
経 営 発 達 支 援 計 画 の 概 要 

実施者名 中津川北商工会（法人番号４２００００５００９５７４） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目  標 

『地域の発展には事業者の発展が欠かせない・地域と事業者は密接に繋がっている』 

をテーマに、小規模事業者（点）と地域（面）の両面を見据えた「経営力強化に

よる地域内小規模事業者の底上げ」を図る伴走型支援、「住みやすく魅力のある地域」

「小規模事業者が発展しやすい環境」の創出による地域経済の活性化支援、より支

援を効果的に実施するための職員のスキル向上と支援体制の確立。 

目標１.伴走型の支援体制による小規模事業者の経営力強化と意識改革による 

持続的発展 

目標２.地域の活力やにぎわいの創出による地域経済の活性化 

目標３.職員スキルの向上と支援体制の確立 

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】 

地域経済動向を把握し、小規模事業者への有益となる情報の提供や、事業計 

画策定・販路開拓・商品開発など持続的発展を目指す支援に有効活用する。 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

地域内における小規模事業者の経営状況の把握と、整理・分析・共有化を図 

る体制を構築し、小規模事業者それぞれの状況に応じた持続的発展を目指す 

支援に有効活用する。 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

経営環境の変化へ対応し、自社の現状を把握することで弱みの克服と顧客ニ 

ーズを踏まえ強みを活かした事業計画の策定や、起業・創業、事業承継、円 

滑な事業廃止による新陳代謝の促進を図るための創業計画策定及び事業承継 

計画策定に向けて伴走型の支援を実施する。 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

巡回による事業計画の確実な実施の促進と、計画実施のフォローアップによ 

る持続的発展に向けた支援を実施する。 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

地域内需要動向を把握し、小規模事業者への有益となる情報の提供や、事業 

計画策定・販路開拓・商品開発など持続的発展を目指す支援に有効活用する。

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

自社の商品・サービスの商品力強化や、有効的なＰＲを行うことにより、認 

知度の向上や、顧客増加による売上増加に繋がる販路開拓支援を実施する。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

１.地場産業活性化支援 

関係団体・機関との連携強化や地域資源の有効活用、イベントの改善により 

地場産業の活性化を図る。 

２.商店街活性化と地域特産品開発支援 

関係団体・機関との連携強化によるにぎわいの創出と地域特産品の開発。 

連 絡 先 

住  所 〒508-0351 岐阜県中津川市付知町 10832 番地 1 

担 当 課 中津川北商工会 本所 経営支援課 

電話番号 0573-82-2560 ・ FAX 番号  0573-82-2279 

メールアドレス nakakita@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  

 
１．地域の現状 

Ⅰ．中津川市 

岐阜県中津川市は平成 17 年 2 月に旧中津川市と近隣の 7町村（加子母村、付知町、福岡

町、坂下町、川上村、蛭川村、山口村）が合併し、現在の中津川市となり 10 年が経過した。

この合併により、旧中津川市を区域とする中津川商工会議所と、7町村（加子母村、付知町、

福岡町、坂下町、蛭川村、川上村、山口村）を区域とする中津川北商工会（平成 18 年 4 月

合併）が併存する地域となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中津川市は岐阜県の東南端に位置し、東は木曽山脈、南は三河高原に囲まれ、中央を東西

に木曽川が流れる地域であり、面積は県内 6番目の広さを誇る 676 ㎢で、その約 80％を森

林が占めており、日本百名山の恵那山をはじめとした山々に囲まれ木曽川、付知川といった

清流が流れる豊かな自然と美しい景観に恵まれた地域である。地域の地形や気候を活かし、

特産の夏秋トマトや栗、なす、飛騨牛などの農畜産物の生産にも力が注がれており、歴史文

化においては中山道六十九次の馬籠宿、落合宿、中津川宿の三宿があり、街道文化が栄えた

まちとして和菓子が育ち、現在では栗きんとんに代表されるまちとして全国にその名が知ら

れている。 

 また、中津川市は日本のほぼ中央に位置し、東京と大阪の 2大都市や、三河地方、北陸地

方の中間であり、国道 19 号の整備や中央自動車道の開通により、地域を結ぶ経済の拠点と

なっている。未来に向けては 2027 年に開通するリニア中央新幹線に伴う岐阜県駅の建設や、

中部車両基地の建設、濃飛横断自動車道の整備などにより他地域からの移住やＵターンなど

による定住促進、中津川市が推進する工業集積や工業団地事業の企業誘致による雇用の創出

といった効果が期待できる地域である。 
 

（人口動向の推移） 

中津川市における人口は、平成 18 年の中津川市住民基本台帳によると 83,714 人であった

が、平成 26 年には 81,820 人と合併当初と比べ 8年間で 1,894 人が減少し、減少率は 2.3％

となっている。 

また、商工会地域と会議所地域について人口減少率を比較してみると、商工会地域は 

5.8％、会議所地域は 0.4％と商工会地域の方が高くなっており、人口減少の主な要因とし

ては少子高齢化の影響により出生・死亡の割合による自然減と、高校や大学卒業とともに、

就学や就職で他地域へ転出していくなど、転入数が転出数を下回る社会減の影響が大きい。
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

現状では有益となる情報は中津川市と岐阜県商工会連合会による景況調査結果など一部の

項目しか収集しておらず、より多くの項目について収集する事が必要である。 

また、収集した情報やデータの提供は行っておらず、整理・分析及び職員間での共有化も

図れていないため、小規模事業者にとって有益な情報の収集及び提供体制を構築し、有効活

用することが求められる。 

（目 標） 

地域経済動向を常に把握し、小規模事業者に対して有益となる情報の提供や、事業計画の

策定・販路開拓・商品開発などの持続的発展を目指す支援に有効活用する。 

上記の現状と課題を踏まえ、目標を達成すべく以下の事業を実施する。 

（事業内容） 

①地域経済動向の収集 

   収集する情報の「項目」「収集先」「収集頻度」を明確にし、担当者を定め情報収集を行う。

取組 調査の種類 収集項目 収集先 収集の頻度

実施 中津川市景況感ニーズ調査 
地域内小規模事業者の景

況など 
中津川市 
（市内 400 社対象） 

四半期ごと 

実施 中小企業景況調査 
全国における小規模事業者

の景況など 
全国商工会連合会 

(全国 8,000 社対象) 
四半期ごと 

新規 工業統計調査 工業における実態 経済産業省 年 1回 

新規 中小企業白書 
経営環境分析／ 

産業分野別将来展望 
経済産業省 年 1回 

新規 小規模企業白書 
広域の小規模事業者／ 

動向及び実態など 
経済産業省 年 1回 

新規 商業統計調査 商業における実態 経済産業省 5 年に 1回 

新規 経済センサス 
広域の事業所数及び従業

員数、売上、費用など 
総務省統計局 5 年に 1回 

 

上記の新規取り組みにより、これまで得られていなかった項目についての情報やデータが

収集可能となることで、より有益な情報提供や活用が可能となる。 

上記項目以外にも、新聞・金融機関など関係団体からの情報誌や発刊物、メールによる情

報などにおける地域経済動向の情報を収集する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（１）組織体制                     （平成２８年１月現在）

【本 所】 事務局長     １名 運営統括・委員会、常任理事会など 

経営指導員（課長）１名 エリア２統括・事業統括・各機関との調整など 
経営指導員（係長）１名 エリア１統括・企画、立案、事業取りまとめなど 

業務職員     ３名 会計・労働保険・共済など 

事務職員     １名 記帳指導など 

  【支 所】 

            経営指導員    ４名 支所運営統括・エリア間支援業務 

 経営指導員補   ２名 支所運営統括・エリア間支援業務 

        業務職員     ３名 支所運営・エリア間支援業務 

 事務職員     ２名 支所運営・エリア間支援業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎は経営発達支援事業従事担当者（９名） 

 

（２）連絡先 
      中津川北商工会 http://www.nakakita.or.jp/ 

本  所 住所：中津川市付知町 10832-1 ℡：0573-82-2560  

      付知支所 住所：中津川市付知町 10832-1 ℡：0573-82-3884 

加子母支所 住所：中津川市加子母 3900-3  ℡：0573-79-3297 

坂下支所 住所：中津川市坂下 854-9     ℡：0573-75-2184 

福岡支所 住所：中津川市福岡 720-1     ℡：0573-72-4106 

蛭川支所 住所：中津川市蛭川 2178-8    ℡：0573-45-2512 

 

【職 員 数】 
事 務 局 長 ：１名
経営指導員  ：６名
経営指導員補：２名

業 務 職 員 ：５名
事 務 職 員 ：４名

【エリア２】

（福岡支所） 
◎経営指導員補

(エリア２主幹) 

◎経営指導員 
・業務職員 

（坂下支所） 
◎経営指導員 
・業務職員 
 

（蛭川支所） 
◎経営指導員補

・事務職員 
 

【エリア１】 
（付知支所） 
◎経営指導員 
(エリア１主幹) 

・業務職員 

（加子母支所） 
◎経営指導員 
・事務職員 

【本 所】 
◎事務局長 
◎経営指導員（課長、エリア２統括）

◎経営指導員（係長、エリア１統括）

・業務職員  ・事務職員 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                 （単位 千円） 

 28 年度 
(H28.4 以降)

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 3,391 4,551 5,418 6,064 6,349

 

 

事業計画策定セミナー 

 

事業承継セミナー 

 

創業セミナー 

 

販路開拓セミナー 

 

展示会視察研修 

 

展示会出展費用 

 

職員研修会参加費用 

 

541

215

238

107

360

1,539

391

1,083

215

 

238

215

460

1,949

391

1,083

323

238

215

460

2,708

391

 

1,624 

 

323 

 

238 

 

215 

 

460 

 

2,738 

 

466 

1,624

430

238

323

460

2,808

466

（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会員からの会費及び各種手数料による収入 

②国・岐阜県・中津川市からの補助金による収入 

③岐阜県商工会連合会からの事業受託費による収入 

④セミナーや展示会など各種事業への参加者による負担金収入 

（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 

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 

・中部経済産業局・中津川市・岐阜県商工会連合会 

２.経営状況の分析に関すること 

・(独)中小企業基盤整備機構 

３.事業計画策定支援に関すること 

・よろず支援拠点・ミラサポ・岐阜県事業引継ぎ相談窓口(岐阜商工会議所) 

・㈱日本政策金融公庫・岐阜県信用保証協会・中津川市・地域内金融機関 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

・よろず支援拠点・ミラサポ・岐阜県事業引継ぎ相談窓口(岐阜商工会議所) 

・㈱日本政策金融公庫・岐阜県信用保証協会・中津川市・地域内金融機関 

５.需要動向調査に関すること 

・中津川市・地域内金融機関・つけち森林の市実行委員会・つけち全国レディースクラフ

トフェア実行委員会・石彫のつどい実行委員会・付知 GINZA 会 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・よろず支援拠点・ミラサポ・ジェトロ・全国商工会連合会・岐阜県・中津川市 

・地域内金融機関 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

１.地場産業活性化支援 

・中津川市・地域内まちづくり協議会・中津川市産直住宅振興会・つけち森林の市実行委

員会・つけち全国レディースクラフトフェア実行委員会・石彫のつどい実行委員会・付知

GINZA 会 

２.商店街活性化と地域特産品開発支援 

・よろず支援拠点・ミラサポ・中津川市・地域内まちづくり協議会・付知 GINZA 会 

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.関連機関との連携強化 

  ・中部経済産業局・(独)中小企業基盤整備機構・岐阜県事業引継ぎ相談窓口(岐阜商工会議

所) ・よろず支援拠点・(公財)岐阜県産業経済振興センター・中津川市・ジェトロ 

・㈱日本政策金融公庫・岐阜県信用保証協会・地域内金融機関 

２.支援スキルの向上と組織体制の強化 

・(独)中小企業基盤整備機構・岐阜県・中津川市・岐阜県商工会連合会 

 

 

連 携 者 及 び そ の 役 割 

○中部経済産業局 局長 波多野淳彦 

〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 ℡ 052-951-2748 

・中小・小規模企業施策等の情報提供や活用に対しての支援、各種統計・経済動向の情報収集先

となる。またミラサポによる専門家派遣事業を活用し効果的な支援を実施する。 
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○独立行政法人 中小企業基盤整備機構 理事長 高田坦史 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル ℡ 03-3433-8811 
・小規模事業者の経営分析を実施する際に「Ｊ-Net21 の経営自己診断システム」を活用する。

また職員の支援スキル向上として中小企業大学校の支援メニューを活用し受講する。 

○公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター 理事長 丹羽義典 

 〒500-8505 岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53 ふれあい福寿会館 10 階 ℡ 058-277-1090 

岐阜県よろず支援拠点 コーディネーター 三輪知生 

〒500-8505 岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53 (公財)岐阜県産業経済振興センター 

・小規模事業者が抱える販路開拓、ものづくり、補助金申請など情報提供から相談まで支援

を活用。また岐阜県よろず支援拠点の専門家派遣事業を活用し効果的な支援を実施する。

○岐阜県商工労働部 部長 郷 敦 

〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南 2-1-1 ℡ 058-272-1111 

・小規模事業者の販路開拓や創業支援に関するセミナーや展示会への出展支援を活用する。

○独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 理事長 石毛博行 

 ジェトロ岐阜 

〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53 県民ふれあい福寿会館 6階 ℡ 058-271-4910 

・小規模事業者の販路開拓において海外進出などの相談の際に支援を活用する。 

○岐阜県事業引継ぎ相談窓口(岐阜商工会議所)  岐阜商工会議所 中小企業相談所 業務支援課 
〒500-8727 岐阜県岐阜市神田町 2-2 岐阜商工会議所事務局内 ℡ 058-264-2133 

・小規模事業者の事業の存続や事業承継に関する相談の中でも、社外へ後継者を求めるなど

 の相談(M&A)に対しては岐阜県事業引継ぎ相談窓口の支援を活用する。 

○中津川市 中津川市長 青山節児  

〒508-8501 岐阜県中津川市かやの木町 2-1 ℡ 0573-66-1111 

・地域の経済動向や市の統計調査結果の情報収集先となる。創業者の支援も産業競争力強化

法に基づき実施されるため、支援機関の役割を担い活用する。地域経済の活性化において

も商工会の役割を理解し連携して、市の総合計画に沿って推進する。 

○名古屋税理士会中津川支部 支部長 佐藤敏弘 

 〒509-7203 岐阜県恵那市長島町正家 1-4-13 ℡ 0573-26-1821 

  ・情報交換などを行い支援事業の円滑化を図る。 

○㈱日本政策金融公庫多治見支店 支店長 飯田圭一 

〒507-0033 岐阜県多治見市本町 2-70-5 東鉄ビル 4階 ℡ 0572-22-6341 

・事業計画を策定し実行する際に資金が必要になった場合には従来の経営改善貸付(マル経)

や創業に関しては創業資金融資など活用する。 

○岐阜県信用保証協会多治見支店 理事長 坂 正光 

〒507-8691 岐阜県多治見市明治町 2-4 多治見陶磁器卸商業協同組合ビル 4階 ℡ 0572-22-3100 
・事業計画を策定し実行する際に資金が必要になった場合には創業資金融資や岐阜県の制度

融資を活用する。 

○地域内金融機関 

①岐阜信用金庫付知支店 支店長 山田裕千 

〒508-0351 岐阜県中津川市付知町 6817 ℡ 0573-82-2135 

②岐阜信用金庫坂下支店 支店長 岸 一成 

 〒509-9232 岐阜県中津川市坂下 856-1 ℡ 0573-75-3101 

③益田信用組合加子母支店 支店長 大前由喜夫 

〒508-0421 岐阜県中津川市加子母 4867-5 ℡ 0573-82-2550 
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④東美濃農業協同組合 代表理事組合長 足立能夫 

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川 1646-19 ℡ 0573-78-0123 

・小規模事業者の経営改善に必要な資金融資の際に相談する。また各金融機関が実施する経

営セミナーなどお互いの情報交換と周知を実施する。 

○中津川商工会議所 会頭 丸山輝城 

 〒508-0045 岐阜県中津川市かやの木町 1-20 ℡0573-65-2154 

  ・経済動向や各種施策の情報交換、地域振興における意見交換による意思の疎通を図る。 

○全国商工会連合会 会長 石澤義文 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 19 階 ℡ 03-6268-0088 

・全国的な経済動向など情報収集先となり、小規模事業者への施策など情報提供から各種支

援窓口となる。 

○岐阜県商工会連合会 会長 岡山金平 

〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53 岐阜県ふれあい福寿会館 9階 ℡ 058-277-1068

・全国的な経済動向、岐阜県の経済動向など情報収集先となり、小規模事業者への施策など

情報提供から各種支援窓口となる。また岐阜県商工会連合会の東濃広域支援室は専門家派

遣事業の窓口や斡旋並びに職員による小規模事業者の支援機関として活用する。 

○中津川北部地域まちづくり団体等連絡協議会 代表者 早川正人 

〒508-0351 岐阜県中津川市付知町白沢 ℡ 0573-82-5060 

・中津川北部地域の特色のある地域資源の掘り起し、地域経済の活性化を行うには広域での

取り組みが必要不可欠であり、各地域が連携し協調することで意見集約やとりまとめが可

能となる。未来に向けては、2027 年に開通するリニア中央新幹線や中部車両基地の建設、

濃飛横断自動車道の整備など地域住民の声を届ける大切な団体となる。 

○中津川市産直住宅振興会 会長(中津川市長) 青山節児 

〒508-8501 岐阜県中津川市かやの木町 2-1 ℡ 0573-66-1111 

[構成員] 中津川木構造促進協同組合、かしもひのき建築協同組合、 

付知峡ひのき建築協同組合、東濃福岡の家建築協同組合、 

坂下町ひのき住宅建築業組合 

・構成員により組織し、地域産材を活用した木造建築業の活性化事業を実施する。 

○つけち森林の市実行委員会 実行委員長 吉村象作 

〒508-0351 岐阜県中津川市付知町 10832-1 ℡ 0573-82-3884 

[構成員]中津川市・中津川北商工会・付知峡ひのき建築協同組合・付知町観光協会 

つけち木工の会・付知町森林組合・付知町木材組合・付知町優良材生産組合 

・構成員により実行委員会を組織し、地域木材産業の活性化事業を実施する。 

○つけち全国レディースクラフトフェア実行委員会 実行委員長 吉村象作 

〒508-0351 岐阜県中津川市付知町 10832-1 ℡ 0573-82-3884 

[構成員]中津川市・中津川北商工会・女性クラフト作家 

・構成員により実行委員会を組織し、女性のものづくり PR と地域外交流の推進を実施する。

○石彫のつどい実行委員会 実行委員長 奥田紀人 

〒509-8301 岐阜県中津川市蛭川 2178-8 ℡ 0573-45-2512 

[構成員]中津川市・中津川北商工会・岐阜県花崗岩販売協同組合・蛭川観光協会 

・構成員により実行委員会を組織し、地場産業(石材業)の PR と活性化事業を実施する。 

○付知 GINZA 会 代表者 西尾真朋 

〒508-0351 岐阜県中津川市付知町 10832-1 ℡ 0573-82-3884 

・商店街活性化と地域特産品開発事業を実施する。 
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【Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組に関する連携体制図】 
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【Ⅰ．経営発達支援事業の内容に関する連携体制図】
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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に関する連携体制図】 
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中津川商工会議所 
全国商工会連合会 
岐阜県商工会連合会 
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②地域内小規模事業者業況感調査（新規取組） 

「製造業」「建設業」「小売業」「サービス業」の 4業種各 25 社の合計 100 社を対象に、売

上・利益・従業員数など業況感をつかむための調査を実施し、地域経済の業況を把握する。

調査方法は調査シートを作成し、決算支援や巡回支援を通じて行う。 

取組 調査の種類 収集項目 収集先 収集の頻度 

新規 
地域内小規模事業者 

業況感調査 

地域内小規模事業者動向 

（売上、利益・従業員数等）

地域内小規模事業者 

(業種別 100 社対象) 
年１回 

③情報やデータの整理・分析・共有体制の整備（新規取組） 

・情報やデータは「業種別」「地域別」「項目別」などに分かり易く整理し、「前年比較」「業

種別比較」「地域別比較」等により今後の見通しについて分析を行う。 

・月１回職員会議を開催し、上記のとおり整理・分析を行った情報やデータを共有ファイ

ルに格納し常時活用できる体制を整備する。 

④情報やデータの提供及び活用方法（新規取組） 

   ・巡回や窓口相談、定期発送、ホームページ、ブログ、Facebook、メールにより情報提供

を行う。 

   ・経営分析や事業計画策定の際の根拠立てや外部環境把握などの資料として活用する。 

「情報共有スキーム」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

現状では、決算支援や巡回支援を通じて約 500 事業所について売上や利益の状況は把握で

きているが、経営課題や顧客動向など他の項目については把握ができておらず、収集した情

報やデータを有効活用できていない。 

また、職員間での共有化も図られておらず、把握する手段についても現状では決算支援及

び巡回支援時のみであり、より多くの小規模事業者の現状を把握する手段を検討する必要が

ある。 
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（目 標） 

地域内における小規模事業者の経営状況（売上、利益、顧客動向、経営課題等）の把握と、

整理・分析・共有化を図る体制を構築し、小規模事業者それぞれの状況に応じた持続的発展

を目指す支援に有効活用する。 

上記の現状と課題を踏まえ、目標を達成すべく以下の事業を実施する。 

（事業内容） 

①経営状況の実態把握（新規取組） 

小規模事業者の経営状況を把握するため、下表の手段により内容の項目を調査する。 

調査だけでなく、より詳細な分析結果が得られる経営分析（事業所の健康診断）の提案に

ついても行っていく。 

経営分析（事業所の健康診断）として「J-Net21 の経営自己診断システム」を活用し、収 
益性・安全性・流動性・成長性・生産性の 5項目について財務諸表を定量的に分析し経営

の問題点を明確にする。 

 内     容 

経営状況 

調査項目 

・基本事業所情報（代表者や後継者、従業員数など） 

・財務諸表情報（売上や利益、経営課題など） 

・経営環境情報（業界動向、消費者ニーズ、外部環境など） 

手  段 

・巡回相談、窓口相談、税務支援、労務支援、金融支援などの機会を

活用し調査を行う。 

・経営状況調査シートを作成して経営実態の収集を行う。 

・J-Net21 の経営自己診断システムを活用して経営分析（事業所の健

康診断）を行う。 

 

内  容 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営状況調査事業所数 未実施 75 200 250 250 300 

事業所の健康診断件数 未実施 10 30 40 40 50 

 

②経営状況の整理・分析と共有体制の整備（新規取組） 

・個社の経営状況を多く収集することで、地域内小規模事業者全体の市場動向や業種別動

向などを掴むことが可能となり、「業種別」「地域別」「項目別」など分かり易く整理し、

「前年比較」「業種別比較」「地域別比較」などによる分析を行うことで、今後の見通し

や課題を把握する。 

・月１回職員会議を開催し、上記のとおり整理・分析を行った情報やデータを共有ファイ

ルに格納し常時活用できる体制を整備する。 

③情報やデータの活用方法（新規取組） 

・小規模事業者へ分析結果をフィードバックすることで、事業の振り返りや事業計画策定

の際などに有効活用する。 

   ・分析した結果については商工会の基礎資料として蓄積し、地域の小規模事業者が抱える

    経営課題の解決に向けた提案やアドバイスによる経営改善への支援に活用する。 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

現状では、補助金の申請や金融に関する支援及びセミナーを通じて策定支援を行っている

が、平成 27 年度においては、事業計画策定支援件数は 16 件、創業計画策定支援件数は 2件、

事業承継計画策定支援件数は 0 件であった。小規模事業者の経営状況の把握や需要動向、地

域の経済動向などの情報収集不足により、取り巻く環境の変化に対応した計画策定支援が実

施できていない。 

また、自助努力で事業計画を策定している小規模事業者は少なく、商工会としても意識改

革に向けた支援も実施できていない。 

経営環境の変化への対応や、自社の現状を把握することで、弱みの克服と顧客ニーズを踏

まえ強みを活かした事業計画策定と、起業・創業、事業承継、円滑な事業廃止による新陳代

謝の促進を図るための創業計画策定及び事業承継計画策定に向けて伴走型の支援を実施して

いくことが必要である。 

 （目 標） 

   事業計画、創業計画、事業承継計画の策定支援について下記の目標を定める。 

内   容 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定セミナー開催数 1 1 1 1 1 1 

事業計画策定支援件数 16 50 60 70 80 90 

創業計画策定セミナー開催数 1 1 1 1 1 1 

創業計画策定支援件数 5 5 8 8 10 10 

事業承継計画策定導入セミナー

開催数 未実施 1 1 1 1 1 

事業承継計画策定支援件数 0 5 6 8 8 10 

   上記の現状と課題を踏まえ、目標を達成すべく以下の事業を実施する。 

 （事業内容） 

  ①事業計画策定支援 

    1)事業者の掘り起し（既存取組の強化） 

・地域内小規模事業者への巡回や窓口支援において事業計画策定の必要性や手法につい

て説明し、事業計画策定の提案・掘り起しを行う。 

・チラシや広報誌、ホームページ、ブログ、Facebook などによる情報発信を行う。 

   2)事業計画策定（既存取組の強化） 

・7回コースのセミナーを開催し、事業計画の基本から策定までを行う。更なる計画へ 

のブラッシュアップが必要な場合には個別支援にて対応する。 

    ・収集及び把握した「経営状況」「地域経済動向」「需要動向」を有効に活用し、地域内

小規模事業者の「強み」「弱み」「顧客ニーズ」「経営課題」などを踏まえた持続的発展

を図るための事業計画策定を行う。 

・新規性のある案件については経営革新計画申請支援に繋げる。 
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・困難な課題や解決方法が見出せない場合などは、よろず支援拠点やミラサポなど各種

支援機関との連携や、専門家派遣の活用により助言を受けながら支援を行う。 

3)各種制度の活用（既存取組の強化） 

 ・融資を伴う事業計画については、㈱日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援

資金」や、各金融機関及び信用保証協会の融資制度を活用する。 

・小規模事業者持続化補助金や農商工連携事業補助金、ふるさと名物応援事業補助金、

ものづくり補助金、岐阜県活性化ファンドなどの各種制度を活用することで、事業計

画策定へと促す。 

 

②創業計画策定支援 

   1)創業者の掘り起し（既存取組の強化） 

・チラシや広報誌、ホームページ、ブログ、Facebook などによる情報発信を行う。 

 ・創業支援に特化した産業競争力強化法の事業に取り組む中津川市や金融機関などと連

携を図ることで、より効果的な地域内創業者及び創業予定者の掘り起しを行う。 

連携機関 連携による効果 

中津川市 

・広報誌への掲載や折込みによる情報発信 

・窓口でのチラシによる情報発信 

・メール配信やホームページへの掲載による情報発信 

・市への創業相談者を商工会へ斡旋する 

金融機関など 

・機関紙への掲載による情報発信 

・窓口でのチラシによる情報発信 

・ホームページへの掲載による情報発信 

・創業相談者を商工会へ斡旋する 

   2)創業計画策定（既存取組の強化） 

・6回コースのセミナーを開催し、創業の基本から計画策定までを行う。 

更なる計画へのブラッシュアップが必要な場合には個別支援にて対応する。 

    ・創業における店舗設計、レイアウト、内装、外装、色彩などにおける専門分野に特化

した支援についてはよろず支援拠点やミラサポなど各種支援機関との連携や、専門家

派遣を活用する。 

   3)各種制度の活用（既存取組の強化） 

・創業計画策定において融資が必要な場合は、㈱日本政策金融公庫や信用保証協会など

の「創業資金融資」を活用する。 

    ・産業競争力強化法の事業への取り組みにより優遇される、創業補助金を積極的に活用

     する。 
 

③事業承継計画策定支援 

   1)事業承継案件の掘り起し（新規取組） 

    ・把握した小規模事業者の経営状況結果に基づき、事業承継や後継者育成が必要と思わ

れる小規模事業者を中心に巡回や窓口支援において掘り起しを行う。 
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・チラシや広報誌、ホームページ、ブログ、Facebook などによる情報発信を行う。 

   2)新陳代謝の促進支援（新規取組） 

・事業主や後継者をターゲットとした事業承継計画策定導入セミナーを開催し、事業継

続や後継者育成に対する知識やスキルの向上を図る。 

・困難な課題や解決方法が見出せない場合などは、よろず支援拠点やミラサポなど各種

支援機関との連携や、専門家派遣の活用により助言を受けながら支援を行う。 

・状況により円滑な事業廃止も視野に入れた支援を行う。 

 ・後継者難により社外へ後継者を求めるなどの事業引き継ぎ案件については、岐阜県事

業引継ぎ相談窓口(岐阜商工会議所)と連携して支援を行う。 

 

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） 

策定した事業計画を実施できない小規模事業者が多く、確実に実行を促すための後押し支

援として重要な実施状況の確認ができていない事や、「なぜ実行に移せないのか」その理由を

究明していないことにより、解決策も見出せていない。小規模事業者が計画を実施できない

原因の究明や、計画内容・経営状況などを考慮し、計画を確実に実施できるための伴走型の

支援体制による後押し支援が極めて重要である。 

事業計画実施におけるフォローアップについては、当初の事業計画等と進捗状況との差異

の確認実施をすることと、差異が発生した場合にはその原因と対策を検討していく必要があ

るが、現状では進捗状況の確認までしか実施できていない。 

（目 標） 

巡回による事業計画の確実な実施の促進と、計画実施のフォローアップによる持続的発展

に向けた伴走型の支援を実施する。巡回については策定した事業計画の内容により異なるが、

四半期に 1回以上の頻度で巡回支援を行う。 

内   容 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画フォローアップ対象件数 4 50 60 70 80 90 

創業計画フォローアップ対象件数 2 5 8 8 10 10 

事業承継計画フォローアップ対象件数 未実施 5 6 8 8 10 

フォローアップ対象件数合計 6 60 74 86 98 110 

上記の現状と課題を踏まえ、目標を達成すべく以下の事業を実施する。 

（事業内容） 

①事業計画実施支援（既存取組の強化） 

・策定した計画を実施することが重要であるため、計画を実施するまでの支援として、巡

回による実施状況の確認を行い、実施できていない場合にはその原因の究明と解決策の

提案により計画の実施へと促す。 

②事業計画実施におけるフォローアップ支援（既存取組の強化） 

   ・巡回により実施状況の確認を行い、当初計画と差異が生じていないか評価・検証する。

差異が生じた場合はその原因を究明し、必要に応じて対策を検討し計画の変更を行う。
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・新たな課題などの発生により対応が困難な場合はよろず支援拠点やミラサポなど各種支

援機関との連携や、専門家派遣の活用により助言を受けながら支援を行う。 

・計画の変更などに伴い資金が必要となった場合には、㈱日本政策金融公庫の「小規模事

 業者経営発達支援資金」や各金融機関及び信用保証協会の融資を積極的に活用する。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

現状では、地域内におけるニーズ調査など需要動向に関する調査は巡回や窓口、決算支援

や金融支援などにおいて顧客ニーズの動向や商品・サービスの売れ筋など一部の小規模事業

者からは収集を行っているが、収集する情報量が少なく有益な情報としての提供ができるま

でには至っていない。 

また、収集した情報やデータの整理・分析及び職員間での共有化は図れておらず、情報提

供の手段についても、巡回と定期発送により行っているのが主で、情報やデータの有効活用

が行えていない。 

小規模事業者へ有益な情報を提供するための調査及び収集を行い、共有体制を整備し、情報

の有効活用が必要である。 

（目 標） 

地域内の需要動向を常に把握し、小規模事業者に対して有益となる情報の提供や、事業計

画の策定・販路開拓・商品開発などの持続的発展を目指す支援に有効活用する。 

上記の現状と課題を踏まえ、目標を達成すべく以下の事業を実施する。 

（事業内容） 

①需要動向の収集 

収集する情報の「項目」「収集先」「収集頻度」を明確にし、担当者を定め情報収集を行う。

 

取組 調査の種類 収集項目 収集先 収集の頻度

実施 中津川市景況感ニーズ調査 
地域内小規模事業者のニ

ーズ 
中津川市 
（市内 400 社対象） 

四半期ごと 

実施 地域内需要調査 
地域内小規模事業者の需

要 
地域内小規模事業者 巡回の都度 

新規 売れ筋商品情報 小売業売れ筋商品 
日経 MJ／ 

日経トレンディ 

年 2回 

年 1回 

上記項目以外にも、新聞・金融機関など関係団体からの情報誌や発刊物、メールによる情

報などにおける需要動向の情報を収集する。 

②地域活性化事業による需要調査（新規取組） 

地域地場産業の振興や商業活性化を目的に実施するイベントにおいて、地域内外から来場

または参加いただいた一般客・消費者を対象に下表の収集項目についてアンケート調査を

実施し、小規模事業者が提供している商品・サービスに関する売れ筋やニーズなどの需要

を把握する。 
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取組 調査の種類 収集項目 収集先 収集の頻度

新規 木工品利用調査 
顧客ニーズ／ 

売れ筋商品情報 
つけち森林の市 年 1回 

新規 
木材業・木工業に関する

顧客ニーズ調査 

顧客ニーズ／ 

売れ筋商品情報 
つけち森林の市 年 1回 

新規 ものづくりニーズ調査 
業種別ニーズ／ 

売れ筋商品情報 
全国レディースク

ラフトフェア 
年 1回 

新規 石材に関するニーズ調査 

顧客ニーズ／ 

デザインニーズ／ 

用途 

石彫のつどい 年 1回 

新規 商店街売れ筋調査 
顧客ニーズ／ 

売れ筋商品情報 
付知 GINZA マルシェ 年 3回 

【上記表の収集先の説明】 

イベント名 内     容 

つけち森林の市 
地場産業である「木」を PR し、木関連業者(木材・木工・林業・

建築業)の販路開拓、地域のにぎわいを創出する事業 

全国レディース 

クラフトフェア 

地域内外の女性限定のクラフト作品を展示・販売し、地域のにぎ

わいの創出と地域外交流の推進を行う事業 

石彫のつどい 
地場産業となる石材の販路開拓を目的に、毎年さまざまなテーマ

に合わせて石彫作品の制作を行う事業 

付知 GINZA マルシェ 
商店街活性化を目的に若手後継者5名で組織した「付知GINZA会」

による、商店街のにぎわいの創出と魅力の PR を発信した事業 

 

③情報やデータの整理・分析・共有体制の整備 

・情報やデータは「業種別」「地域別」「項目別」などに分かり易く整理し、「前年比較」「業

種別比較」「地域別比較」等により今後の見通しについて分析を行う。 

・月１回職員会議を開催し、上記のとおり整理・分析を行った情報やデータを共有ファイ

ルに格納し常時活用できる体制を整備する。 

④情報やデータの活用方法 

   ・巡回や窓口相談、定期発送、ホームページ、ブログ、Facebook、メールにより情報提供

を行う。 

   ・経営分析や事業計画策定の際の根拠立てや外部環境把握などの資料として活用する。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（現状と課題） 

当地域ではものづくりに優れ商品力はあるものの、「その商品が本当に消費者ニーズに合っ

ていて求められている商品なのかといった調査や認識」ができていなかったり、「販路開拓の

ノウハウや必要性の認識が甘いことで、営業力・宣伝力が弱く、十分な販路開拓が行えてい

ない」といった小規模事業者が多い。 

そのため「どの市場に売ればよいのか」「どのように売ればよいのか」「ターゲットはどこ

なのか」「消費者は何を求めているのか」などの把握ができていない。 

また、現状では展示会への出展支援やホームページ作成支援、巡回や定期発送を中心とし

た情報提供支援を実施しているが、一部の事業者に対する支援となっていることや、提供し
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ている情報が整理されていないため、情報が必要な小規模事業者にリアルタイムに提供でき

ていない現状となっている。 

今後は、販路開拓の必要性や手法の理解により意識改革を図り、伴走型の支援体制でそれ

ぞれの小規模事業者に合った販路開拓の推進や、情報提供体制の整備を行い、売上増加と顧

客獲得に繋がる販路開拓支援を実施していくことが必要である。 

（目 標） 

展示会等を活用し、地域内小規模事業者の新規顧客獲得による売上の増加と、商品力や消

費者ニーズ等の調査・把握を行うことでの商品力向上や新商品開発に繋げる。 

また、有効的な手法で PR を行うことにより、認知度の向上と売上増加に繋がる販路開拓支

援を行う。 

内   容 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

展示会等出展支援企業数 7 12 15 15 20 20 

（展示会等商談件数） 26 45 60 70 100 110 

（展示会等成約件数） 15 20 25 30 40 50 

HP 作成・改善支援企業数 6 10 15 15 15 20 

販路開拓セミナー開催数 未実施 1 1 1 2 2 

セミナー参加事業者数 未実施 10 15 20 35 40 

視察研修参加事業者数 未実施 未実施 10 15 15 15 

 

上記の現状と課題を踏まえ、目標を達成すべく以下の事業を実施する。 

（事業内容） 

①展示会・商談会などへの出展支援（既存取組の強化） 

 展示会や商談会に出展することで、既存の商品・サービスにおける「価値」や「消費者ニ

ーズを捉えているのか」といった商品力調査や、消費者ニーズなどの調査・把握を行うこと

で、商品力向上や新商品開発へと繋げていく。 

 また、展示会に出展すること自体が目的とならないよう、「顧客を獲得」して「売上増加」

を狙うことを意識し、展示を見せることではなく、「見込み客を見つける」ことに重点をおい

た出展支援を行う。 

 そのためには、小規模事業者の「業種」「商品・サービスの内容」「ターゲット」を踏まえ

最適な展示会・商談会へ出展を支援することが重要である。 

具体的には、全国商工会連合会などが主催するアンテナショップやニッポンセレクトなど

への出展や、主な展示会や商談会としては、愛知県(名古屋市などと連携)が運営する日本最

大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ」への出展や、東京ビックサイトで開催される東京

国際家具見本市(IFFT)によるデザインとクオリティーを兼ね備えたインテリア製品が集結す

る展示会「インテリアライフスタイル」への出展、民間会社(アッシュ・ペー・フランス㈱)

が開催するファッションとデザインを軸にした合同展示会「rooms31」などがある。 

出展支援については出展前と出展後における支援を強化し、初めての出展など不慣れな小

規模事業者を中心に伴走型の支援体制でより効果的な販路開拓を行う。特に出展前支援にお

いては、出展商品の魅せ方やブースレイアウト、商品の PR 用パンフレットやチラシ作成に関
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するデザインや色合いなど、専門家による支援が必要となるため、よろず支援拠点やミラサ

ポなど各種支援機関との連携を図り、助言を受けながら効果的な支援を実施する。 

 内   容 効   果 

出展前支援 

・ブースレイアウト支援 

・商談接客に対する支援 

・事前準備品のアドバイス 

・お客様アンケートの作成支援 

・商品の魅せ方などの向上など 

・商談成功率向上、引き合い増加 

・円滑な展示会運営や推進 

・顧客ニーズの効率的な把握など 

出展後支援 

・出展後の検証・評価 

・アンケートの整理・分析 

・今後の事業検討支援 

・商品サービス強化支援 

・今後の展示会への改善材料など 

・ニーズや商品力の検証と実態把握 

・効果的な事業展開や計画の策定 

・新商品開発及び商品改良など 

 

②ホームページ作成・改善支援（既存取組の強化） 

ホームページの改善を希望する事業所については既存のホームページの有効活用を図り、

未開設事業所については必要に応じて作成支援を行う。 

また、インターネット販売など対応が困難な支援については専門家を交えて迅速で的確な

支援を行う。 

③販路開拓セミナー及び展示会への視察研修（新規取組） 

小規模事業者の販路開拓におけるノウハウや意識改革による意欲の向上を図る目的の販路

開拓セミナーを開催する。セミナーはよろず支援拠点やミラサポなど各種支援機関と連携し、

専門家派遣事業を活用するなど、専門家を講師に招いて開催し積極的な販路開拓へ繋げる。

また、展示会への視察研修を行うことで、魅力や規模、雰囲気などの認知と、新たな商品・

サービスの発見などにより、今後の販路開拓と商品開発への意欲の向上やアイデアの創出に

繋げる。 

④地域内事業者の情報発信（新規取組） 

現在当地域内では事業者間の横の繋がりや、どんな商品・サービスが提供されているのか

など、お互いを知らないケースが多い。こういった状況の改善を図り、今以上に事業者間の

繋がりの強化や、周知・PR を行うことで地域内外におけるビジネスチャンスの拡大が期待で

きる。手始めに、地域内で事業者を紹介する冊子を作成し、お互いの事業内容を知ることで

地域内の事業者マッチングによる地域内需要の開拓を図る。 

企業情報の収集は、巡回や窓口相談などを活用して行い、情報発信については冊子だけで

なく、商工会ホームページへの掲載などにより地域内から地域外へと幅を広げていく。 

 収集した企業情報は常に変更となる可能性があるため、半期に１度、企業情報の変更有無

について定期発送や巡回を利用した調査を実施し、変更があった場合、ホームページでは随

時、企業冊子は２年に１度の頻度で更新を行う。古くなった企業情報が掲載されていること

がないように、メンテナンスを確実に実施していく。 

内  容 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

企業情報収集 未実施  （半期に１度、変更有無の調査を実施） 

冊子作成及び更新 未実施      

ホームページ情報発信 未実施      
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⑤他の支援機関との連携 

新たな需要開拓には商品開発やデザイン、情報発信など専門性の高い支援内容もあるため、

よろず支援拠点やミラサポなど各種支援機関と連携し、専門家派遣事業を活用することで効

果的な支援を行う。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  小規模事業者（点）と地域（面）の両面からの伴走型支援による地域づくり 

 現在、当地域では後継者不足や売上減少による廃業などにより、小規模事業者数が減少し、

地域経済の活力が失われつつある。これまでの地域づくり支援は小規模事業者（点）と地域（面）

の両面を見据えた支援ができておらず、地域経済活性化への効果も薄かった。小規模事業者と

地域は密接に繋がっており、小規模事業者においては上記に記載した伴走型の支援により持続

的発展を図ることで、雇用の創出や定住促進へ繋がる。地域経済においては地域を形成する要

因である地場産業の活性化や、地域の経済団体への支援、行政・まちづくり協議会が行う地域

づくり事業へ積極的に支援することで、小規模事業者が地域内で発展しやすい環境の整備や、

住みやすく魅力のある地域づくりを目指す。このように小規模事業者（点）と地域（面）の両

面から支援を行うことで双方の発展に大きな効果が期待できる。 

１．地場産業活性化支援（既存取組の強化） 

 1)つけち森林の市（木材業・建築業・林業・木工業活性化事業） 

毎年ゴールデンウィーク三日間に実施しており、中津川北商工会・中津川市・付知峡

ひのき建築(協)、付知町観光協会、つけち木工の会、付知町森林組合、付知峡木材組合、

付知町優良材生産研究会など地場産業を牽引する団体が実行委員となり開催している。

会場となる中津川市付知町は、700 年来、伊勢神宮式年遷宮の折々に良質の檜を納め 

    てきた歴史ある木材の産地「御神木の里」である。その歴史ある町から産出された木材

    を用いて、建築・木工の知恵、技が生まれ育ち数々の産業を担って来た。その木材を扱

    う業者が年に一度集まり、広く「木」を PR するイベントである。今年で 25 回目を迎え、

中津川市内外から 35 社が出店し自社商品の PR や即売を行った。 

また、青年部員による建築の軸組み工法による「建前実演」や林業を営む事業者によ

る「林業重機実演」も行っている。毎年 3日間で約 21,000 人の来場者が訪れるイベント

となっており、木材業・木工業・林業・建築業において地域外への効果的な PR と販路 

開拓、地域のにぎわいの創出に寄与している。 

実行委員全体が事業の検証結果から現状と課題を把握し、地域資源である東濃ひのき

の活用や PR も視野に入れ、中津川市と連携し、今後更に地域や地場産業の活性化に繋が

るイベントとして積極的に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

（つけち森林の市 木材販売）      （つけち森林の市 建前実演） 



１９ 
 

 

2)産地直送住宅 PR 事業（木材業、建築業活性化事業） 

「家づくりは森づくり」の発想のもと、中

津川の職人が中津川産の東濃ひのきを使っ

た家づくりにこだわり、産地直送住宅として

地域内外への PR 事業を実施している。 

内容は、中津川北商工会・中津川市・中津

川市産直住宅振興会（中津川木構造促進

(協)、かしもひのき建築(協)、付知峡ひのき

建築(協)、東濃福岡の家建築(協)、坂下町ひ

のき住宅建築業組合）が連携し、毎年 10 月

に市内で開催される「ふるさとじまん祭」（市

内外から 14 万人来場）で産直住宅コーナー

の設置、建前実演等を開催するなど、地域内

外へ産地直送住宅 PR 事業を実施している。  （ふるさとじまん祭 建前実演） 

産地直送住宅による受注額は大きく、地域内の一人親方など小規模事業者が従事する

裾野産業として経済効果が高いことから、地域の地場産業を支える柱として更なる販路

拡大や顧客ニーズの掘り起しなど、受注増加に向け今後も積極的に取り組んでいく。 

 

3)つけち全国レディースクラフトフェア（女性のものづくり PR と地域外交流推進事業） 

  中津川北商工会・中津川市・地域内の女性

のクラフト作家が実行委員となり開催して

いるイベントで、毎年 10 月の第 3 土曜日・

日曜日に開催しており、全国各地から約 110

名もの女性クラフト作家が参加し、毎年 2日

間で延べ 13,000 人が来場する全国にも例の

ない女性のみの作品展示・販売イベントで、

地域のにぎわいの創出や地域外交流の推進

に寄与している。 

今年で 23 回目を迎え、地域の主要産業で

もある木工のほか、陶芸・彫金・革・ガラス細工等の手作り品が集まる。中津川市が推

進している地域外交流により、作家同士で技術の研鑚が図られ、商品力の高いものづく

りにより起業・創業に繋がった効果も出ているなど、今後も積極的に取り組んでいく。

 

4)石彫のつどい（石材業活性化事業） 

地場産業となる石材の振興と販路開拓に

向けて中津川北商工会・中津川市・岐阜県花

崗岩販売（協）、蛭川観光協会により毎年様々

なテーマに合わせて地域資源の蛭川御影石

を使い石彫作品の制作を行うイベントであ

る。石彫作家（専門家）を招きアドバイスを

受けることで、小規模事業者（石材業者）の 

レベルアップを図ったり、各種イベントへ出

展することで、販路開拓や新たな顧客ニーズ

の掘り起しなど、地場産業（石材業）の PR 
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と活性化に繋がっている。 

イベントは地域内の交流にも繋がっており、これまでにも地域の地場産業となる石と

木のコラボレーションによる商品開発が行われ販売も行っている。 

石彫のつどいで制作した作品は、公共施設に無償で設置し、中津川市からも広く一般

へ周知が図られ地域の認知度向上など効果が出ている。今後は販路開拓に力を入れた支

援を実施し、積極的に取り組んでいく。 

 

２．商店街活性化と地域特産品開発支援（商業振興事業）（既存取組の強化と新規取組） 

元気がなくなりつつある地元商店街の活性化を目的に、商店街の若手後継者（商工会青

年部員）5名により発足した「付知 GINZA 会」を中心に、中津川北商工会・中津川市・ま 

ちづくり協議会と連携して商店街活性化事業に取り組んでいる。 

発足当初は、中津川市の助成を受け「花いっぱい運動」を実施して効果を上げたが、そ

の後の活動に行き詰まり商工会の経営指導員に相談し、商工会と一体となり事業を実施し

ている。 

実施事業としては商店街のにぎわいの創出と魅力の PR を目的とした「マルシェイベン 

   トの開催（年複数回）」や、県内外から参加者を募り渓谷（自然）散策と、地元でしか食べ

られていないキノコ「さるまい茸」を利用した料理教室など多岐にわたる。 

今後は、商標登録を行った「さるまい」を活かし、他の支援機関との連携や専門家派遣

事業を活用して、さるまい茸による地域の特産品開発を行い販売する予定となっている。

こうした付知 GINZA 会への伴走型の支援を行いながら、様々な活動を実施して地域商業

振興や地域経済の活性化に繋げるため、今後も積極的に支援を継続していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （付知 GINZA マルシェ） 

 

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 

   中津川北商工会が本事業を実施する上で他の商工団体、支援機関などと連携して情報交

換、事業連携、協議などを継続して実施することにより、各団体の実情に応じた仕組みづ

くりで効果的な事業運営が行えるとともに地域全体の整合性、持続可能な地域経済の活性

化が可能になると考えられる。小規模企業支援については高度な支援も想定される事から

東濃支援室との連絡協調、役割分担が鍵を握ると考えられ、また、地域産業振興について

は行政施策との整合性、中津川市内他の商工団体との連絡協調が重要になり、特に地域の

住民組織との連絡協調は最重要課題となる。 
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（事業内容） 

①東濃支援室 

経営指導員等が巡回などを通じて小規模事業者の支援要望や内容を把握し、東濃支援室

職員及び専門家派遣が必要な場合は東濃支援室と随時打ち合わせを行う。 

また、年度当初、中間、年度末に東濃支援室長と各商工会事務局長が支援内容、事業計

画、運用などの打ち合わせ会議を行い、必要に応じて職員研修会を実施することにより案

件ごとの対応共有、支援内容の高度化、小規模事業者に対する商工会のスタンスなど、支

援のレベル向上を図りながら継続して行える。 

②行政 中津川市、岐阜県 

   ・中津川市 

産業振興については商工観光部を受け皿に随時情報交換や懇談会を実施するとともに

市が実施する経済対策事業、産業競争力強化法事業などとの整合性を図り、効果的に地

域内産業振興を図ることが重要となる。 

また、定住推進部と当地域内総合事務所の各事務所長との情報交換や懇談会を実施す

ることにより、地域全体の整合性、地域経済の振興を図る。 

・岐阜県 

恵那事務所を受け皿に産業振興などの研修会、情報交換などを行う。また、岐阜県リ

ニア戦略推進会議、東濃クロスエリア企業誘致戦略推進会議に中津川北商工会役職員が

委員として参画し、地域産業の振興に反映させる。特に地域内の２次交通の整備、リニ

アエリア内での工業団地造成、企業誘致、他地域との高速道路網の整備など道筋を作る

ための協議をこの期間内に行うことがこの地域の将来を左右すると考えられる。 

③北部地域まちづくり連絡協議会 

平成 26 年 9 月に設立された北部地域まちづくり連絡協議会の運営について商工会が代

表、副代表と随時協議を行い、各地域の団体に中津川北商工会支部役員が団体役員として

参画し、地域情報、産業情報などについて情報交換を行う。商工会が各地域産業の振興、

各種事業の提案など、住民団体と連携して行うことで北部地域まちづくり連絡協議会の事

業が活性化し、北部地域全体の地域産業の整合性と活性化が図られる。 

④中津川商工会議所等経済団体 

中津川市内商工団体として中津川市の施策対応、支援事業について各団体の事務局長、

課長、指導員代表による打ち合わせ会議の実施。また、リニア停車駅近隣経済団体協議会

がリニアを活かした地域振興について意見交換会を実施することにより意志の疎通を図 

り、産業界としての提言、広域事業連携が図れる。また、地域経済の要である経済団体が

地域経済の活性化の牽引役となる重要な位置づけであることを特に認識する必要がある。

⑤その他団体 

    金融機関、税理士会等機関と小規模事業者の支援について情報交換を行い、支援事業の

円滑化を図る。特に小規模事業者が経営発達支援事業に参画するには金融面、財務内容な

どについて外部団体からの支援連携が必要不可欠なため、商工会が受け皿となって総合的

に支援できる体制を整えることが重要となる。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営指導員等の支援スキル向上を目指し、中小企業大学校が主催する専門的研修会への積

極的な参加や、その他必要に応じて国・岐阜県・中津川市・各団体が主催するセミナーなど
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へ参加する事で、経営支援に必要な知識・教養を習得し組織全体の底上げを図る。 

また、若手とベテランの経営指導員等でエリアを形成しチームで支援に従事する事で、経

験やサービスレベルの差を最小限に留め、小規模事業者へのサービスの均一化を図る。 

展示会や商談会への視察研修を行い、知識やノウハウを習得し小規模事業者への情報提供

や事業計画策定の提案に役立てる。 

（事業内容） 

①研修会及びセミナーへの積極的参加 

従来の経営改善普及事業に必要な知識・教養に加え、小規模事業者の持続的発展や経営

改善に資する支援ノウハウの習得に有益なセミナーや研修会へ年 2 回以上参加し、参加後

に職員間での情報共有を図り、組織全体の支援スキル向上に繋げる。 

②展示会及び商談会への視察研修の実施 

経営指導員等自らが様々な展示会や商談会へ視察研修を行い、内容などを熟知する事で

小規模事業者の販路開拓や事業計画の策定時において、より高度な提案や情報提供を行う

事ができる。視察研修については小規模事業者にとって有益な展示会や商談会を選定し行

う。また、視察後には職員間での情報共有を図る。 

③経営指導員等会議 

経営指導員等の個々が研修会やセミナーなどにより習得したノウハウや、個社支援によ

り得た小規模事業者の経営分析結果などを共有し、更なるスキルアップを目的とするため

の体制を構築する。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

中津川北商工会が本来の役割を果たすための事業検証を行う事を目的に、平成 26 年度に 

設置した業務監査委員会に支援事業の評価、見直し、提言を行うための事業検証委員会を設

置し、さらには事務局による定期的な検証、対策、提言を行うために事務局会議を設置して

事業の円滑な運営を図る。 

 （事業内容） 

①事務局経営発達支援会議 

経営指導員等により定期的（月 2回程度）に支援会議を行い、実施した支援業務内容や、

小規模事業者のニーズや要望などに関して情報交換、事業検証、対策などの協議を行う。

その後、事業検証委員会に支援課長及び主幹が出席し、検証した内容についての報告や

対策など提案を行う。 

②事業検証委員会 

中津川北商工会役職員と外部からの委員により構成し、年度中間、年度末に委員会を開

催し、事務局経営発達支援会議で検証し提案された内容や、事業実施状況・成果の評価・

見直し・対策案を協議し業務監査委員会に提案する。 

   「委員構成」  

商 工 会 業務監査委員代表、地域部会長、産業部会長、東濃支援室担当、 

職員主幹など 

行政関係 中津川市商工労働部担当、総合事務所地域主幹事務所長 

地域団体 北部地域まちづくり連絡協議会 

 専門家等 中小企業診断士 

    そ の 他 関係団体などの役職員 
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③業務監査委員会 

事業検証委員会から提案された内容について点検・評価し、事業内容について中津川北

商工会長に提言を行う。 

  ④常任理事会 

中津川北商工会長が業務監査委員会から報告された事業提案について報告し、今後の事

業計画について協議決定する。 

⑤事業公表 

常任理事会で協議された内容に基づき、実績、評価、対策、対応について広報、HP、総

代会などで公表する。 

  ⑥事業実施 

    事業検証により改善・修正・決定された事業計画に基づき実施する。 

   事業実施にあたり小規模事業者からのニーズや要望などの聴収も合わせて行い、実施した

事業内容と聴収したニーズや要望などについて事務局経営発達支援会議で検証を行う。 

 

事業検証の循環図（ＰＤＣＡ） 
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【人口の推移】         （単位：人） 

地 域 平成 18 年 平成 26 年 減少率 

商工会地域 28,972 27,296 5.8％ 

会議所地域 54,742 54,524 0.4％ 

中津川市全体 83,714 81,820 2.3％ 

（出典 中津川市住民基本台帳より） 

（主な産業） 

中津川市における主産業としては、会議所地域では名古屋都市圏の自動車産業をはじめと

する関連産業が数多く立地し電気機械器具なども含めて、ものづくりを中心とした製造業が

盛んで、交通アクセスの向上や中核工業団地の整備（75.6ha の敷地内に 17 社が立地）など

により、平成 24 年度工業統計調査によると 2,963 億円と県内でも 5位の製造品出荷額を誇

る工業都市となっている。しかし、推移としては平成 20 年度(3,819 億円)と比較し 22％の

減少となっている。 

また商工会地域では、一般木造住宅の建築から寺院や城郭の建築まで木造建築業が盛ん 

で、伊勢神宮式年遷宮の用材などを産出する木曽ヒノキや、建築用の良材として知られる東

濃桧、建築資材として活用される御影石の産地でもあることから、木材業、建築業、林業、

木工業、石材業を地場産業とする地域である。 

地場産業の置かれている状況は、消費者ニーズの多様化や急激な技術革新、価格競争によ

る利益率の低下、石材や木材の需要の減少、情報化社会などを背景に厳しい経営環境が続い

ており、市場や経済情勢の変化に対応できる経営力強化が図れていない。 

（事業所数の推移） 

 中津川市全体における事業所数は平成18年度4,713事業所に対し、平成24年度には4,186

事業所（減少率 11.2％）にまで減少している。商工会地域と会議所地域で比較してみると、

人口動向と同様に商工会地域の減少率が高くなっている。 

 

【中津川市事業所数の推移】 

地 域 平成 18 年度 平成 24 年度 減少率 

商工会地域 1,902 1,575 17.2％ 

会議所地域 2,811 2,611 7.1％ 

中津川市全体 4,713 4,186 11.2％ 

（出典 中津川市統計書より） 

Ⅱ．中津川北商工会の現状 

中津川北商工会は本所及び 5支所で組織し、平成 23 年度から事務局組織の改革により本

所に職員を集約して、各支所には経営指導員と事務職員の 2名体制とすることで、本所と支

所の役割を明確にした。平成 24 年度には今後想定されるベテラン職員の定年退職による支

援力の低下を防ぐことを目的にエリア体制を取り入れ、ベテラン職員と新人職員を組み合せ

て業務運営ができるよう組織の改編を行い、現在は 18 名の職員で運営している。 

しかし、職員間での支援スキルのバラつきや情報の共有体制が確立していないため、支援

の均一化が図れていないことにより事業者に対する満足度の高い支援が行えていない。 

（会員数の推移と後継者の有無） 

商工会員数については合併当初は 1,246 であったが、平成 26 年には 1,074 と 13.8％の減

少となっている。 
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【商工会員数の推移】 

 平成 18 年 平成 26 年 減少数 減少率 

商工会員数 1,246 1,074 172 13.8％ 

小規模事業者数 1,512 1,267 245 16.2％ 

（出典 小規模事業者数：総務省「平成 24 年経済センサス」） 

会員の脱退理由は廃業（死亡廃業・解散を含む）が 72％と最も多く、次いで事業休止・

事業縮小が 15％、任意脱退が 13％となっている。 

また、平成 24 年度 1,152 事業所を対象に商工会で行った事業者調査によると、後継者に

ついて「有り」が 24％、「無し」・「不明」と回答された割合が全体の 76％となっている。 

（小規模事業者の状況） 

①経済状況及び環境の変化への対応難 

人口減少や高齢化などの影響による廃業の増加や後継者難、IT 化によるインターネット

ショッピングなど、新たな販売形態の進出による様々な環境の変化に伴い、抱える課題は

多様化している。しかし、多くの小規模事業者は課題の認識や解決方法が見出せず、経営

環境は厳しい状況が続いている。 

②消費者ニーズへの対応難 

情報化社会の中で消費者ニーズは多様化し常に変動している。この状況下において消費者

ニーズをリアルタイムに把握して対応することが求められるが、現状では情報収集力が乏

しくニーズの把握が不十分で対応が困難である。 

③販路開拓力の弱さ 

商品力はあるが営業力や宣伝力が弱いため、十分な販路開拓が実施できていない小規模事

業者が多い。その理由としては、販路開拓のノウハウに関する知識等がないためである。

このような現状であることから、今後、何もしなければ人口や小規模事業者の減少は益々

悪化していくと考えられ、将来的には商工会地域の存続が危ぶまれるほど深刻な状況になる

ことは明らかである。そのような状況に陥らないためにも、商工会には地域の小規模事業者

の持続的発展と、中津川市が総合計画で掲げる地域経済の底上げや定住促進による地域力強

化が求められている。 

 

２．地域や商工会における課題と取組状況 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

①小規模事業者の多様化する経営課題の改善と経営力強化 

当地域では木材業、建築業、林業、木工業、石材業が主産業となっているが、木造住宅・

木工品・石製品のニーズ減少や地域ブランドである「東濃ひのき」や「御影石」の需要減

少などにより、関連する多くの小規模事業者が売上の減少など経営改善に悩んでいる。 

また、他の業種においても大型店の進出や、地域外への消費の流出、インターネットの普

及による新たな販売形態への対応など多様化する経営課題に直面している。 

この状況を踏まえ、経営環境の変化や多様化する経営課題に対応し、経営力強化を図るた

めの伴走型支援が必要である。 

（取組状況） 

金融・税務・労務相談などといった従前の経営改善普及事業に加え、経営計画セミナーや

小規模事業者持続化補助金などを通じて経営計画の策定支援を行っているものの、業種ご

とでの情報収集や提供、細かな経営状況の把握などを行う体制が整っていない為、小規模

事業者それぞれの課題に沿った伴走型での支援の実施は少ない。 
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②小規模事業者の新陳代謝の促進 

創業を目指す人材の育成や事業を承継する後継者の育成を行うことで、次世代の地域の担

い手の創出と、事業所数の減少に歯止めをかけることが必要である。 

また、状況に応じて円滑な事業廃止への支援も必要である。 

（取組状況） 

創業セミナーや後継者育成セミナーの開催により、平成 27 年度は創業 2件、事業承継 3

件であった。また、円滑な事業廃止への支援は行えていない。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

①地域における活力やにぎわいの創出 

地域を形成する大きな要因である地場産業の低迷により、事業所の減少や事業規模の縮小

による雇用の減少、地域外への消費の流出など、地域の魅力は低下しており、こうした地

場産業の低迷に歯止めをかけることが必要である。また、地場産業だけでなく、地域資源

を活用した特産品の開発や、衰退している商店街への活性化、地域経済団体や行政・町づ

くり協議会との連携や支援による地域の活力やにぎわいの創出により「住みやすく魅力 

のある地域」「小規模事業者が発展しやすい環境」といった地域経済の活性化を目指して

いくことが求められる。 

（取組状況） 

地場産業活性化を目的としたイベントは毎年開催しているが、事業検証の結果を活かし、

成果を更に向上させる取り組みは実施できておらず、関係団体・機関との連携強化も図れ

ていない。 

また、商店街活性化支援については実施して 4年とまだ浅く、毎年徐々に事業拡大して 

いるが、地域特産品の開発については実施できていない。 

②地域経済の活性化 

小規模事業者がより持続的な経営を行える地域とするため、中津川市の策定する総合計画

の中において中津川北商工会としての役割を担い、中津川市と連携して地域経済の活性化

に努めることが必要である。 

（取組状況） 

現在、中津川市や中津川商工会議所、金融機関など関係機関と連携を図り、中津川市が策

定した総合計画に基づきそれぞれの役割について今後取り組んでいくこととなっている。

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取組 

①職員の資質向上と組織体制の強化 

小規模事業者への持続的発展に向けた支援を行うため、職員一人一人の支援スキルの向上

と情報の共有化を図る組織体制の整備と、事業の評価や見直しなど事業検証を行うこと 

で、より効果的に事業を実施するための仕組みの構築が必要である。 

また、他支援機関などとの連携強化により、情報交換や支援ノウハウの習得による支援力

向上を図る必要がある。 

（取組状況） 

5 支所を 2つのエリアに区分し、ベテラン職員が若手職員をフォローできる体制を整えた

が、職員間での支援スキルのバラつきや情報の共有体制が確立していないため、支援内容

の均一化が図れていないことにより事業者に対する満足度の高い支援が行えていない。 

現在は、必要に応じて他支援機関との連携は図れているが、積極的な連携強化による支援

力向上は図れていない。 

また、事業の評価や見直しを図る目的で、平成 26 年度に業務監査委員会を設置したが、

事業を検証するまでには至っておらず、仕組みの見直しと再構築が必要である。 
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Ⅳ．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

   当地域の小規模事業者を含めほとんどの事業者が地域密着型若しくは「木」や「石」と

いった豊富な地域資源を活用して商売を営んでいる。従って地域が衰退すれば自ずと地 

域内小規模事業者の商売も成り立たなくなってしまうなど、地域の盛衰と表裏一体の関 

係であり、まさに「運命共同体」であると言える。今後、人口減少に歯止めをかけるこ 

とは難しいが、当地域には１１年後にリニア中央新幹線が開通することが決まっており、

この開通によって工業集積や工業団地事業による雇用の創出や他地域からの移住やＵタ 

ーンなどによる定住促進などの大きな期待がもたれている。 

しかし、このまま何もしなければ地域内事業者の衰退や減少が益々悪化し、「欲しい物

が地域で買えない」「働く場所が無い」「定住したくない」「地域外で働くしかない」など

といった住みにくく、魅力がない地域となってしまい、更にはリニア中央新幹線開通に 

伴う効果も最大限に活かすことができず薄いものになってしまう。 

そのような状況に陥らないためにも小規模事業者への意識改革や積極的な支援により 

「やる気のある事業者」を増やすことで経営力の強化による全体の底上げを図る。 

小規模事業者の底上げにより、「欲しいものや魅力のある商品・サービスが得られる地域」

「にぎわいがあって住みやすい地域」「地元で働きたいと思える地域」「自慢できる地域」

など地域の活力増加による地域経済の活性化への相乗効果も期待できる。 

小規模事業者の底上げが、住みやすく魅力のある地域づくりといった地域経済の活性化へ

繋がり、地域経済の活性化が図られることで、地域内消費の増加や地域外からの消費流入、

雇用の創出などにより、小規模事業者にとって地域内で更に発展しやすい環境となってい

くなど、まさに表裏一体の関係であることからも、小規模事業者の底上げ支援は最も重要

であると考えられる。 

また、中津川市においても平成３８年度までの総合計画が策定され、３つの基本理念を

具現化するための政策を打ち立てて展開中であり、「(3)活気あふれるまち中津川」に掲げ

られている【工業・商業・林業の振興】【地場産業の振興】【地域外交流の推進】の項目に

ついては地域の小規模事業者の持続的発展に大きく関わる施策であることからも、中津川

北商工会として役割を担い、中津川市や関係機関と連携を図りながら小規模事業者の底上

げを図り、地域経済の活性化へ向けた振興に取り組んでいく。 

 上記を踏まえ、今後、中長期的に「小規模事業者の底上げ」を図り、「住みやすく魅力

のある地域の創出」を目指した振興を行っていくことが必要である。 

３．目標と取り組みの内容 

上記の課題と取組状況、中長期的な振興のあり方を踏まえた今後５年間の目標を次のとおり

設定し、下記の取組内容を実施して目標を達成する。 

【テーマと目標】 

『地域の発展には事業者の発展が欠かせない・地域と事業者は密接に繋がっている』 

をテーマに、小規模事業者（点）と地域（面）の両面を見据えた「経営力強化による地域

内小規模事業者の底上げ」を図る伴走型支援と、「住みやすく魅力のある地域」「小規模事

業者が発展しやすい環境」の創出による地域経済の活性化支援を実施することと、より支

援を効果的に実施するために職員のスキル向上と支援体制の確立を図ることを目指し、下

記３つの目標を立て、取組内容に基づき実施する。 

目標１．伴走型の支援体制による小規模事業者の経営力強化と意識改革による持続的発展 

目標２．地域の活力やにぎわいの創出による地域経済の活性化 

目標３．職員スキルの向上と支援体制の確立 
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【目標１の取組内容】 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

①小規模事業者の経営力強化 

1)経済動向と需要動向の収集 

小規模事業者の経営改善に必要な経済動向や需要動向について収集、整理、分析し、的

確に情報提供を行う。情報の収集については、国、岐阜県、中津川市などが行う調査結

果や中小企業白書、小規模企業白書、新聞、ニュースなどから収集を行う。 

2)小規模事業者の経営状況の分析 

巡回・窓口・金融・税務・労務などのあらゆる相談や支援時に小規模事業者の経営状況

について調査、分析、把握し、職員間で共有化を図る。 

3)事業計画策定支援 

事業計画の基本から策定に至るまでのセミナーの開催や、巡回や窓口相談、小規模事業

者持続化補助金支援や金融支援時において、事業計画の策定を行う。事業計画策定につ

いては上記で収集し把握した経営状況や経済動向、需要動向を活用し、小規模事業者そ

れぞれに最適かつ実現可能な事業計画の策定支援を行う。 

4)事業計画策定後のフォローアップ 

巡回により進捗状況を常に把握することで事業計画の確実な実行を促す。これにより新

たな課題や計画の変更が生じた場合への迅速な対応も可能となる。また実施結果に対す

る評価・検証を行い、さらなる事業の持続的発展に向けて支援を継続していく。 

5)専門家派遣による支援 

小規模事業者への支援において、職員では対応が困難な課題や解決方法が見出せない場

合などには、必要に応じて専門家派遣を活用し対応する。 

上記、1)～5)までを密着した伴走型の支援体制により、PDCAを確実に循環させながら小規

模事業者の持続的発展に繋げる。 

②創業支援 

セミナーを開催し、創業におけるノウハウの習得や創業計画策定を支援することで開業率

を高めるとともに、より持続的な経営に繋げる。また、創業支援に重点を置いた産業競争

力強化法の事業に取り組む中津川市や金融機関などと連携を図ることで、より効果的に創

業者の掘り起しを行い、必要に応じて創業補助金や創業融資を活用し支援を実施する。 

これにより、次世代の担い手の育成と小規模事業者の減少に歯止めをかける。 

  ③事業承継支援 

   セミナーを開催し、事業承継のノウハウや手法、事業承継計画策定などの支援により新陳

代謝を促進することで、事業の継続などによる小規模事業者の減少への歯止めをかける。

また、状況に応じて円滑な事業廃止への支援も行う。 

  ④販路開拓支援 

展示会・企業展への視察や積極的な出展支援、ホームページの整備などにより、小規模事

業者の商品・サービスのPRや販売促進を行うことで販路拡大に繋げる。 

また、販路開拓や商品力強化のノウハウや手法を学ぶためのセミナーを開催する。 
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【目標２の取組内容】 

 Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

①地場産業活性化支援 

毎年開催している地場産業振興を目的としたイベントの内容について検証・改善を図り、

関係団体・機関との連携強化や地域資源の有効活用などを取り入れ、地場産業の活性化に

向けたより効果的なイベントを開催する。 

②商店街活性化と地域特産品開発支援 

商店街活性化事業に取り組む関係団体・機関との連携や支援を更に強化し、にぎわいの創

出を目的としたイベントの開催や、地域特産品の開発に着手する。 

 

【目標３の取組内容】 

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関連機関との連携強化 

中部経済産業局、(独）中小企業基盤整備機構、岐阜県事業引継ぎ相談窓口（岐阜商工会

議所）、よろず支援拠点、(公財)岐阜県産業経済振興センター、中津川市、ジェトロ、金

融機関などの関連機関と連携を一層強化し、情報の収集や交換、小規模事業者への支援連

携を図りながら持続的発展に向けた支援を行う。 

②支援スキルの向上と組織体制の強化 

1)支援スキルの向上 

中小企業大学校や岐阜県などが主催する研修会・セミナーへの積極的な参加、エリア制

を活かした職員間でのOJTにより、必要な知識・技術・技能などの支援スキル向上を図

る。 

2)情報共有体制の強化 

小規模事業者に対して有益な情報を均一かつ迅速に提供するため、収集した情報（経済

動向・需要動向・経営状況など）を整理・分析し職員間で共有化を図る体制を整備する。

   3)事業検証体制の構築 

    現状の事業検証体制（業務監査委員会）を見直し、より円滑かつ効果的な事業を実施す

るための事業検証体制の再構築を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


