
経営発達支援計画の概要 

実施者名 関市西商工会（法人番号 8200005008093） 

実施期間 平成３０年４月１日～ 平成３５年３月３１日 

目標 

観光知名度が上昇していることに加えて交通利便性の向上が見込める状況を好機

ととらえて、小規模事業者が揺るぎない経営基盤を構築し、創業者・事業継承を含

めた円滑な支援により地域経済の持続的発展にも貢献できるよう個社の強みの整

理、経営課題の把握、解決に向けて支援することを目標とします。この目標達成の

ための実施方針として、①自社の経営意識を高めて、客観的経営分析の中で地域の

強みを生かす戦略策定を全面支援し、特徴ある経営を持続的に行うための経営基盤

の再構築を促します。②地域の強みを生かす戦略策定を事業継承、第二創業も含め

た創業支援にも応用し積極的に支援していきます。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１. 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 地域内の企業の景気動向など地域の経済動向に関する情報を総合的に収集、整

理、分析し、情報提供を継続的に行う。さらに「関市西商工会地区経営状況把握調

査」を実施し比較検証して結果を把握する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  (１)小規模事業者に対する支援ニーズアンケート及び職員巡回による要支援事

業者把握により経営状況を分析し支援する小規模事業者を把握する。 

  (２)経営分析は経営ヒアリングシートを活用して、基本データ・販売商品等・保

有技術・経営資源・財務等多方面から行う。 

  (３)分析結果を数値化・データ化し個社ごとに示して重要性を認識させ、事業計

画策定に繋げる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  (１)支援ニーズアンケートから経営分析に至った事業者に対し、経営計画策定セ

ミナー及び個別相談会の受講を促し経営計画策定に繋げる。職員巡回により

把握した要支援事業者は個社ごとに事業計画策定を支援する。 

  (２)創業・第二創業（経営革新）・事業継承については、関係団体と連携し対象

者の掌握に努め、積極的に支援に取り組み、経営計画策定に繋げる。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 (１)事業計画を策定した全事業者を対象にホロ―アップを実施する。 

 (２)創業等に対しては、計画進捗状況に注意を払い手厚くフォローアップ。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

     事業者の商品・サービスに関する市場情報を、経営指導員が主体的に収集し、提

供する。 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

     商品・サービスのブラッシュアップから、マスメディアなど各種広報活動による

情報発信、商談会・展示会等の開催又は参加による販売ルート／販売機会の開拓、

さらには、持続的な利益創出の模索まで、一貫した伴走支援を実施する。  

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

(１)地域課題・地域振興に地域ごとで取り組む「地域委員会」に参加し、地域の

各種団体と連携して継続的な地域経済の活性化を目指して活動を展開する。 

連絡先 

関市西商工会  〒501-2603 岐阜県関市武芸川町八幡 1443-4 

ＴＥＬ：0575-46-3631 ＦＡＸ：0575-46-3890 

             Ｅ-mail：sekinishi@ml.gifushoko.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 

Ⅰ．関市西商工会地区の特徴                            

 

１．当商工会の成り立ち 
  当商工会は、岐阜県関市武芸川町に本所を置き、洞戸地区、板取地区に支所を持つ。平成 17 年

の市町村合併によって、武芸川町、洞戸村、板取村の３地区が関市に合併されたことに伴い、3 つ

の商工会が合併し、平成 19 年に関市西部を管轄する関市西商工会として組織された。関市内には

当商工会の他に、旧関市を管轄する関商工会議所、上之保地区、武儀地区を管轄する関市東商工会

がある。 

 

２．当商工会地域の特徴 
（1）位置・地勢 

  岐阜県関市の西部に位置する当商工会の管轄地域は、東部は美濃市、西部は山県市、南部は岐阜

市、北部は福井県に隣接しており、南北約 60km、東西約 15ｋｍ、面積 255 ㎢と南北に長い。 

中山間地域であり、山と川に囲まれた自然豊かな地域である。福井県との県境に源を発し、板取

地域、洞戸地域を貫流する板取川、山県市に源を発し武芸川地域を貫流する武儀川と長良川支流が

2 つある。これらの資源を活用した新商品開発も行われている。近年では、名もなき池（モネの池）

も国内外から脚光を浴びている。 

 
（2）交通 

  当商工会の管轄する地区内には鉄道が走っておらず、公共交通機関は、路線バスのみであり本数

も少ない。そのため、住民の大部分が車を利用し生活をしている。 

主要道路は、国道 256 号線であり、板取地区から洞戸地区、武芸川地区を抜け、岐阜市内まで通

っている。岐阜市内まで当商工会本所のある武芸川地域から 30 分程度でアクセスが可能である。高

速道路は、武芸川地域内に東海環状自動車道関広見 IC、隣接する美濃市に東海北陸自動車道美濃 IC

が本所から約 15 分である。東海環状自動車道は、西周りルートの整備が進んでおり、現在共用され

ている関広見ＩＣから四日市ＪＣＴまでの経路が今後 10 年以内完成し名古屋・豊田市方面に加え、

三重、関西方面へのアクセスが高まることが期待されている。当地域は、日本の中心に位置してお

り利便性の高い地域である。 

 

岐阜県 

関市と当商⼯会地区 東海環状⾃動⾞道完成図 

 
 
 

未完成区間 
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（3）人口 
①総人口の見通し 
  関市の人口は、2005 年の

92,597 人をピークに徐々に

減少し、2015 年には 89,631

人となった。国立社会保障・

人口問題研究所によると、関

市の人口は 2040 年には

74,150 人となり、2015 年と

比較し、15,481 人の減少と推

測されている。このことから

人口減少に伴い、市内での市

場は徐々に縮小していく。 

当商工会地域においても

同様に、人口の減少による市

場の縮小が考えられる。 

 

 ②年齢 3区分別人口の推移 
  2014 年の年齢 3 区分別の構

成比は、0-14 歳が 12,427 人

で 13.9％、15-64 歳が 53,379

人で 59.8％、65 歳以上が

26.3％であり、 も人口の多

かった 2005 年と比較し、0-14

歳が 8.1％減少、15-64 歳が

11.8％減少、65 歳以上は

26.7％増加している。このこ

とから、少子化・高齢化が進

む中で、生産人口の減少が進

んでいることがわかる。 
 

 

（4）産業構造 
①地域全体の産業構造 

当地域の産業構造は、平成 18年には製造業(37.0％)を中心に、建設業(19.9％)、卸・小売業(19.9％)、

サービス業(9.0％)、宿泊・飲食業(8.8％)となっていた。これが、平成 24 年になると、製造業(34.7％)

を中心に、建設業(19.8％)、サービス業(17.3％)、卸・小売業(15.1％)、宿泊・飲食業(8.1％)とな

った。 

企業数では、平成 18 年から平成 24 年にかけて地域内の企業数は、468 企業から 444 企業へ減少し

ており、サービス業以外の企業数は減少した。サービス業は、平成 18 年に 42 企業であったものが平

成 24 年には 77 企業に増加し、特に生活関連サービスの増加が目立つ。その一方で、地域の主力産業

であった製造業や、住民の生活に不可欠な小売業の企業数が特に減少しており地域の活力が徐々に失

われている。 

 

 

（出典：統計からみた関市の現状） 

（出典：統計からみた関市の現状） 
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関市西商工会地域事業所業種別割合 

 
関市⻄商⼯会地域企業数の変化 

（出典：平成 18 年は事業所統計、平成 24 年は経済センサス） 

 

 ②地区別の産業構造 

当商工会地区の産業構造の特徴は、武芸川地区と洞戸・板取地区で大きく２つに分けられる。

それぞれの概要と現状は次のとおりである。 

 

ⅰ） 武芸川地区 ⇒ 製造業を中心とした産業構造 

沿革  

武芸川地域は、明治に 盛期を迎えた美濃手漉き和紙産業が、戦後、機械によ

る大量生産に対抗できなくなり、縫製業、金属研磨業、樹脂加工業へと転業してい

った。変わって盛んになった縫製業は、その中心地である岐阜市と近接し地理的に

有利な位置関係から平成の始めにかけて活況を呈していた。 

昭和の終わりから平成にかけて、交通網の整備が進み全国各地で高速道路や鉄道の

整備が進んだ影響から製造業は交通網の利便性が高い地域に集中するようになっ

た。当地域においては、高速道路等の交通網の整備が進んでいなかったことから

徐々に産業が衰退してしまった。 

 

現状  

金属製品製造業、一般機械器具製造業、紙加工品製造業、プラスチック製品製造

業、家具・装備品製造業が地域の産業を支えている。2008 年 340,000 百万円あった

製造品出荷額は、リーマンショックの影響で 266,000 百万円まで減少した。2009

年 4 月に東海環状自動車道関広見ＩＣが共用された影響もあり、その後は徐々に回

復し、2014 年には 334,400 百万円となりリーマンショック以前の製造品出荷額とな

っている。 

 

  建設業 製造業 卸・⼩売業 宿泊・飲⾷業 サービス業 その他 合計 

平成 18 年 93 173 93 41 42 26 468 

平成 24 年 88 154 67 36 77 22 444 
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(出典：ＲＥＳＡＳ) 

 

将来

に向

けた

課題 

 

東海環状自動車道が 10 年以内に完成し、現在よりも交通の利便性が大きく向上

する。日本の中心にある立地を生かし、受注、販路の拡大に期待できる。受注販路

の拡大を目指すためには、商品・サービスのブラシュアップや新商品開発、新事業

展開（経営革新等）が課題である。 

 

 

ⅱ） 洞戸・板取地区 ⇒ 自然資源を活かした観光産業 

沿革  

地域の主要産業は戦後まで林業、製炭業であったが、昭和 30 年代の化石燃料に

よるエネルギー革命の高波によりこれらの産業が徐々に衰退した。昭和 39 年中部

電力によりダム計画が持ち上がり、一時はダム建設の関係者で賑わった。しかし、

昭和 57 年にダム計画が白紙とされたことから地域経済が停滞してしまった。ダム

建設が白紙になった事で残った自然豊かな板取川を中心とした自然資源を活かし

た観光業主体の地区へと転換した。 

 

現状  

自然資源を活かし地域内にはキャンプ場、温泉、民宿などの観光施設が随所に整

備されている。観光事業の一環として主要道路にはあじさいの植栽が行われ、毎年

6 月に「あじさい祭り」が開催され県外からの多くの観光客が訪れる。近年、地元

有志により根道神社の池にスイレンやコウホネを植え「名もなき池（通称：モネの

池）」として人気を博し休日には 2千～3千人の観光客が訪れる県内でも有数の観光

地として国内外の観光客に注目されるなど、地域をあげて観光振興を図り注目を浴

びている。これら観光客をターゲットに、地域産品や特産品を使った商品開発に力

を入れている事業者も多く存在する。 

 

東海環状自動車道 

関広美ＩＣ 

共用開始 
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（出典：平成 28 年 8 月 10 日 日本経済新聞） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将来   

「名もなき池（通称：モネの池）」の影響で増加した知名度を生かし、新たな商品・

サービスの展開により更なる観光客の誘致、リピーターの創出、地域産品を使った

商品展開に期待できる。全国展開を意識した商品開発や既存商品・サービスのブラ

シュアップや、販路開拓が課題である。 
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（5）経営者の高齢化と事業承継 

平成 29 年 3 月に行った経営に関するアンケート調査において、事業承継に関する調査項目に対

する回答は以下の通りであった。回答数 113 件のうち 54 件(47.8％)が現在 65 歳以上の経営者で

ある。 

 

 

 

 

 

 

経営者の状況を把握するために行った項目では、①「しばらく現状維持」53 件、②「後継者確

保済(親族)」16 件、⑤「後継者を調整中(候補者あり)」4 件、⑥「後継者がない」29 件、⑦「廃

業を予定」7 件となった。 

その中で、「後継者がない」と回答した 65 歳以上の経営者は 20 名であり 68.9％を占める。また、

「後継者確保済(親族)」と回答した 65 歳以上の経営者は 12 名であり 75.0％である。 

これら事業者の意志を確認し、要望に応じて個々にあった事業承継支援が必要である。 

また、今後必要とする支援を調査した項目でも、「事業継続のための支援」に次いで、「事業承

継に関する支援」が必要とされている。 

今後、後継者がない事業所を含め円滑な事業承継に向けた支援が課題である。 

 

 

 （6）関市の創業率 

 事業所数が減少する中で期待すべき創業の現

状は、創業比率 4.28％であり岐阜県平均

4.98％、全国平均 6.33％と比較し低くなってい

る。関市全体の創業比率は 4.28％であるが、旧

関市である中心部での創業が大半を占めてお

り、当商工会地区での開業比率はもっと低いの

が現状である。そのため、いかに創業を増やし

ていくかが課題となっている。 

  

調査の詳細 

調査日 平成 29 年 3 月 

回答数 113 件 

経営者年齢 65 歳以上 54 件(47.8％) 

（出典：ＲＥＳＡＳ 創業比率） 
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３．関市第 5 次総合計画 

関市において、平成 29 年度に作成過程にある関市第 5 次総合計画基本方針（平成 30 年から平成

39 年まで）では、まちづくりの方針として以下の 3点を挙げている。 

 

 

 

 

 

 

 

商工業に関する方針は「②地域を元気に、地域を豊に」において、経済が循環する活力あるまち

づくりを目指して次に挙げる 5 つの基本政策が示されている。 

基本政策 内  容 

①地域産業の活性化 まちの活力の源となる産業を振興し、地域経済の循環を促進。 

②商工業の振興 生産性と付加価値の更なる向上を図り、新たなビジネス創出と企業

誘致を推進。 

③雇用対策の充実 魅力ある多様な働き場を作り雇用の創出。 

④農林業の振興 農産物の高付加価値化や、効率的な経営基盤の整備を図る。 

⑤観光の推進 地域資源のブラッシュアップと新たな資源の掘り起こし。 

 

 当商工会では、地区内の事業者の立場に立って、関市の総合計画と目指すべき方向性を共有しな

がら、経営発達支援事業を実施していく。そのため、当商工会では、関市の示す基本政策のうち、

②商工業の振興、④農林業の振興に注力して取り組んでいくこととする。 

②商工業の振興については、商品・サービスのブラシュアップや新商品開発、新事業展開（経営革

新等）支援、創業支援を行うことで、④農林業の振興については、地域産品を使った商品開発、販

路拡大支援を行うことで関市の総合計画に沿った支援事業を実施する。 

商工会の持つネットワークや支援施策を活用し支援することで個々の事業者がもつ様々な課題に

対して伴走支援を行う。 

 

４．現状と課題のまとめ 

事業所数の減少や、経営者の高齢化、後継者不足など様々な理由から徐々に活力を失っている

当地域において、「名もなき池（通称：モネの池）」による観光客の増加や、東海環状自動車道完

成による利便性の向上は大きな転機となる。人口の減少によって地域内での消費が縮小している

現状において、地域外からの当地域へ消費を呼び込むため個々の企業が地域内で基盤を固め活力

を取り戻していくことが当商工会地域の課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関市まちづくりの方針 

①人に寄り添う、人を育む 

②地域を元気に、地域を豊に 

③暮らしを安全に、暮らしを快適に 
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Ⅱ．小規模事業者の中長期的な振興のあり方                      

 

１．今後 10 年間の関市西商工会支援方針 
 

（1）10 年後の小規模事業者 

現在「名もなき池（通称：モネの池）」により観光客の増加や知名度向上で賑わい始めている当

地域において、今後 10 年以内に東海環状自動車道の全面開通が見込まれている。全面開通によっ

て特に関西方面からのアクセスが良くなることで商工業のいずれにおいても外部環境が更に向上

することが予想される。これは当商工会地域において大きな機会である。これらの機会をとらえ

た経営を行うことで地域経済に貢献できる企業であってほしいという想いから、当商工会地域に

おける小規模事業者の 10 年後の目指すべき姿として以下のように設定する。 

 

中長期的に関市西商工会地域小規模事業者が目指すべき姿 

関市西商工会地域に訪れる機会を活かし 

個社の経営力を向上することで当地域を牽引する一員となる 

 

（2）向こう 10 年間の支援方針 

関市西商工会地域に訪れる機会を活かし、様々な課題に対応することで目指すべき姿を、関市

西商工会地域内の事業者と共有し個々の事業者の事業についてはもちろんのこと、地域経済の面

的な活性化についても取り組んでいく。そのため、支援方針を定め今後 10 年間支援方針に従った

小規模事業者に対する中長期的な振興を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．小規模事業者振興の取組方針 

 
（1）5年後の地域経済・小規模事業者の将来像 

5 年後の関市西商工会地域小規模事業者の将来像 

利便性の高い立地を生かした地域外への販路拡大及び 

地域外から当地域へ消費を呼び込むため、 

個々の企業が経営基盤を再構築する 

 
（2）当計画の目標及び取組方針 

小規模事業者が当地域において揺るぎない経営基盤を構築し、創業者・事業承継を含めた円滑

な支援により地域経済の持続的発展に貢献できるように地域における外部環境の理解を促進さ

せ、個社の持つ強みの整理、経営課題の把握、解決に向けて支援することを目標とする。 

関市西商工会向こう 10 年間の支援方針 

方針 1 地域主力産業への支援強化 

方針 2 新たな機会を活かした取組支援 

方針 3 地域の事業者を減少させないための支援 
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①目標及び方針その 1 

目 標 
経営課題に対する意識を高め、地域の強みを十分に理解させた上でこれ

を自社の経営に活用させる。 

方 針 

事業者自身が経営に対する意識を高めていくことを皮切りに、客観的な経営

分析をする中で、自社の経営に地域の強みを活かす戦略策定を全面的に支援

する。その結果として、自社の特徴ある経営を持続的に行うための経営基盤の

再構築を促す。 

 

②目標及び方針その 2 

目 標 
地域が持つ「強み」を活用した形での創業・第二創業（経営革新）・事業

承継の増加。 

方 針 

現状では、事業承継が進んでおらず、また創業率も低いものの、その立地

は、関西経済圏、名古屋経済圏へのアクセスの向上が見込まれ、事業者にとっ

て魅力を秘めた地域といえます。また、自然資源は生かすべき大きな強みであ

る。 

当商工会は、この魅力ある地域の特性を小規模事業者が最大限活用できる

ように支援を行うことで、上記①での、特に既存事業者に対して実施する強みを

活かした戦略策定を支援していく活動に加え、これを事業承継、第二創業も含

めた創業支援にも応用し、積極的に事業承継、創業及び第二創業を支援して

いく。 

 

これらの目標と方針を中心に、関市西商工会地域の個々の事業者に対して、個社の現状と今後につい

て、分析から計画策定、計画実施の各フェーズでの適切な支援を実施していくことで、「中長期的な振興の

あり方」に記載した、「関市西商工会地域に訪れる機会を活かし個社の経営力を向上することで当地域

を牽引する一員となる」を目指していく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）．経営発達支援事業の実施期間                          

 

実 施 期 間 年  数 

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】 

 

（1）現状と課題 

経済動向については、全国商工会連合会や岐阜県商工会連合会が実施する小規模事業者関係の

景況調査など数多くある。これまで景況調査をはじめ各種動向等の情報提供を行ってきたが、公

表された情報を加工、編集せずそのまま提供を行っていたためわかりにくく小規模事業者が有効

利用するまでに至っていない。また、職員も商工会が事業者支援を行うにあたって地域を把握す

る有益な情報として活用していなかった。 

今後は、複数の他機関が調査集計した経済動向調査（２次データ）から情報を集約し、当商工

会独自が行う調査（１次データ）の結果と比較検証することで地域の経済動向を正確に把握し、

的確な指導を行うための基礎資料とし、当商工会地域の小規模事業者に合わせた情報を提供して

いく。 

 

（2）目標 

業界、地域の経済動向を把握し個社に合わせた情報を掴むことで小規模事業者に対して的確な

支援を行うための資料として活用する。また、小規模事業者にとって有益な情報提供を行うこと

で、小規模事業者の抱える課題抽出や経営計画の策定に役立てる。 

 

（3）調査分析の具体的手法 

全国、岐阜県、関市の発表するマクロレベルで収集した経済動向や経営動向に関する情報（2

次データ）を総合的に収集、整理する。収集する情報は、以下のものとし、全国、県、市レベル

での情報を集約する。これに加え、年１回地域内の事業所経営動向・景況動向などに関する「関

市西商工会地区経営状況把握調査」（独自調査）を実施することで 1次データを収集し、当商工会

地域の景況情報を比較検証した結果を把握する。 

 

 

（4）事業内容・情報収集項目 

① ２次データを活用した地域の経済動向情報【拡充】 

 下記の調査資料等を活用し、当商工会の産業構成を踏まえ関連する業界・業態の景況情報等を収集

する。 
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＜経済動向等の情報源とその活用＞ 

情報源 情報収集項目 活用方法 頻度 

「 小規模 企 業白 書」

（中小企業庁） 

全国の小規模事業者

が抱える経営課題な

どの項目 

関市西商工会地域小

規模事業者の経営課

題等と比較(「独自調

査」)し、関市西商工

会地域の傾向を分析 

年 1 回(白書公開後) 

「中小企業景況調査」

（全国商工会連合会・

岐阜県商工会連合

会） 

業種別景況 DI 値（売

上、仕入、資金繰り、

全体の景況感等） 

全国や岐阜県と、関

市西商工会地域の DI

値 と 比 較 ( 「 独 自 調

査」)し、関市西商工

会地域の傾向を分析 

年 4 回(下記「独自調

査」と合わせて行う) 

「経済センサス・商業

統計」（総 務省 統計

局） 

事業所数・販売額・従

業員数等 

岐阜県の同項目と比

較し関市西商工会地

域の傾向を分析 

調査結果に合わせて

(約 2 年に 1 回) 

「ぎふ経済レポート」

（岐阜県商工労働部：

毎月） 

「景況調査」(岐阜県

産業経済振興センタ

ー：四半期) 

「関市景気動向調査」

(関市経済部商工課：

年１回) 

「関市景気動向調査」

(関信用金庫：四半期) 

DI 値(景況調査と同

じ)等 

岐阜県全体の結果と

の比較により関市西

商工会地域の傾向を

分析 

四半期(関市のデータ

は年 1 回の「独自調

査」の結果との比較) 

  

② １次データを活用した地域の経済動向情報（関市西商工会地域経営状況把握調査） 

【新規】 

情報源 情報内容 

職員による地域の小規模事

業者を対象としたヒアリン

グ調査 

（新規事業） 

＜調査項目＞ 

全国商工会連合会・岐阜県商工会連合会が発行する中小企

業景況調査の景況動向と比較検証できるよう次の2点を小

規模事業者に巡回の上ヒアリング調査する。 

①業種別景況 

収集項目：売上、仕入、資金繰り、利益状況、雇用状況、

設備投資、全体の景況感 

②経営上の問題点 

＜調査頻度＞ 

１回／年度 

＜目標・収集方法＞ 

目標ヒアリング事業者数 80 サンプル 

上記、中小企業景況調査に合わせ、４業種（製造業 20 件、

建設業 20 件、小売業 20 件、サービス業 20 件）で調査を

実施。巡回時にヒアリングにて調査を実施。 
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（5）成果の活用方法 

上記で記載した方法によって収集した情報を整理・分析することで、地域の経済動向を把握し

たうえで小規模事業者支援に活用する。また、収集した情報は、当商工会地区に合わせた経済動

向調査表を四半期に１回、レポートにまとめ情報提供を行うことで小規模事業者自身に経済動向

を把握していただき個社ごとの経営に活用していただく。そのうち 1 回は関市西商工会地域経営

状況把握調査の結果を踏まえ他の情報と比較検証した情報をまとめた総合レポートを作成する。 

レポートは、以下の方法で小規模事業者に提供し、マクロ・ミクロの双方の情報として課題の

抽出や経営計画作成時等に活用する。 

 

① 適切な指導を行うための基礎資料としての活用 

  小規模事業者支援を行う上で、業界動向や景況動向の把握は欠かせない。マクロ情報だけでなく、

当商工会地域のミクロ情報を把握し業種別に比較検証することで当商工会地域に合わせた情報と

して支援に活用する。 

 

② 個社支援時の事業計画立案への活用 

個社支援時には、収集した情報の中から対象となる個社に合わせた情報を抽出し、経営分析、

事業計画策定時におけるデータとして活用していく。全国、県、市、商工会地区と比較すること

で地域特性などを確認できるため、より有効的な情報として活用できる。 

 

③ 結果の公表・提供 

レポート化した調査結果や情報は職員の巡回を通して地域内の小規模事業者に提供する他、商

工ニュース配布時に同封し郵送にて配布する。更に、レポートの作成毎に関市西商工会ホームペ

ージにより公開・情報発信を行うことで、管内小規模事業者が細心の情報を閲覧、取得できる体

制を整備する。 

 

④ 巡回を通じた情報提供 

 職員の企業巡回時に、作成したレポートを個々に配布し説明を行い、経済動向を考慮した経営

を促すことで自社の経営分析に繋げる。 

 

（6）定量目標 

 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

関市西商工会地区経営状

況把握調査の実施 
－ 1 1 1 1 1 

レポート発行回数及び HP

での公開・情報発信回数 
－ 4 4 4 4 4 

（総合レポート発行回数） － 1 1 1 1 1 

巡回を通じた情報提供小

規模事業者数 
－ 160 170 180 190 200 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現状と課題】 

これまで経営状況の分析としては、要望があった事業者に対して、専門家を派遣し個別

に対応してきた。一定の成果は見られたものの、受動的な活動となっており、事業者とし

ても目先の課題解決に終始している状況であった。小規模事業者の経営傾向は、地域に根

差し長年営んできた信用・実績に加え技術的にも高い水準にありながら、日々の生産や販

売に追われ、自社の現状・課題について漠然とした感覚で経営に携わっている。また洞戸・

板取地区は急激な人口減少と少子高齢化が進み、武芸川地区においても緩やかではあるが

人口減少と少子高齢化が確実に進んでいる。そのため、これまでの経営手法も含めた自社

の現状把握を多面的に行い、将来への展望を見据えた事業計画を立てることは必要不可欠

となっている。こうした現状にあって当商工会では、巡回指導や窓口相談の際に今後の事

業展開などについて指導し、必要に応じて専門家派遣を推進してきたが、利用事業者の偏

りや対処療法的支援が主体となるなどの問題点があった。 

 

【目的】 

小規模事業者に支援ニーズ把握アンケートを行い、支援希望事業者を抽出し、また巡回

時に支援の必要性が高いと感じた小規模事業者に対して「経営ヒアリングシート」を作成

する。個社ごとの基本データに加え、経営課題や財務状況等諸分析の結果を集約し、当商

工会が運用している基幹システム（※１後述説明）にファイリングし、「事業者情報」の充

実を図ることで、小規模事業者の経営状況等のデータベースを構築する。 

 

※１ 基幹システム：全国商工会連合会が作成し岐阜県商工会連合会が運用している会員

管理ソフトであり、個々の会員支援内容などを記載している。内容は、会員の住所や

代表者氏名などの基本情報のほか、すべての支援ごとの内容及び訪問記録などの支援

履歴やマル経資金あっせん様式などの記入も行えるなど、すべての支援履歴のデータ

を管理することで職員間での情報共有にも繋がる。 

 

【収集方法】 

 個別ヒアリングとして商工会職員が小規模事業者を訪問し、財務諸表を基に経営ヒアリン

グシートにて面談で行う。商工会経営指導員２名で分担して訪問する。 

 

【目標】 

 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経営ヒアリングシート作成件数 ― ２５ ２５ ３５ ４０ ４５ 

経営自己診断システムによる分析件数 ― ２５ ２５ ３５ ４０ ４５ 

 

【把握する手段】 

計画に沿った経営指導員の巡回指導及び窓口相談の際、下記のとおり把握分析すること

に必要と思われる事項を整理、記載した「経営ヒアリングシート」を使って課題の指摘及

び改善策提案に繋げる。 
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【分   析】 

「経営ヒアリングシート」から得た情報及び補助金申請やその他の機会を捉えて得た基

本データ（基幹システム）を基に、事業所の課題に沿った提案を行う。 特に、中小機構の

『経営自己判断システム』を利用し、経営分析を行う。この様な相談指導等と共に、経営

指導員等の巡回や窓口相談の中から、特に業績変動の大きい事業者など、より厳密な経営

分析を必要とする事業者には、専門家を交えた総合的な経営分析を実施する。 

 

【経営ヒアリングシート：項目及び内容】（新規事業） 

 

経営ヒアリングシートに記

載する項目 
具体的に取得する内容 

基本データ 

①業種②従業員数③主要商品・サービス④主要取引先

⑤売上・収益⑥設備投資⑦資金繰り⑧後継者の有無⑨

直面している経営課題⑩必要とする支援内容（補助金、

専門家派遣など）  

販売商品、提供役務の内容・

特徴 

・自社商品の強み、アピールポイント 

・市場や需要の動向についての考え方、取組み 

・生産管理及び販売（営業）体制 

保有する技術、ノウハウ 
・自社技術の強み、知的財産権の有無と関心度 

・設備内容、取引及び関連会社との関係 

経営資源の内容 

・キャリアアップをはじめとする人材育成の体制 

・就労環境、法整備等労務対策の状況 

・後継者問題 

財務状況 
・原価率、利益率の変遷と特徴 

・キャッシュフローから導かれる企業体質 

現在の課題、将来の計画 

⇒事業計画策定 

・課題に対するこれまで取ってきた対策 

・事業者自身が考える課題克服策や具体的展望 

※上記の項目を調査、感じたことや今後の支援策なども付け加える。 

※課題の克服や提案に繋がりそうな事業者には、専門家派遣事業で効果が高かった事例や各

種補助金採択案件の内容を紹介する事例集などを活用する。 

 

【活用方法】 

 分析した経営状況（地域や業種における経営課題、業種別財務指標、自社の経営課題等）

や抽出された個社の経営分析を数値化・データ化し、個社に経営分析の必要性を認識させ、

小規模事業者の実現可能な事業計画策定等に活かす。 

 

①経営ヒアリングシートにて取得した個社情報をデータベース化して、商工会管内事業所

情報の全職員共有化を図り継続した支援に活かす。 

②専門的な支援を要する案件については、職員会議で指導の方向性を定め支援を実 施、

終了後には職員会議で報告し情報の共有化を図る。 

③事業計画策定をはじめ各種支援事業に繋げる。 
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支援スキーム（支援Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ） 

  

会員ニーズ把握アンケート      基本データ 

 ・自社の企業概要          ・自社商品の強み、アピールポイント  

 ・自社の問題点・課題等       ・市場や需要の動向についての 

 ・支援要請の有無           考え方、取組み  

・生産管理及び販売（営業）体制 

・自社技術の強み、知的財産権の有無 

と関心度 

・設備内容、取引及び関連会社との関係 

 

 

 

経営ヒアリングシート 

・キャリアアップをはじめとする人材育成の体制 

・就労環境、法整備等労務対策の状況 

・後継者問題 

・原価率、利益率の変遷と特徴 

・キャッシュフローから導かれる企業体質 

・課題に対するこれまで取ってきた対策 

・事業者自身が考える課題克服策や具体的展望 

 

 

 

 

      経営計画策定 

       ・今後５年間の経営計画書の作成 

       ・経営指導員による作成支援 

・専門家派遣による計画の作成支援 

   

 

 

 

実行・フォローアップ 

       ・経営指導員による伴走支援 

       ・経営指導員による計画の遂行状況確認 

       ・専門家による課題解決支援 

       ・計画の見直し 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

事業計画書策定支援 

 

【現状と課題】 

  当商工会では、これまで小規模事業者に対する経営革新計画、小規模事業者持続化補助

金、岐阜県の助成金獲得等に向けた事業計画の策定提案を行い、専門家も活用し支援を行

ってきたが、補助金ありきの事業計画策定という極めて受動的な取組みに留まり、事業計

画を策定する本来の趣旨が生かされていないという現状にある。 

また、小規模事業者を取り巻く経営環境は年々厳しい状況の中で、小規模事業者が経済社

会の変化に対応し自らの経営を再構築するために、顧客の要望や自社の強み・弱みを踏ま

えた経営計画を策定することが重要な課題である。 

 

【目標】 

小規模事業者からの経営ヒアリングシート聴き取り調査を行い、小規模事業者の課題を解

決するため、実現性の高い事業計画策定支援し、小規模事業者が経営課題を解決するため、

前述「１．地域の経済動向調査に関すること」、前述「２．経営状況の分析に関すること」

の結果を踏まえ、事業計画策定支援を行う。支援にあたっては岐阜県、関市、関市ビジネ

スサポートセンター、中小企業基盤整備機構、（財）岐阜県産業経済振興センター、よろず

支援拠点、地元金融機関・日本政策金融公庫岐阜支店、岐阜県信用保証協会、岐阜県商工

会連合会、岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室と連携し、個社に伴走型の指導・

助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

【支援方法】 

（１）各種情報提供や経営分析支援を行った事業者を含め、経営指導員による小規模事業者

への巡回訪問により「経営ヒアリングシート」から対象者をピックアップし、事業計

画策定を提案し支援する。また、経営計画策定セミナー（年１回開催）を開催し、経

営に対する意識改革を行った上で、参加者から対象者をピックアップし、事業計画策

定を提案し支援する。対象となる各事業所を巡回訪問して経営状況や課題を把握する。

その後、抽出された課題に対して経営指導員により解決策を検討する。さらに専門ア

ドバイザーと連携し事業所個別の課題や専門分野の特異課題に対応していく。 

（２）ピックアップした経営計画策定事業者を巡回訪問し、分析を行った事業者を対象にし

て、中小機構の支援システム「経営計画つくるくん」を活用し事業計画策定を検討す

る。さらに、専門アドバイザー（岐阜県の施策であるエキスパートバンク制度、国の

施策であるミラサポを利用した専門家派遣を活用）と連携し、事業者個別の特異課題

や専門分野に対応していく。 

（３）地域内小規模事業者の優れた商品や技術の需要動向について中小企業基盤整備機構や

地域金融機関と連携し収集分析する。それぞれの個社に応じた情報を提供するととも

に、専門アドバイザーと伴走支援する。 

（４）小規模事業者の事業計画を策定して企業が求める目標に対し、商工会を中心に国・岐

阜県・関市の施策の活用を含めた包括的に小規模事業者の計画策定を支援する。 
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（５）個別相談会の開催により、事業計画策定や経営改善を目指す小規模事業者の経営意識

の変革による掘り起こしを随時行う。 

（６）経営指導員の巡回指導並びに窓口相談時に、小規模事業者からの相談を受けるととも

に、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを図り、岐阜県の施策であるエ

キスパートバンク制度、国の施策である「よろず支援拠点」「ミラサポ」等を利用し専

門家派遣による事業計画策定支援を行う。 

 

【目標】 

支援内容 現状 
H30 年

度 

H31 年

度 

H32 年

度 

H33 年

度 

H34 年

度 

巡回・窓口相談による支援先事業

計画策定件数 
6 10 10 12 12 12 

事業計画作成セミナー及び個別相

談会での事業計画策定支援件数 
7 10 10 12 12 12 

合計支援件数 13 20 20 24 24 24 

 

【目標の根拠と効果】 

的確な年間支援スケジュールを立て、先ず事業計画策定説明会及びセミナーを通して小

規模事業者の事業計画策定を進めていく。次に伴走型支援を強化するため個別相談会やフ

ォローアップを必要に応じて経営指導員と専門家派遣で事業計画の完成度を高める。 

 

創業・第二創業（経営革新）・事業承継の支援 

 

【現状と課題】 

  当商工会管内の板取、洞戸地区に至っては少子高齢化や若年層の地域外流出などによっ

て、今後当地域の人口減少がかなり進み、サービス業の多い板取、洞戸地区では新規創業

や第二創業はここ十年間実績がない。しかし、地域商圏での事業継続及び人口維持・定着

という観点から「創業支援」についても積極的に進めるとともに、時代の変化に合わせた

現事業からの転換や新しい分野への進出・展開を行うため、いわゆる「第二創業」や後継

者対策としての「事業承継」について支援していくことが必要である。 

 

【支援方法】 

創業は、経営指導員を中心に創業予定者の情報を収集するため、関市ビジネスサポート

センターやハローワーク関、近隣商工会との連携し、創業希望者のリストを作成する。対

象者に対しては、毎月１回の巡回訪問を行い創業計画書の作成支援、各種セミナー、補助

金施策等の情報を定期的に提供することで、円滑に操業が図れるよう伴走支援する。 

第二創業（経営革新）・事業承継に関しては、経営指導員が中心となり、小規模事業者巡

回時に面談等を行い、対象事業者を発掘し、現状と課題についてのヒアリングから、課題

に対する解決策の提案や第二創業計画、経営革新計画の策定や承認時の施策について積極

的に周知を行い、２ケ月に１回の伴走支援を実施する。 
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【目標】 

支援内容 現状 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

経営革新策定支援・創業支援 

第二創業・事業承継 等 

支援事業者数 

― 1 1 2 2 2 

 

【事業計画策定支援における連携】 

地域における新産業創出や雇用拡大、創業者の開業準備を支援するため、関市ビジネス

サポートセンター、中小企業基盤整備機構、地元金融機関、岐阜県商工会連合会、岐阜

県商工会連合会中濃ブロック広域支援室、（財）岐阜県産業経済振興センター、日本政策

金融公庫、岐阜県信用保証協会などと連携して経営革新計画策定支援や創業支援を行う。

経営革新申請後及び創業後の課題解決のため専門家派遣などの支援を行いながら、商工

会職員による伴走支援を実施する。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 

現在は補助金申請のための支援の中で必要にかられ事業計画策定していたが、今後は事

業計画策定の目的を明確にし、小規模事業者の経営の持続的発展に向けて事業計画が着実

に推進できるよう、常に進捗状況を把握し適時適所での的確な伴走支援の実施が必要であ

る。 

また、新規創業者・事業承継についても、事業の持続的発展を目指すためにも、事業計

画の重要性を認識させることが課題である。 

 

【目的】 

小規模事業者や創業者が策定した事業計画の着実な実施に向けた支援を連携機関等と連

携し伴走型の指導・助言等を行い小規模事業者や創業者の事業の継続的発展を図る。 

 

① 事業計画策定事業者支援 

【支援方法】 

（１）事業計画を策定した全ての小規模事業者に対して四半期ごとに巡回することで常に

事業計画の進捗状況の把握を行い、経済動向・需要動向の情報の提供を併せて行い、

伴走型支援を実施する。 

経営課題について詳細に把握し、専門的な相談・支援については、各種専門家派遣

制度を活用し支援する。 

また、確実なフォローアップを行うために職員全員で支援内容の把握を行い、情報

の共有を図ることで、より効果的な伴走型支援に繋げる。 

（２）日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の利用が必要な小規模

事業者については、融資後の事業の進捗や資金の活用による効果などを聞き取り、

事業の持続的発展を推進し小規模事業者を支援する。 

（３）小規模事業者が事業計画を策定し求める目標に対し、当商工会を中心に国・岐阜県・

関市の施策を活用し包括的に小規模事業者を支援する。 
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【目標】 

支援内容 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

事業計画策定事業者数 20 20 24 24 24 

フォローアップ回数 80 80 96 96 96 

専門家派遣件数 20 20 24 24 24 

※事業計画策定事業者の全てに対してフォローアップ、専門家派遣を実施し、計画実施に

つなげる。 

 

【目標の根拠と効果】 

  経営指導員が事業計画の策定事業者へのフォローアップを四半期に１度実施する。フォ

ローの内容等により必要に応じて専門家を派遣する。なお、原則は四半期ごとにフォロー

アップするが、事業計画の進捗状況に応じて頻度を高めることも必要である。 

また、融資の依頼などに応じて随時、日本政策金融公庫の小規模事業者経営発達支援融

資制度等の活用を推奨する。 

フォローアップを行った内容については、基幹システムにデータを保存し職員全員で支

援内容の把握を行い、情報の共有を図ることで、より効果的な伴走型支援効果に繋げる。 

 

② 創業・第二創業（経営革新）・事業承継の支援 

【支援方法】 

（１）事業計画を策定した全ての創業者・第二創業（経営革新）・事業承継の小規模事業者に

対しては２ヶ月に 1 回を目途に巡回することで常に事業計画の進捗状況の把握を行

い、経済動向・需要動向の情報の提供を併せて行い、伴走型支援を実施する。 

経営課題について詳細に把握し、専門的な相談・支援については、各種専門家派遣制

度を活用し支援する。 

また、確実なフォローアップを行うために職員全員で支援内容の把握を行い、情報の

共有を図ることで、より効果的な伴走型支援に繋げ、確実な企業経営の安定化に図る。 

（２）第二創業(経営革新)・事業承継については、巡回による経済動向調査・需要動向調査

の情報提供と調査票及び「中小機構の経営自己診断システム」による分析により新事

業展開を図る機会を提供する。また、経営革新計画の策定には、職員・専門アドバイ

ザーにより、経営課題について詳細に把握し、指導・助言する。 

   それにより、企業の成長と安定を図る。 

 

【目標】 

支援内容 現状 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

創業支援（新規創業者）・第二

創業（経営革新）・事業承継 等 

支援事業者数 

― 1 1 2 2 3 

経営革新策定支援・創業支援 

第二創業・事業承継 等 

フォローアップ回数 

― 6 6 12 12 18 
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【目標の根拠と効果】 

  経営指導員が事業計画の策定事業者へのフォローアップを２ヶ月実施する。 

フォローの内容等により必要に応じて専門家を派遣する。なお、原則は四半期ごとに 

フォローアップするが、事業計画の進捗状況に応じて頻度を高めることも必要である。 

また、融資の依頼などに応じて随時、日本政策金融公庫の小規模事業者経営発達支援融資

制度等の活用を推奨する。 

フォローアップを行った内容については、基幹システムにデータを保存し職員全員で支援

内容の把握を行い、情報の共有を図ることで、より効果的な伴走型支援効果に繋げる。 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（1）現状と課題  

小規模事業者の多くはプロダクトアウトの考え方が主流であったが、顧客の顕在化したニーズ

に合わせた商品サービスを提供するマーケットインの考え方が重視されてきている。これに対応

できるように、商工会として新商品開発セミナーの参加を促すことや、専門家派遣制度を活用す

る中で一部の事業者に対してマーケットインの考え方を指導してきた。しかし、考え方の説明の

みに留まり、行動に移すための具体的な方法を支援していなかった。 

小規模事業者は独自で情報を収集し、分析することは難しい。今後は、考え方を示すだけでな

く、個社に対応した具体的な需要動向調査実行までの方法を示した上で顧客が持つニーズの収集、

分析までを支援していく。その後、商品開発から販路拡大までを総合的に支援する。 

 

（2）目的 

小規模事業者が、持続的に発展していくためには買い手のニーズに合わせた商品・サービスを

提供していくことが重要である。そこで、事業計画を策定した全事業所を対象に個社の商品・サ

ービスレベルで需要動向を把握し、買い手のニーズに合った商品・サービスの開発、販路開拓等

に関する個社支援を行う。 

 

（3）調査分析の具体的手法 

個々の事業者の商品・サービスに関する市場情報を、経営指導員が主体的に収集し、提供する。

独自に収集した 1 次データから買い手からのニーズを的確に把握し、これに加え一般に公表され

ている他機関が調査した 2 次データを収集し、1 次データと合わせて総合的に分析することで市

場全体でのニーズに適合しているか、優位性が持てるか判断を行う材料とする。 

 

 ＜需要動向調査に関する俯瞰図＞ 
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（4）情報収集項目 

①1 次データの収集方法とその活用【新規】 

 需要動向調査の第一段階として、個社に合わせた独自調査を実施し、顧客の持つ顕在化したニーズ

と潜在化したニーズを収集する。調査方法は、ヒアリング調査又はアンケート調査とする。調査対象

は、業種業態、経営計画策定時に想定した顧客ターゲットとなる対象に応じてア）取引先調査、イ）

消費者調査の 2種類を想定しており以下で示す方法で行うこととする。 

 

ア）取引先調査（製造業・建設業を想定） 

  取引先調査は、取引先からのニーズを収集するため、ヒアリング調査にて実施する。本調査は、

既存取引先だけでなく、新規取引先に対するニーズ調査も含み、取引先から個社の製品に対する要

望やニーズを直接収集することを目的とする。 

 

ⅰ）対象業種及び調査項目 

対象業種 調査方法 調査項目 

製造業 

建設業 

バイヤー（個人を含む買い手）

へのヒアリング 

性能、品質、価格、デザイン、改善希望、技術、

製品に対するニーズ等 

尚、対象業種は例示であり、調査項目は個々の業種業態、取引先との関係性を考慮し決定する。 
 

取引先調査は、個社の業種、製品に合わせて調査対象、調査項目を設定することになるが、ここで

は想定されそうな業種について具体的に例示する。 

 

ⅱ）取引先調査の想定される具体例 

業種 
商品・ 

サービス 
調査対象 調査方法 調査項目 

部品 

製造業 
特殊機能ネジ 

自動車部品メーカー

の担当者 

メッセナゴヤ等の製造業向け商

談会や見本市でブース出展する

ことで製品に対する機能性評

価、技術評価、改善要望をヒアリ

ング 

製品評価、改善要望、業界

でのニーズ等 

食品 

製造業 

百貨店・スーパ

ー向け焼菓子 
スーパーのバイヤー 

商工会地区内にあるスーパーに

持ち込み新商品に対する商品評

価、パッケージ評価について試

食を含めた感想をヒアリング 

商 品 評 価 、 パ ッ ケ ー ジ 評

価、価格・納入体制評価等 

 

ⅲ）調査方法 

 取引先ニーズ調査は各小規模事業者の既存取引先や、「メッセナゴヤ」等の展示会、岐阜県商工会

連合会が企画する「バイヤーニーズ対応型商談会」等において見込み取引先担当者へのヒアリングに

より情報収集を行う。 

 限られた時間の中で取引先のニーズを的確に把握するため調査項目は、個々の目的や商品に応じて

事業者と共に事前に検討する。検討内容を踏まえた調査票を作成し、調査票に基づきヒアリング調査

を行う。個々の事業者と共にヒアリング事項を検討する事により、基本的な項目の他に、業種業態や

取引先との関係性、専門性を考慮したヒアリング事項の決定が可能となり、顕在化したニーズ、潜在

化したニーズを引き出すことができる。 

 

ⅳ)サンプル数の想定  

調査１案件ごとに 5 件のバイヤーに対するヒアリングを行うことを目標とする。 
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イ）消費者ニーズ調査（卸売・小売業・サービス業・宿泊業を想定） 

消費者ニーズ調査は、個々の商品・サービスにおける経営計画策定時に想定した顧客ターゲット等

の意見を収集するため、アンケート調査にて実施する。本調査は、地域内外関係なく対象者の意見を

多く収集し、個々の商品・サービスに対する率直な意見、感想、ニーズを収集・分析することを目的

とする。 

 

ⅰ）対象業種及び調査項目 

 

尚、対象業種は例示であり、調査項目は、個々の業種業態、ターゲット属性を考慮し決定する。 

 

 消費者ニーズ調査は、個社の業種、商品・サービスに合わせて調査対象、調査項目を設定すること

になるが、ここでは想定されそうな業種を具体的に例示する。 

 

ⅱ）消費者ニーズ調査の想定される具体例 

業種 
商品・ 

サービス 
調査対象 調査方法 調査項目 

飲食業 
レ ス ト ラ ン の

新メニュー 
女性20～30代 

商工会職員および商工会女

性部の家族の内、対象層で

の試食とアンケート 

味・食感・価格・分量・訴求

方法などについての生の評

価・声を収集 

サービス業 キャンプ場 

小中学生を 

持つ親 

（県外在住者） 

アウトドア好きが集まるスポー

ツイベントに集まる家族連れ

を対象にアンケート 

キャンプに対するイメージ、

知識、道具の有無、あるとい

い設備等を収集 

 

ⅲ）調査方法 

 消費者ニーズ調査は、経営計画策定時に想定した顧客ターゲットの属性に合わせて a)地域内イベン

トを活用した調査、b)商工会組織を活用した調査のいずれか、または双方によって調査を行う。 

地域内イベントは年に数回しかなく、時期によっては調査できないことが想定される。そのため、

商工会主導で行うことができる商工会組織を活用した調査を行うことで、時期によらず随時調査を実

施できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

対象業種 調査対象 調査項目 

卸売・小売業 

経営計画策定時に想定

した顧客ターゲット等 

商品評価（味、デザイン、価格）、年齢、性別、感想、

ニーズ等 

サービス業 

宿泊業 

年齢、性別、住所、サービスの質、価格適正、設備、

雰囲気、感想、ニーズ等 
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a ）地域内イベントを活用した調査 

地域内のイベントである関市西秋の祭典、関サイクルツーリング板取、キウイマラソン等において、

参加者や来場者に対するアンケート調査を実施する。 

イベント名 来場者数 来場者属性 

関市西秋の祭典 
11 月第 1週の土・日両日開催 

両日合計で約 5,000 人来場 

・参加者住所地 

関市内 80％、その他県内 20％ 

・特徴 

関市の住民を中心として老若男

女の幅広く来場 

関サイクルツーリング板取 

ツーリング参加者約 500 人及

び家族・応援者約 1,500 人 

合計で約 2,000 人来場 

・参加者住所地 

関市内 10％、その他県内 50％、

県外 40％（青年・壮年の男女中

心） 

・特徴 

ツーリング参加者は、中学生か

ら 60 歳、男性参加者が大半 

応援者は、参加者の家族が多い 

キウイマラソン 

マラソン参加者約 1,800 人及

び家族・応援者約 1,700 人 

合計で約 3,500 人来場 

・参加者住所地 

関市内 20％、その他県内 65％、

県外 15％（青年・壮年の男女中

心） 

・特徴 

16 部門での開催のため、セグメ

ントが詳細に分けられる。老若

男女様々な参加者がある 

調査を行うイベントについては、調査対象とする商品・サービスのターゲットが来場客属性と一致

するイベントで行うこととする。限られた時間の中で消費者ニーズを的確に把握するため調査項目

は、個々の目的や商品に応じて事業者と共に事前に検討する。検討内容を踏まえアンケート調査票を

作成し、調査票に基づきアンケート調査を行う。 

例えば、具体的な例示で示したキャンプ場であれば、県外からの参加者が多いスポーツイベントで

ある関サイクルツーリング板取にて県外から応援にきた子供連れの参加者家族に対してキャンプに対

するイメージ、知識、道具の有無、あるといい設備等を調査することでニーズの収集を行う。 

 

ｂ）商工会組織を活用した調査 

商工会独自のネットワークを活かし、個々の商品・サービスにあったターゲット属性を限定したア

ンケートを職員、女性部、青年部等に対して実施することでニーズの収集を行う。例えば、若い男性

をターゲットにしたメニューを開発した飲食店の場合、事前に調査票を準備した上で、青年部の行う

会議の際に試食会を実施し対象商品に関するアンケート調査を行い率直な意見を収集することでメ

ニューの改良を行う。 

 

ⅳ)サンプル数の想定  

a ）地域内イベントを活用した調査、ｂ）商工会組織を活用した調査のいずれか又は、双方で 1案

件につき 30 件の消費者に対するアンケート調査を行うことを目標とする。 
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②1 次調査の活用方法 
 1 次調査で行う取引先調査及び消費者ニーズ調査は、個々の事業者に対し、収集した情報を整理分

析し、事業者の持つ強みと合わせて取引先のニーズに合った改良、開発ができるようにフィードバッ

ク、提案を行うために活用する。また、提案を行うだけではなく実際に行動に移せるよう関係各機関

(専門家等)と連携を図りその後の商品改良・開発支援から新たな販路の開拓まで一貫して支援を行っ

ていく。 

 

③１次データを補完するための 2次データの収集方法とその活用【新規】 

第 2段階として、一般に公表されている他機関が調査した 2次データを利用する。2 次データは、1

次データの分析結果を補完するものとして利用する。 

 

ⅰ）実施内容 

行政機関や業界団体・企業が実施している調査結果を調査・収集し提供することで、客観的な視点

で小規模事業者の保有する製商品・サービスの需要動向を把握することができる。これにより、販売

ターゲットの選定や販路の選定、開発商品の選定等において独自に収集した１次データと他機関の提

供する２次データを合わせて、全国的な需要動向であるのか、地域的な需要動向であるのか等を検証

することで、より需要の高いものを選択し、事業の精度を高めることを目的とする。 
 
（a）内閣府が実施する「全国消費動向調査」 

情報の 
収集・分析 

内閣府が発表している「消費動向調査」の結果を収集し、全国の一般消費者が消費に

対してどのような考えを持っているか、またその推移を分析する。商業・サービス業な

ど直接の保有商品等との関連がある小規模事業者に限らず、製造する部品が使用されて

いる商品、保有する技術によって生み出されている商品等の情報を収集することで、

終商品を製造していない小規模事業者も活用することができる。 

調査項目 
消費者の意識（毎月）、物価の見通し（毎月）、旅行の実績及び予定（6、9、12 及び 3 
月）、自己啓発、趣味・レジャー・サービス等の支出予定（6、9、12 及び 3 月）、主

要耐久消費財等の保有・買替え状況（3 月）、世帯の状況（毎月） 

目  的 
「全国消費動向調査」を活用し、全国的な消費動向から消費者需要を確認する。独自調

査によって収集した１次データの情報を合わせて検証することで小規模事業者の販売

戦略・商品戦略・広報戦略の立案に活かしていく。  
 
（b）市場情報評価ナビ「MieNa」 

情報の 
収集・分析 

市場情報評価ナビ「MieNa」を活用し、個社に合わせた市場情報をミクロ市場で収

集、分析をする。個社に合わせた商圏内での人口構成、世帯構成、購買力等の数値デー

タを収集・分析することで地域内での需要を推測することができる。これによって個社

に合わせた有益な情報提供を行うことができる。 

調査項目 都道府県の経済動向、県内・市内の経済水準、指定範囲での市場規模、人口詳細(人口

年齢別構成、世帯構成、世帯収入、流入流出、人口伸び等)、業種別事業所数 等 

目  的 

市場情報評価ナビ「MieNa」を活用しミクロ市場での消費動向・購買力、近隣地域に

おいてどのような分野で消費需要があるかを把握し、独自調査によって収集した１次デ

ータの情報を合わせて検証することで小規模事業者の販売戦略・商品戦略・広報戦略の

立案に活かしていく。 
 



25 
 

 
（c）日経ＰＯＳ情報・売れ筋ランキング  

情報の 
収集・分析 

日経テレコンが公表しているデータを活用する。全国のスーパーマーケット 店頭で

販売されている加工食品・家庭用品のＰＯＳデータ（商品１品ごとの販 売データ）に

基づく売れ筋商品ランキングを収集し、刻々と変化する市場の動向を速く、正確に把握

する。商業・サービス業など直接の保有商品等との関連がある小規模事業者に限らず、

製造する部品が使用されている商品、保有する 技術によって生み出されている商品等

の情報を収集することで、 終商品を製造していない小規模事業者も活用することがで

きる。 

調査項目 小規模事業者の保有する製商品・サービスに応じて、商品分類ごとの商品別ランキン

グ、金額シェア、平均価格 

目  的 
日経ＰＯＳ情報・売れ筋ランキングから収集した情報を、独自調査によって収集した１

次データの情報を合わせて検証し、トレンドや流行りを見極めることで、売れる商品開

発、仕入れなどに活かしていく。 
 

④ １次データと２次データを総合した活用方法 

事業計画を策定した事業者や、その他販路開拓を目指す事業者の内、独自調査を実施し１次デ

ータを収集した個社に対して、１次データの分析結果を補完する目的で関連する２次データと合

わせてレポートを作成し個社へ提供する。 

収集した情報を集計し、年齢や性別など関連性の高い項目はクロス分析を行うことで個々の商

品・サービスのコアターゲットにズレはないか明確にする。また、消費者のもつ客観的な意見や

ニーズを商品・サービスの改良や改善に活かすことができるように、個社ごとにレポートを作成

し、収集した情報と、集計結果から見えてきた傾向や課題を巡回時及び窓口相談時に説明。その

後、課題解決に向けた取り組みを支援する。必要であれば、関係各機関と連携を図りその後の商

品改良・開発支援から新たな販路の開拓まで一貫して支援を行っていく。 

 

（5）需要動向調査後の展開 

情報提供のみに終わらせず、市場開拓の可能性、事業計画の変更の検討など、実際に事業活動

へと反映させるように、経営指導員がアドバイスする。環境変化に合わせた事業計画の変更も提

案し、計画変更の支援もすすめる。これにより、日々変化する顧客のニーズや市場環境に合わせ

た商品・サービスを適用できるようになる。 

また、収集した需要に応じ対象となる個社の商品・サービスについて、現行商品・サービスの

リニューアル、次期の試作品開発やブラッシュアップへとつなげていく。 

 

（6）定量目標 

項目 単位 実績 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

取引先調査＋２次データで補完して作成した個

社ごとの需要動向に関するレポート提供 

（製造業・建設業を想定） 

社 - 5 5 7 7 7 

消費者ニーズ調査＋２次データで補完して作成

した個社ごとの需要動向に関するレポート提供 

（卸売・小売業・サービス業・宿泊業を想定） 

社 - 16 16 19 19 19 

目標合計 社 - 21 21 26 26 26 

※各項目の内訳は支援対象先の業種・業態によって変化するが、目標合計件数は固定する 
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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】 

 

（1）現状と課題 

小規模事業者は、資金不足や人員不足といった様々な要因から販路開拓を思うように行うことが

できない場合が多い。販路開拓に関連するセミナーや展示会、物産展への出展、各種メディアへの

露出、各種補助金など様々な施策があるが、これまでは積極的に活用できるような情報提供や支援

を行っていなかった。今後は、販路開拓に弱い小規模事業者を支援する為にも、積極的な販路開拓

に向けて適切な施策活用を促すとともに、商品のブラシュアップなどの支援を行う必要がある。ま

た、都市部の事業者と比べ遅れているIT化を推進することで、展示会等のイベントに頼らない需要

開拓支援を行う必要がある。 

 

（2）目的 

販路開拓を目指す個々の事業者について、商品・サービスの付加価値を増加させ、情報発信・

ＰＲから販売ルート開拓、利益確保の実現まで全面的に支援する。 

 

（3）支援の具体的手法 

販路拡大を目指す事業者に対して、様々な支援政策

の活用と、各種機関との連携を通じて積極的な支援を

実施していく。具体的な支援手法は以下のとおりであ

る。 

 

① 販路拡大のための商品・サービスの改良・修正支援 

（対象事業者：事業計画を策定した全事業所） 

需要動向調査で得られた調査結果を反映し、各

種の業界に通じた専門家によるブラッシュアップ

により、個社の開発した商品・サービスの改良・

修正等、商品価値を高めるため商品・サービスの

訴求コンセプトの規定、商品のパッケージデザイン、商品・サービスの内容等についてブラシ

ュアップ支援を実施する。 

 

② 販路開拓のための情報発信支援 

（対象事業者：事業計画を策定した全事業所） 

（ⅰ）マスメディアの目を引く魅力向上支援 

  プレスリリースを出す際、より洗練された技術や商品・サービスであった方がメディアに取り上

げられる可能性が高くなる。よって、マスメディアに取り上げられるためのポイントを指導するな

ど、技術や商品・サービスの魅力向上に向けた支援を実施する。 

 

（ⅱ）マスメディアへの一斉プレスリリースの実施  

新たな商品・サービスやイベントなどの認知度を高めたい小規模事業者を対象に、マスメディア

（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ）へのプレスリリースを商工会にて取りまとめて一斉に実施する。

一事業者として実施するよりも、公的支援機関としての信用度を使い商工会を通しマスメディアに

対してプレスリリースをすることで掲載される可能性を高めるように支援を実施する。 
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（ⅲ）Ｗｅｂを活用した情報発信の支援 

 近年、各企業のオフィシャルホームページなどＷｅｂを活用した情報発信が重要になっている。

しかし、小規模事業者はＷｅｂを活用した情報発信に弱い。そこで、事業者が自発的に情報発信を

行うことができるように、本格的なネットショップも簡単に作成できる無料ホームページ作成サー

ビスJimdoやWix等を活用し個社のホームページの構築支援や、SNS等を活用した情報発信支援を実施

する。 

 

③ ビジネスマッチング・展示会等による販路拡大機会の獲得支援 

（ⅰ）全国商工会連合会の施策活用 

対象事業者 卸売・小売業・サービス業等 

取組内容 

 

全国へ販路拡大を目指す小規模事業者に対しては、全国商工会連合会が実施す

る施策を積極的に活用するよう支援を行う。具体的には、「むらからまちから館

（全国物産販売所）」、「ニッポン全国物産展（物産展）」等の活用を促すこと

で全国への販路拡大を支援する。商品の出品、出展支援を行うだけでなく、事前

に前述の「①販路拡大のための商品・サービスの改良・修正支援」を行うことで

商品力を高め販路拡大支援を効果的に実施する。 

 

 

（ⅱ）大規模展示会、商談会への出展支援 

対象事業者 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業・宿泊業等 

取組内容 

 

全国規模の展示会や商談会などの情報提供を行い、出店を促すことで知名度の

向上と販路の拡大を目指す。商工会は、出展にあたっての事前準備や商品のブラ

シュアップだけでなく、出展した後にもつながるよう、来場者に対してアンケー

ト調査の実施を促すなど次の展開を考える材料集めの場として効果的に活用でき

るように支援を実施する。 

 

 

（ⅲ）岐阜県商工会連合会等の施策活用 

対象事業者 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業・宿泊業等 

取組内容 

 

県内各地への販路拡大を目指す小規模事業者に対しては、岐阜県商工会連合会

が企画する「バイヤーニーズ対応型商談会」や地元金融機関である十六銀行が主

催する「サプライヤー探索サービス（逆見本市商談会）」等への参加を促す。「バ

イヤーニーズ対応型商談会」や「サプライヤー探索サービス（逆見本市商談会）」

は、バイヤーのニーズに合わせた商品・サービスを募集し、直接商談する機会を

設ける商談会である。買い手からのニーズを事前に把握し商品提案することや、

商工会のネットワークを生かし、売手探し、紹介、斡旋をする等の支援を実施す

る。商談会への参加を促すことや、紹介、斡旋を行うだけでなく、事前に前述の

「①販路拡大のための商品・サービスの改良・修正支援」を行うことで商品力を

高め販路拡大支援を効果的に実施する。 
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（ⅳ）近隣商工会、関市等が主催するビジネスマッチングへの参加 

対象事業者 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業・宿泊業等 

取組内容 

 

地元周辺地域への販路拡大を目指す小規模事業者に対しては、郡上市商工会が

独自に実施する「郡上ビジネスマッチング」や、関市が主催する「ビジネスプラ

ス展in SEKI」への参加を促す。郡上市商工会と関市が年に1回実施するビジネス

マッチングは地元企業を中心とした中小企業が参加するため、小規模事業者も参

加しやすく商談や取引に繋がる可能性が高いのが特徴である。これに参加を促す

ことにより地元周辺地域での販路開拓を支援する。主催者が商工会と関係性が深

いことから、出展者情報を事前に取得し、情報提供することで小規模事業者は事

前準備を周到に行うことが出来る。また、「①販路拡大のための商品・サービス

の改良・修正支援」を行うことで商品力を高め販路拡大支援を効果的に実施する。 

 

 

（ⅴ）他社ＥＣサイトを活用した販路開拓支援 

対象事業者 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業・宿泊業等 

取組内容 

  

展示会や商談会の出展だけでなく、ＥＣサイトを活用した販路開拓を支援する。

全国商工会連合会が開設する「ニッポンセレクト.com」や民間企業が開設するネ

ットショッピングサイトへの出店・出品を支援することで近隣地域だけでなく全

国規模の販路開拓を行うことが出来る。また、「②販路開拓のための情報発信支

援」を合わせて実施することで、プレスリリースやＷｅｂを通して注目度を高め

売上に繋がるように支援を実施する。 

 

 

（ⅵ）個社ホームページの作成・改良による販路開拓支援 

対象事業者 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業・宿泊業等 

取組内容 

 

現在、ホームページを開設する多くの事業者はホームページを開設しているが

企業紹介でとどまっているものが多い。事業者個々で開設しているホームページ

を販路開拓に適した形に作成・改良に向けた支援を実施する。そのため、販路開

拓を行うため業種に合わせたホームページの改良支援を行う。具体的には、ショ

ッピングカート機能、宿泊予約機能、見積り機能の追加、お問い合わせ先への導

線づくり等 

また、ホームページを持っていない企業については、上記のような機能を合わせ

て販路開拓を見込むことが出来るホームページの作成支援を行う。 

 

 

上記（ⅰ）～（ⅵ）の支援で、小規模事業者に販路開拓支援を実施する。商談会、展示会やＥＣサイ

トへの出店・出品を促すだけでなく、実績、成果として商談件数、商談の進捗状況、売上高等を確認

することで取組に対する評価を行い、より効果的な取組を実施できるように継続的に支援を行ってい

く。 
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（4）定量目標 

項目 単位 実績 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

① 「商品・サービスの改良/修

正」 
社 3 5 6 7 8 9 

②「販路開拓のための情報発信」 社 － 15 15 18 18 18 

(ⅰ)プレスリリース 社 － 5 5 6 6 6 

(ⅱ)魅力向上支援 社 － 5 5 6 6 6 

(ⅲ)Ｗｅｂサイト活用 社 3 5 5 6 6 6 

③「ビジネスマッチングによる販

路拡大機会の獲得」 
社 13 21 24 31 34 35 

(ⅰ)全国商工会連合会の

施活用 
出店数 社 1 2 2 3 3 3 

成約件数 件 未 1 1 2 2 2 

(ⅱ) 大規模展示会、商談

会への出展支援 
出店数 社 1 2 2 3 3 3 

成約件数 件 未 1 1 2 2 2 

(ⅲ) 岐阜県商工会連合

会の施策活用 
出店数 社 4 4 5 6 7 8 

成約件数 件 未 2 3 3 4 4 
(ⅳ) 近隣商工会、関市等

が主催するビジネスマッ

チングへの参加 

出店数 社 3 5 5 6 6 6 

成約件数 件 未 2 2 3 3 3 

(ⅴ)他社ＥＣサイトを活

用した販路開拓支援 

出店数 社 1 3 5 7 10 10 

1社あたり

の売上高 
千円 10 50 80 100 120 150 

(ⅵ)個社ホームページの

作成・改良による販路開

拓支援 

支援数 社 3 5 5 6 6 6 

販売・問合せ 件 未 3 3 5 5 5 

※②、③の内訳に関しては支援案件の内容により変動することがあります。 

※事業計画を策定したすべての事業所を対象にします。 

※目標件数は、重複支援を行う事業所もあることから、事業計画策定支援者数と一致しないが、事業計画

策定事業者には①から③のうち、いずれかの支援のうち一つ以上は必ず実施する。 

※商談件数については、③「ビジネスマッチングによる販路拡大機会の獲得」支援事業者で、1事業者に対

して3件程度の商談を実現することを目標とする。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

（１）地域委員会との連携について 

 

【現状と課題】 

関市は平成２３年９月より「市民との協同によるまちづくり」を大きな施政の柱とし、

多様化する住民要望や地域ごとの課題解決・地域振興は地域のあらゆる関係者や団体で組

織する「地域委員会」にゆだねることとした。このことを受けて当商工会地域には三つの

地域委員会が立ち上がることとなり、商工会も各地域委員会に加わった。地域委員会はそ

れぞれ発足時に地域振興１０年計画を作成し、商工会は同計画の地域経済活性化や地域お

こしに資することを重点に役割を担うこととなった。 
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課題としては、地域委員会を市の下請け組織程度に捉えている住民が多く、構成団体の

役割分担や連携にも不十分なところがあり、地域住民自らが地域づくりの役割を担うとす

る共通認識を持つに至っていないことが挙げられる。 

 

・地域委員会名および発足年月日 

  武芸川 ： 武芸川地域委員会       平成２７年４月１日 

  洞 戸 ： 洞戸地域委員会        平成２８年４月１日 

  板 取 ： 板取地域委員会        平成２７年８月５日 

 

・地域委員会を構成する主な団体等（それぞれ地域支部） 

  自治会連合会（地域の単位自治会長全員で組織する会）、民生児童委員協議会、青少年健

全育成協議会、日赤奉仕団、文化協会、老人クラブ連合会、地区小・中学校ＰＴＡ、商工

会及び商工会青年部、漁業組合、森林組合、観光協会、社会福祉協議会、消防団、各種生

産組合、スポーツ推進委員など 

 

・地域委員会が実行委員会を組織し、商工会が構成員に加わる主なイベント 

 ＜武芸川＞ 

  ・武芸川ふるさと夏まつり及び花火大会 

  ・関にし秋の祭典in武芸川（３年に１度開催） 

  

＜洞戸＞ 

  ・ほらどキウイマラソン大会 

  ・清流板取川ほらど花火大会（４年に１度開催） 

  ・関にし秋の祭典in洞戸（３年に１度開催） 

 ＜板取＞ 

  ・関市板取あじさいまつり 

  ・関にし秋の祭典in板取（３年に１度開催） 

 

【今後の取組】 

地域の課題は地域の関係者で解決しようとする地域委員会が設立されたことにより、地

域の課題解決の取組や地域活性化のためのイベントなどの、拡大・縮小・内容見直し等を

地域委員会内で話し合い自己決定する環境が整いつつある。商工会としては、前出のイベ

ント開催などについて、一過性の賑わい創出ではなく継続的な地域経済の活性化につなが

る見直しを提案し、地域の各種団体と事業の方向性を共有し、協力して事業取組を推進す

る。また、次の二つの事業について、三つの地域委員会の相互連携・協力により意識の共

有を図りながら事業を展開し、結果として関市西地域の一体感の醸成に繋げていく。 

 

「関市西地域商品券」の発行について（拡大事業） 

 

【現状と課題】 

現在、経済循環の悪化から消費購買力の低下が著しいことから、小売業・飲食業・サー

ビス業を中心として、買いまわり消費を拡大させるため地域委員会と協力して「武芸川町
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ふるさと花火大会協賛賞品」・「敬老会の記念品」として武芸川町商品券発行事業を実施し

ている。 

しかしながら、この商品券発行事業は、武芸川町地域限定であり、洞戸地域、板取地域で

の使用ができず、当商工会管内を網羅できていないのが課題である。 

また、イベント発行のため、一般消費者の購入希望には応じられないため消費購買力の高

揚には至っていない。 

 

【事業内容と目的】 

地域商品券については、現在武芸川 地

域委員会とのイベント発行のみであ る

ため、今後は洞戸・板取両地域委員会 と

協力して洞戸・板取地域でも使用でき る

「関市西商品券」発行事業を実施し て、

一般消費者に対してもギフト用とし て

売り出し、関市西商工会管内の消費購買力を小規模事業者に取り戻し、消費を喚起するこ

とにより、地域経済の振興、活性化を図ることを目的とする。そのため事業所が金融機関

で換金する際にも手数料は商工会負担とする。 

 

 H26 H27 H28 現状 H30 H31 H32 H33 

発行枚数（枚） 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 5,500 6,000 6,000 

発行金額（千

円） 
1,500 1,500 1,500 1,500 2,500 2,750 3,000 3,000 

換金率 （％） 88.2 86.8 90 90 90 90 90 90 

取扱加盟店数 39 37 33 33 50 60 70 70 

 

「関市西地域の魅力ある観光スポット・イベント」の有効活用（新規事業） 

 

【現状と課題】 

当商工会管内には主に５ヶ所「道の駅（２ヶ所）」「温泉施設（２ヶ所）」「洞戸観光やな」の

人気施設がある。また「関市サイクルツーリング」「ほらどキウイマラソン大会」「関市板取

あじさいまつり」といった集客力のあるイベントが実施されていが、統一的・継続的な集客

の取り組みには至っていない状況にある。 

一方で、昨年（平成２７年）夏ごろから、板取地区にある「名もなき池」が画家「モネ」の

「睡蓮」の絵の美しさを彷彿とさせるとして「（通称）モネの池」として全国的に話題となり、

土・日曜日には１日2,000人前後、平日でも500人前後の見物客が訪れる状況となり現在も継

続しているが、今後も安定した入込客として維持できるか、また、入込客を当地域の活性化

にどうつなげるかが課題となっている。 

 

【事業内容】 

「（通称）モネの池」を目的とする入込客が増加したことをうまく利用して、地域内の三つの

地域委員会が連携し、共同で以下の事業を展開することにより前出の５ヶ所の人気施設やイ

ベントの来場者のかさ上げに繋げ、地域経済の活性化を図る。 
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１．「（通称）モネの池」来場者に地域施設やイベントに対する要望等を調査し、各スポット

やイベントへの課題や満足度等を把握し、さらなる集客増加やリピーター増加に繋げ、

当地区内の飲食業・サービス業への売り上げ増加につなげる。 

２．「関市サイクルツーリング」参加者に実施している地域店舗のおもてなし割引券等を、当

地区へのアウトドア・健康志向の来訪者へ拡大し、地域全体が地域来訪を歓迎する機運

を醸成し、リピーター増加に繋げ、当地区内の飲食業・サービス業への売り上げ増加に

つなげる。 

３．イベント参加者からの要望事項の分析により、新たな需要の動向把握をし、小規模事業

者に顧客ニーズ等の情報提供し、集客増加の一助とする。また、これら情報を地域外に

発信することで新たな小規模事業者の当地区への出店や進出を促進する。 

 

地域委員会構成図 

 

 

  

                 

       

 

 

 

 

        

                          

                  

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅 むげ川 板取川温泉 洞戸観光やな 

（通称）モネの池 関市サイクルツーリング ほらどキウイマラソン 

（所属団体名） 

・関市西商工会 

・関市観光協会 

・社会福祉協議会 

・青少年健全育成協議会 

・日本赤十字社奉仕団 

・文化協会 

・老人クラブ連合会 

・漁業協同組合 

・各地域小・中学校ＰＴＡ 

・各地域内自治会 

・その他地域の団体 

（委員会名） 

・武芸川地域委員会 

・洞戸地域委員会 

・板取地域委員会 
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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み         

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
（1）現状と課題 

事業者への支援内容が専門的かつ複雑多岐にわたり、業種によってのきめ細かい需要動向等デ

ータ取得及び各種分析、更には将来的な見通しを提案するなど事業者ごとに経営課題が複雑化し

ている。これに対して、経営指導員個人のスキルアップのみでは小規模事業者の望むトータル支

援への対応は難しい。また、経営指導員の定数削減や頻繁な異動などの問題も避けて通れない。 

 

（2）目的 

事業者の複雑化する経営課題に対してより効果的な支援を行うため他支援機関との積極的な連

携をおこなうことで小規模事業者に対するより効果的な支援を行う。情報交換を密に行いながら

ノウハウを共有し、相互に支援力の向上を図ることで、地域小規模事業者の持つ課題に対応して

いく。 

 

（3）具体的手法 

事業者支援のノウハウ、支援の現状などを他の支援機関との連携を行うため、近隣商工会との情報交

換会の開催、商工会以外の支援機関（行政、岐阜県産業経済センター、岐阜県よろず支援拠点、岐阜県

中小企業団体中央会、岐阜県信用保証協会など）との情報交換、懇談会などを定期的に行い支援力向

上に努めていく。具体的には、下表の各組織と連携、情報交換を図ることで円滑な経営発達支援事

業の推進を行うこととする。 

 

 

（ア）武儀地区商工会協議会連携会議 

主 催 武儀地区商工会協議会 

開催頻度 年７回 

参加機関 関市西商工会、関市東商工会、関商工会議所、美濃商工会議所 

目 的 
武儀地区内における支援機関の支援力向上に資するための情報交換、情

報共有と業種別集団講習会の開催の実現を目的とする。 

連携内容 各種事業の共同実施、地区内における情報交換、職員研修会の実施 

効  果 

・武儀地区の支援機関指導員の支援スキル向上を図ることが出来る。 

・個々の商工会、会議所では実現できない業種別の集団講習会を開催し

地区内事業者の経営力向上に貢献できる。 

 

（イ）関市・関市ビジネスサポートセンター 

開催頻度 月１回 

参加機関 
関市西商工会、関市東商工会、関商工会議所、関市、関市ビジネスサポ

ートセンター 

目 的 
市内事業者支援における情報を共有し、相談・支援の連携実施を行うこ

とで事業者の成長を促すことを目的とする。 

連携内容 
当商工会地域における支援状況の情報交換、地域内商工業者に関する支

援課題の共有と連携支援体制の構築 

効  果 
それぞれの強みを活かした連携支援によって、事業者のもつ経営課題の

解決を図り事業者の成長を促すことが出来る。 
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（ウ）日本政策金融公庫岐阜支店 

開催頻度 年１回 

参加機関 
関市西商工会、日本政策金融公庫管轄内の商工会、日本政策金融公庫岐

阜支店 

目 的 地域内小規模事業者における円滑な融資の促進を目的とする。 

連携内容 
当商工会地域における融資件数及び融資金額及び返済状況の確認、融資

制度の理解度増進に関する資料提供 

効  果 
地域小規模事業者に対して、適切な融資の実施を行う体制を構築するこ

とが出来る。 

 
（エ）名古屋税理士会関支部 

開催頻度 年１回 

参加機関 
関市西商工会、その他関税務署管内地区商工会、関税務署管内商工会議

所 

目 的 
関税務署管内の事業者に向けた税務指導・支援、情報共有化、申告時期

の税理士派遣協力を行うことを目的とする。 

連携内容 
関税務署管内の事業者に対し、円滑な税務指導及び支援を行うため税理

士派遣に関する確認・調整、税法改正等の税務情報に関する情報提供 

効  果 
適切な決算申告指導を行うための知識を補充し、税理士協力のもと地域

内事業者が正確な申告を行うことが出来る。 

 
（オ）産業競争力強化法に基づく創業に関する連携 

開催頻度 年 6回 

参加機関 関市西商工会、関市、関市東商工会、関商工会議所、関市内金融機関 

目 的 
産業競争力強化法における市の計画を効果的に実施し、地域内での創業

の促進を図るために協力体制の構築と創業支援の実施を目的とする。 

連携内容 

産業競争力強化法に基づく創業に関して、「創業スクール」等の共同開催

を実施、創業希望者の掘り起こしのため市民への周知募集、創業計画策

定等のノウハウ共有 

効  果 
市内での創業希望者の創業実現と事業継続を支援することで、事業者の

成長と地域の発展を促すことが出来る。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）岐阜県商工会連合会が実施する経営指導員研修、職員研修の他、中小企業大学 

校や民間機関の研修等支援に必要な研修に毎年１回以上参加し、資質・支援力の 

向上を図る。 

  

（２）ＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴによる支援ノウハウの向上 

   小規模事業者支援に際して、事業者が「何を求めているのか」「そのためにはどのよう

な提案をしたらいいのか」「求めていることが事業者にとって正しい方向を向いてい

るのか」「他にどのような方法があるのか」「いつまでに、どういう方法で行うのか」
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「商工会が実現に向かって一緒に取り組むこと」などを５Ｗ１Ｈの活用により的確に

説明できること。事業者とのやり取りについては「いつまでに行う。連絡する。」とい

った事項についてＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴを行うことで職員の資質を習得に生かす。 

  

（３）商工会内においては、随時経営指導員間の支援調整を行うが、経営指導員が不 

   在でも他の職員が基本的に対応できる資質を習得する。 

また、毎月１回の職員会議において各職員が、事業者支援内容、分析報告と取 

り組みについて意見交換を行い、情報の共有と支援ノウハウの活用を図る。 

 

（４）商工会においては、職員の人事異動が行われるが経営指導員の人事異動があった場

合でも基幹システムを活用し、並びにパソコンの共有サーバに「支援ノウハウ等共有フ

ォルダ」を作成する。支援スキルレポートや小規模事業者の経営分析データ等を、保存・

蓄積できる基盤整備を行い、人事異動が行われても円滑な情報共有のための支援ノウハ

ウの活用が図れる。 

 

（５）これら支援力向上への取り組みがどれだけ小規模事業者の売上増、利益確保に寄与

したか調査検証し、この支援法が他の事業者にも適用できるか検討する。 

また、支援効果が現れていない場合はどこに原因、課題があるか検証し、支援方法を

再検するとともに、効果を数値化することにより課題と問題点を把握し、対策、改善

実施につなげる。 

職員間においては、経営カルテ及び支援実施記録において支援内容が共有され   る

ことで支援ノウハウの蓄積に繋がる。 

 

（６）年次目標 

 内容  現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

経営指導員間連絡調整回数 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

職員会議開催回数 月 1 月 1 月 1 月 1 月 1 月 1 

広域指導部会研修回数 年 4 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 

経営指導員等研修回数 年 15 年 15 年 15 年 15 年 15 年 15 

中小大学校、その他研修回数 年 1 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 

  

３．事業の成果、評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

     本計画事業の実施状況について、中小企業診断士、税理士等の外部専門家、行政、 

学識経験者、本会総務委員等による「小規模事業者支援委員会」（仮称）を組織し、 

毎年、事業の検証、評価を行う。 

  

（１）進捗状況の確認及び事業内容の検証 

   毎月初めに行っている職員会議で経営支援会議を実施する。全職員で支援事業の進捗

状況を確認し、事業内容の検証を行い、情報の共有化を図る。 
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（２）成果の評価機関の承認、見直し 

「小規模事業者支援委員会」において事業の成果報告を行い、検証、評価、見直し案

の提示を受ける。 

   なお、外部専門家により年１回の事業検証を実施し、支援方向の確認を行う。 

 

（３）提示を受けた見直し案については改善策、再目標を策定し理事会並びに総代会 

で承認を得る。 

  

（４）事業の成果、評価、見直し案、改善策、再目標については関市へ報告し、併せ 

て、広報誌並びにホームページ（計画期間中掲載）に公開する。 

 

（５）年次目標（ＰＤＣＡ） 

 

 

 

 

 

                        

                   

 

 

            

                          

 

                        

      

 

                  

 

 

 

 

ＡＣＴＩＯＮ 
見 直・改 善 

ＰＬＡＮ 
目標設定 
計  画 

ＣＨＥＣＫ 
検 証・評 価 

月１回事業の進捗状況を

確認し、事業内容の検証を

行う。（職員・外部専門家） 

ＤＯ 
事 業 実 施 

経営指導員が中心

となり全職員が協

力して事業を遂行

する。 

全職員による経営支援会議にて、巡回指

導・情報提供・事業計画策定等、各実施

支援の具体的な実施プランを立案する。 

小規模事業者支援委員会

において事業実績、結果

について職員の評価・反

省を踏まえて改善に向け

た提言を行う。 

小規模事業者支援委員会

の総合評価と経営支援会

議での自己評価を踏まえ

て次年度へ向けた改善を

行う。 
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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 

１－１．組織体制 

 
     ※武芸川、洞戸、板取 各１名       

 

担当職名 現在の主な事務分掌 発達計画支援事業の事務分掌 

事務局長 
①商工会の運営 

②事務局の統括・外郭団体関連 
③補助金・会員体連携 

・事業全体の統括 
・事業における行政、支援機関等の調整 

・事業の収支予算の管理 
・研修会の受講等のスキルアップ関連 

経営指導員 
①経営改善普及事業 

②講習会 
③各種共済・決算指導 

・事業の円滑な推進に関わる業務全般 
・支援機関との調整に関わる業務全般 

・事業推進のためのデータ管理 

業務職員 
①軽微な経営改善普及事業 

②各種共済・決算指導 

・事業の円滑な推進に関わる業務の補助 

・事業の推進に関わる事務全般 

・データ収集・管理に関する業務 

記帳指導員 
①記帳指導 

②軽微な経営改善普及事業 
・記帳指導におけるデータ収集及び分析 

・データの管理と共有データの作成 

２．連絡先 

本所    〒501-2603 岐阜県関市武芸川町八幡 1443-4 

TEL 0575-46-3631  FAX 0575-46-3890 

洞戸支所  〒501-2816 岐阜県関市洞戸大野 745-1 下洞戸活性化センター内 

TEL 0581-58-2155  FAX 0581-58-2053 

板取支所 〒501-2901 岐阜県関市板取 1643-17    関市板取事務所内 

TEL 0581-57-2654  FAX 0581-57-2031 

 

ＵＲＬ：http://www.gifushoko.or.jp/sekinishi/ 

E-mail:sekinishi@ml.gifushoko.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） 

 年度 

 

科目 

平成30年度 

(平成 30 年 

4 月以降) 

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 

必要な資金の額   37,500    38,200    38,900    39,400   39,900 

 

人件費   31,000 31,500 32,000 32,500 33,000 

研修会等開催費     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000 

特産品等開発・

販路開拓支援費 
      800     1,000     1,200     1,200      1,200 

委員会等開催費 500   500   500   500   500 

旅費・事務費等     1,500     1,500 1,500     1,500     1,500 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

会費      ：      事業運営費用として会員に依頼、調達 

国・国機関補助金：事業費として応募申請、調達 

県補助金  ：      人件費、事業費→岐阜県商工会連合会、県機関を通じて申請、調達 

市補助金  ：      商工業活動支援事業費として申請、調達 

事業受託料：      受託事業費として岐阜県商工会連合会、各関係機関に応募、調達 

事業負担金：      展示会出展費、販路開拓・特産品等開発等負担金として事業者から 

調達 

 

（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。 

 

 



 
 

（別表４） 

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

関する事項 

連携する内容 

 

① 地域経済動向・需要動向調査にかかる連携 

② 事業計画策定・事業計画の実施支援にかかる連携 

③ 資金調達支援にかかる連携 

④ 創業支援にかかる連携 

⑤ 事業承継支援にかかる連携 

⑥ 販路開拓支援にかかる連携 

 

連携者及びその役割 

 
(1)岐阜県 商工労働部商工政策課ほか       

  知事 古田 肇   岐阜県岐阜市薮田南２丁目１番１号 

① 「ぎふ経済レポート」など経済動向・需要動向等にかかる情報の提供と分析結果について

の詳細指導を受ける 

② 経営革新計画申請にかかるアドバイスを受ける 

③ 商工業振興施策活用についてのアドバイスを受ける 

④ 許可業種の開業時等のアドバイスを受ける 

 

(2)岐阜県商工会連合会・中濃ブロック広域支援室  

  会長 岡山金平   岐阜県岐阜市薮田南５丁目 14-53 ふれあい福寿会館９階 

  中濃ブロック広域支援室 岐阜県関市下之保 2503-2 

① 地域経済動向・需要動向の情報提供と詳細についての指導を受ける 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 

③ 商品・サービスのブラッシュアップにかかる専門的な支援を受ける 

④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 

⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 

⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける  

 

(3)岐阜県産業経済振興センター  / 岐阜県よろず支援拠点                

  理事長 丹羽義典  岐阜県岐阜市薮田南５丁目 14-53 ふれあい福寿会館 10 階 

  (よろず支援拠点 : チーフコーディネーター 三輪知生) 

① 地域経済動向・需要動向の情報提供を受ける 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 

③ 商品・サービスのブラッシュアップにかかる専門的な支援を受ける 

④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 

⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 

⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 
 
 



 
 

(4)岐阜県中小企業団体中央会  

  会長 辻  正  岐阜県岐阜市薮田南５丁目 14-53 ふれあい福寿会館 9 階 

① 地域経済動向・需要動向・組合活動の情報提供を受ける 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 

③ 商品・サービスのブラッシュアップにかかる専門的な支援を受ける 

④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 

⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 

⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 

 

(5)中小企業基盤機構 中部本部                  

  本部長 花沢文雄  愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4 階 

① 地域経済動向・需要動向の情報提供と詳細についての指導を受ける 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 

③ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 

④ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 

 

(6)日本政策金融公庫 岐阜支店                 

  支店長 美馬裕幸  岐阜県岐阜市吉野町 6-31 岐阜スカイウイング 37 西棟 2Ｆ 

① 地域経済動向・需要動向の情報提供を受ける 

② 資金調達にかかる支援を受ける 

 

(7)岐阜県信用保証協会                         

  理事長 川出達恭  岐阜県岐阜市薮田南５丁目 14-53 ふれあい福寿会館 11 階 

① 地域経済動向・需要動向の情報提供を受ける 

② 資金調達にかかる支援を受ける 

 

(8)関市                      

  市長 尾関健治 関市若草通 3-1 

① 人口統計など地域経済動向・需要動向の情報提供と詳細についての指導を受ける 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 

③ 資金調達にかかる支援を受ける 

④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 

⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 

⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 

 

(9)関市内の金融機関(関信用金庫、ＪＡめぐみの) 

関信用金庫 理事長 桜井広志 関市東貸上 12-1 

ＪＡめぐみの 組合長 山内清久 関市若草通 1-1 

① 地域経済動向・需要動向の情報提供を受ける 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 

③ 資金調達にかかる支援を受ける 

④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 

⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 

⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 

 



 
 

(10)関市ビジネス支援機構 

センター長 杉山正和 関市若草通 2-1 

① 商品・サービスのブラッシュアップにかかる専門的な支援を受ける 

② 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 

 

 

(11)岐阜県事業引継ぎ支援センター 

事務局(専門相談員) 子安 史彦  岐阜県岐阜市神田町 2-2 岐阜商工会議所内 

① 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 

 

 

(12)その他組合等 

中濃森林組合       組合長 長屋長久 美濃市 1573-3 

板取川上流漁業組合 組合長 長屋 栄 関市洞戸大野 840-5 

      ① 各種情報提供を受ける 

 

 

連携体制図等 

 

 

別紙参照 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関市西商工会と各機関等との連携体制 

別紙 

岐阜県商工会連合会 

【ミラサポ】 
地域プラットフォーム 
“がんばる企業応援 
ネットワークぎふ” 

県産業経済振興センター 
中小機構中部本部 

【各関係機関】 
 

関市観光協会 
中濃森林組合 
板取川上流漁業組合 
NPO 法人洞戸ふるさと塾 
関信用金庫経営支援室 
JA めぐみの 

関市西 
商工会 

中濃ブロック 
広域支援室 

関市 

関市西地域小規模事業者  

『小規模事業者支援委員会』（仮称） 

『地域活性化委員会』（仮称） 
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