化している。 

また、平成 27年４月に東海キャンパスを開校した日本福祉大学との連携も推進して

いく。上記２校とは、東海市合同企業説明会調整会を通して１年に２回定期的に会合

を行い情報共有を図る。さらに、名古屋大学、名古屋工業大学、名城大学、中部大学、

大同大学などの大学の産学官連携部門との交流も深まっており、教員やコーディネー
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ターと常日頃から情報交換を行っており、その連携を更に強化していく。 

大学等と連携を強化することにより、次のような支援力の強化を図る。 

①大学で、当所の研修会を開催し、会員の方に大学を訪問する機会を創る。 

このような研修会を開催することにより、会員事業所と大学の教職員と直接話を 

する機会を提供することにより、将来、相談しやすい環境づくりを醸成する。 

②大学の実施するセミナー情報の収集及び小規模事業者にその情報を周知し、小規 

模事業者の勉強する機会の提供を行う。 

③小規模事業者の技術的な課題の解決のための相談をし易い体制の構築を行い、 

高度な技術相談を受けることが可能になる。 

④技術的な課題に対応するだけでなく、商品開発や特産品開発、販路開拓など、 

マーケテイング力の向上など経営の専門的な知識やスキルを小規模事業者が 

学べる環境整備を行う。 

 

（３）公的支援機関との連携 

愛知県の「あいち産業科学技術総合センター（本部だけでなく、産業技術センター、

食品工業技術センターなども含む）やあいち産業振興機構よろず支援拠点との連携に

より、会員事業所の経営革新やイノベーションの実施のための支援を積極的に行う。

それぞれの機関のコーディネーターと情報交換を密にして関係強化を行い、会員事業

所のニーズに適時に対応できるようにする。また、国・県・市などの機関で行なわれ

ている交流会などにも積極的に出席し、橋渡しが出来るよう人脈形成を行なう。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状と課題】 

当所経営指導員等の小規模事業者への多様性ある経営課題に対処するには、職員の

レベルアップは必須の課題である。しかし、職員の経営支援レベルにばらつきがある。

愛知県商工会議所連合会が主催する指定研修会等へ参加し、ノウハウの習得を行って

いるが、その他の資質向上に関しては、明確な研修プログラムで計画的な資質の向上

が図れていない。 

 

【目標】 

従来から愛知県商工会議所連合会で実施している基礎的スキル向上を目的とする

研修に加え、更に支援力のレベルアップをするため（独）中小企業基盤整備機構（中

小企業大学校）が実施する「小規模企業に対する伴走型支援の進め方研修」、「新規創

業支援の進め方研修」、「経営革新計画の策定とフォローアップ支援研修」、「地域資

源を活かすふるさと名物開発研修」などの専門的な研修会へ積極的に参加する。さら

に、あいち産業振興機構、日本商工会議所の主催する各種セミナーに経営指導員が年
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間１回以上参加する。 

併せて、積極的にミラサポやよろず支援拠点の経営相談窓口など、専門家派遣を活

用し、経営指導員が同行することでＯＪＴを行い、専門的な支援能力の向上を図る。 

また、若手経営指導員や補助員・一般職員が支援している案件については、ベテラ

ン経営指導員が同行し現場でのＯＪＴや、同行後支援の方向性や支援手段などのアド

バイスを行うことで若手経営指導員等の伴走型支援能力向上を図る。 

 

【内容】 

経営指導員の経営計画書策定や販路開拓を重視した支援能力の向上を図る。また、

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、それ以外の職員にも個社支援ができるよう、当所内で使っている

ＴＯＡＳシステムを使った企業情報の共有を行う。更に、経営指導員以外にも、所内

で行う経営に関する講習会の受講や、毎週の全体ミーティングで情報共有を行い、支

援能力の底上げを図る。 

 

（１）研修会への参加 

中小企業大学校や日本商工会議所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。 

中小企業大学校：「小規模企業に対する伴走型支援の進め方研修」 

「新規創業支援の進め方研修」 

「経営革新計画の策定とフォローアップ支援研修」 

「地域資源を活かすふるさと名物開発研修」など 

   日本商工会議所：「経営指導員向け小規模事業者支援研修（経営計画策定支援研 

修・地域支援型研修）」 

「経営指導員向け小規模事業者支援研修（経営発達支援事業 

研修・ＩＴスキル向上等研修）」 

「経営指導員向け小規模事業者支援研修〔見習研修〕」 

「女性経営指導員・支援力向上研修会」 

「経営安定対策事業研修会（事業承継）」 

「商工会議所中堅職員研修会」など 

 

（２）専門家への同行 

ミラサポ（前述）やあいち産業振興機構などの専門家（よろず支援拠点）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。 

（３）小規模事業者の利益を確保するための講習会への参加 

当所で行われている「経営計画策定セミナー」へ参加。セミナー終了後、講師と

の情報交換も行い、小規模事業者等への売上拡大や販路開拓の指導能力の向上につ
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なげる。 

 

（組織内での共有体制） 

（１）ＴＯＡＳシステムの利用 

資質向上のほか、人事異動や能力の補完等のための取り組みとして、指導内容を

経営指導員のノウハウとして共有し蓄積する。具体的には、指導対応の都度、カル

テを作成するとともに、ＴＯＡＳ（商工会議所トータルＯＡ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等については、経営支援員全員が閲覧

できるようにしている。 

（２）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、週１回の所内会議で支援

事例を報告し、支援能力の平準化を図りレベルの高い支援を行う。 

（３）事業計画、補助金申請支援におけるＯＪＴ 

事業計画、補助金申請の作成支援時において、支援担当以外の経営指導員２、３ 

名が事業計画等をチェックすることにより、精度の高い支援を行う体制を構築して

いる。これは、審査員が事業所を知らないことから、支援担当者以外の視点で申請

を見るために実施している。 

 

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 

【現状と課題】 

これまで事業計画を立案し、総会により承認を得て、実施後に事業報告を行うとい

う基本的な仕組みであり、事業見直しのための、事業成果・進捗状況等の評価が十分

に設定されておらず、評価結果に基づく明確な改善策が、事業計画の見直しに反映さ

れにくいことが課題。 

 

【目標】 

実施する事業の目標達成度合による「数値的評価」の導入を行い、その実行成果で

評価を図り、以下により検証と計画の見直しを行う。 

また、当所が計画・実施した経営発達支援事業が第三者から見てどのような評価を

得られるか、経営発達支援事業の効率的な実施や経営指導員等の意識向上のため、成

果、評価、見直しを以下の Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action

（見直し改善）のＰＤＣＡサイクルで定期的に行う。 

 

【内容】 

（１）事務局での進捗状況の確認及び事業内容の検証 

毎月、第１火曜日の中小企業相談所ミーティングで経営発達支援進捗会議を実施
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し、事業の進捗状況を確認及び事業内容を検証する。 

 

（２）小規模事業振興委員会議での評価・見直し案の提示 

事業評価については、毎年３月に東海市商工労政課長、中小企業診断士等の有識

者と小規模事業振興委員による事業評価を実施しており、経営発達支援事業の事業

評価を行う。 

 

※小規模企業振興委員とは、小規模事業者と経営指導員とのパイプ役として、当所

が各地区（市内の町を７地区に分け１地区から地域の情報に通じた２～４人を選

出）の代表者２４名を委員として委嘱し、小規模事業者に対する経営改善普及事

業の目的達成に協力している。小規模企業振興委員の任務は、以下のとおり 

振興委員制度規則抜粋 
（振興委員の任務） 

第３条 振興委員は、小規模事業者と経営指導員の間にあって公共奉仕

の理念に基づき、地区内小規模事業者の振興に寄与するため、次の任務

を行うものとする。 

(1) 当該地区内の小規模企業の実態と経営上の諸問題を把握し、常時商

工会議所中小企業相談所と情報を交換し、経営指導員の行う経営改善普

及事業の実施に当たっては、指導が円滑に行われるよう事前の準備、取

次その他小規模事業者との間の連絡調整に当たる。 

(2) 小規模企業施策及び制度の普及を図るため、小規模事業者に対し、

パンフレットの配布、説明その他の普及活動を行い、その浸透に協力す

る。 

(3) 前号の規定による協力活動のほか、相談、指導その他経営改善普及

事業について自ら積極的な活動を行う。 
 

東海市 商工労政課長 

専門家 中小企業診断士等 

小規模企業振興委員 24名の代表者委員 

 

評価項目及び評価基準については小規模事業振興委員による４つの評価項目（自

己評価・目標達成度・満足度・必要性）に対し、下記の評価基準によりＡＢＣＤの４

段階で評価を行う。また、４つの評価項目の平均値を総合評価とする。 
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※評価の時期 事業年度終了前の３月 

 

（３）経営発達支援計画の修正 

小規模事業振興委員会議にて、評価・提言の審議内容の結果を反映させた次年度計

画目標・取組内容の修正案を作成する。 

 

（４）会員・東海市への報告 

事業の成果・評価・見直しの結果については事業年度終了後、通常総代会へ報告し、

承認を受ける。また東海市へは総会終了後報告する。毎年５月に行う。 

 

（５）経営発達支援計画の事業評価及び見直しの公表 

事業の成果・評価・見直しの結果をホームページで計画期間中公表する。また、毎

月発行する所報にも、実施結果等を掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランク 自己評価 目標達成度 満足度 必要性 

Ａ 満足 
目標達成度が 

100％以上 
満足 高い 

Ｂ 
どちらかとい

えば満足 

目標達成度が 75％

以上 100%未満 

どちらかとい

えば満足 

どちらかといえ

ば高い 

Ｃ 
どちらかとい

えば不満足 

目標達成度が 40％

以上 75%未満 

どちらかとい

えば不満 

どちらかといえ

ば低い 

Ｄ 不満足 
目標達成度が 40％

未満 
不満 低い 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

名 称  東海商工会議所 中小企業相談所 

住 所  愛知県東海市中央町四丁目２番地 

電 話  ０５６２－３３－２８１１ 

ＵＲＬ  http://www.tokai-cci.or.jp 

メール  kaigisyo@tokai-cci.or.jp  

 

小規模事業者経営発達支援計画事業担当 

中小企業相談所（８名）  

   経営指導員   ４名（中小企業相談所長を含む） 

   補助員     ２名 

   記帳指導職員  １名 

   記帳指導員   １名 

会 頭 

副 会 頭 

専務理事 

事務局長 

総務・振興課（５名） 

管理課   （４名） 

事務局次長 

http://www.tokai-cci.or.jp/
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 

中小企業相談

所特別会計 

 ○事業費 

 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

（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 

１ 会費収入  東海商工会議所会費規定に基づき、会員事業所より、一般会費及び 

特別会費として徴収する。 

２ 国補助金  関係事業において、中小企業庁等が公募する補助金等に応募する。 

３ 県補助金  中小企業相談所に対して愛知県より人件費補助を中心に交付金を 

受ける。 

４ 市補助金  東海市より、各種事業に対する補助金及び中小企業相談所に対して 

人件費等に交付金として補助金・委託金等の交付を受ける。 

５ 日本商工   

会議所補  支援事業に関し、日本商工会議所が公募する補助金に応募する。 

助金  

６ 特別賦課  研修会への参加費や事業への登録費などを特別賦課金として受ける。 

  金 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

■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 

■雇用に関する連携 

・東海市合同企業説明会調整会 

■経営計画策定支援、各種事業の周知・参加依頼 

・経営計画書作成、販路開拓支援等に関する年２回以上の情報交換会 

■産学官連携 

・中部経済産業局ニーズアプローチ検討会 

・名古屋工業大学研究協力会特別会員 

■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 

・地域のにぎわいを創出するための連携 

■プレスリリース等の情報発信連携 

・小規模事業者の取り組みや商品・サービス・技術の広報に関する連携 

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、東海市の玄関口である

太田川駅周辺の活性化と、その波及効果で東海市全体の創業件数を上げる見込みが出来

る。 

東海市長 鈴木 淳雄 

〒476-0013 愛知県東海市中央町一丁目１ 番地 

電話 0562-33-1111 

■雇用に関する連携 

・東海市合同企業説明会調整会 

中小企業の特性や魅力を周知し、小規模事業者と学生とのマッチングを促進することに

より、人材確保を支援する。大学・高校と共同して協議組織を設立、学生を対象にした

東海市合同企業説明会等の就職フェアを実施する。 

■経営計画策定支援、各種事業の周知・参加依頼 

・経営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

携交流会、各種展示会、商談会等への参加依頼 

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 近藤 通哉 

〒456-0025 愛知県名古屋市熱田区玉の井町 7-30 
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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 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東海支店 支店長 三村 浩也 

〒477-0036 愛知県東海市横須賀町四ノ割３６ 

電話 0562-32-1221 

株式会社三重銀行 頭取 渡辺 三憲 

〒510-0087 三重県四日市市西新地 7-8 

電話 059-353-3111 

株式会社中京銀行 取締役頭取 室 成夫 

〒460-8681 名古屋市中区栄三丁目 33-13 

電話 052-262-6111 

株式会社名古屋銀行 取締役頭取 藤原 一朗 

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目 19-17名古屋銀行本店ビル 

電話 052-951-5911 

株式会社愛知銀行 取締役頭取 矢澤 勝幸 

〒453-0015愛知県名古屋市中区栄三丁目１４番１２号 
電話 052-454-0520 

株式会社十六銀行 取締役頭取 村瀬 幸雄 

〒453-0015岐阜県岐阜市神田町八丁目２６番地 
電話 052-454-0520 

株式会社大垣共立銀行 取締役頭取 土屋 嶢 

〒453-0015岐阜県大垣市郭町三丁目９８番地 
電話 052-454-0520 

半田信用金庫 理事長 本美 勝久 

〒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 代表理事 齋藤 健一 

〒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 

名古屋税理士会半田支部 支部長 東 輝男 

〒475-0903 愛知県半田市出口町 1-130-1 森田ビル 3 階 
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電話 0569-26-0730 

■産学官連携等 

交流会を平成１９年から大府市・大府商工会議所と共催で毎年開催しており、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。また、巡回・窓口支援において技術的・専門的な事項で悩んでいる小規模事

業者に対して公的機関や大学を紹介し産学に対する架け橋を行う。 

（公的機関・大学） 

中部経済産業局 局長 富吉 賢一 

〒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 

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 

東海市 市長 鈴木 淳雄 

愛知県東海市中央町１－１ 

電話 0562-33-1111 

名古屋大学 総長 松尾 清一 

〒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 

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 

日本福祉大学 学長 児玉 善郎 

〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田 

電話 0569-87-2211 

名城大学 学長 吉久 光一 

〒468-8502 愛知県名古屋市天白区塩釜口 1-501 

電話 052-832-1151 

大同大学 学長 神保 睦子 

〒457-8530 愛知県名古屋市南区滝春町 10 番地 3 

電話 052-612-6111 

㈱日本政策金融公庫熱田支店 支店長兼国民生活事業統轄 近藤 通哉 
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〒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 

（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 

あいち産業科学技術総合センター 所長 加藤 和美 

〒470-0356 愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 

電話 0561-76-8301 

（独）中小企業基盤整備機構中部本部 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 

（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 

名古屋市工業研究所 所長 淺尾 文博 

〒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 

■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 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 

（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 チーフコーディネーター 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（中小企業庁）ミラサポ事務局（㈱パソナ） 代表取締役会長ＣＥＯ 南部靖之 

〒100-0822 東京都千代田区大手町二丁目 6-2 6F 

電話 03-5542-1685 

愛知県事業引継ぎ支援センター 
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愛知県名古屋市中区栄二丁目 10-19 

電話 052-228-7117 

■地域資源を活用したまちづくりの連携 

まちづくり会社の「まちづくり東海」と連携し東海市の玄関口太田川駅周辺から町を

活性化させ、波及的効果を狙う。また、東海市内には「東海まつり花火大会」「東海秋ま

つり」など数十万人の人出でにぎわうお祭りもあり、東海市・東海市観光協会・まちづ

くり東海と連携してお祭りなどの地域資源を生かしていく。 

東海市長 鈴木 淳雄 

愛知県東海市中央町１－１ 

電話 0562-33-1111 

東海市観光協会 会長 坂 英臣 

〒477-0031 愛知県東海市大田町後田 82番地の 1（東海市観光物産プラザ内） 

TEL 0562-32-5149 

㈱まちづくり東海 代表取締役社長 近藤 福一 

〒477-0031 愛知県東海市大田町後田 82番地の 1 

電話 0562-77-0789 

■プレスリリース等の情報発信連携 

小規模事業者の取り組みや商品・サービス・技術の広報に関する支援 

㈱中部経済新聞社 代表取締役 社長 永井 征平 

〒475-0858 愛知県半田市泉町１丁目４ 

電話 0569-24-6320 

㈱日本経済新聞社 名古屋支社代表 山崎 宏 

〒460-8366 愛知県名古屋市中区栄 4丁目 16番地の 33 

電話 052-243-3311 

㈱中日新聞社 名古屋本社代表社長 大島 宇一郎 

〒476-0013 愛知県東海市中央町 6丁目 186 

電話 0562-32-0240 

東海タイムス社 社主 橋山 和生 

〒477-0032 愛知県東海市加木屋町北平井 49番地の１ 

電話 0562-34-9819 

知多メディアスネットワーク㈱ 代表取締役社長 中西 満 

〒477-0031 愛知県東海市大田町下浜田 165番地 

電話 0562-33-7101 

㈱愛知印刷工業 代表取締役社長 久野 彰彦 

〒476-0002 愛知県東海市名和町二番割上 52番地の 1 

電話 052-601-4511 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海商工会議所が経営改善普及事業で行う 
巡回窓口支援、記帳、金融指導事業等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営発達支援事業 

・ 地域の経済動向調査・需要動向調査 

に関すること 

・ 需要を見据えた事業計画の策定・ 

実施に係る伴走型の指導・助言 

・ 小規模事業者の提供する商品、サ 

ービスの需要動向及び地域の経 

済動向に関する情報の収集、提供等 

・ 広報、商談会・展示会等の開催又は 

参加、需要の開拓に寄与する事業 

小規模事業者の 

経営発達 

 

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 

関係団体との連携 

 

都道府県 

市区町村 

信金等 

ＮＰＯ 

大企業・中規模 

企業等 

連携 

支援 

事業評価 
小規模企業 
振興委員会 評価 

 

地域経済の活性・再生！ 
 

まちの発展！ 
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