
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

山県市商工会  

（法人番号 3200005002183） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

第 1期計画期間において地域の小規模事業者が抱える課題、中長期的な振興

の在り方と同様に目標達成度は不十分であり、継続して実施及び部分拡充によ

ってより効果的な支援を実施できると考えることから第 1期計画期間に定めた

目標を改めて第 2期計画期間の目標として設定する。 

①小規模事業者の売上拡大・利益向上に資する支援を行う 

 経営状況分析から事業計画策定、その後の実行支援まで小規模事業者の売上

拡大及び利益向上に向けた支援を総合的に実施する。 

②小規模事業者の人材に関する支援を行う 

 雇用対策のみならず、後継者対策や新規創業者支援等を含めた広義の「人材」

に関する支援を行う。 

③にぎわい創出による地域経済の活性化のために支援を行う 

 地域産業資源を活かす支援を重点的に行う事で地域経済の活性化に貢献す

る。また、新たな特産品を周知する為に地域団体商標登録を目指す。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域経済の動向調査に関すること 

 地域経済の動向を把握したうえで、将来の予測をしながら事業運営を行う事

ができるように地域経済動向を中心とした情報を提供する。 

２．経営状況の分析に関すること 

 経営分析の重要性を伝えると共に、経営分析を行う機会を作ることで各社の

現状を把握したうえで事業計画策定に繋げていく。 

３．事業計画策定支援に関すること 

 補助金獲得を目的とした計画ではなく、将来に向かって実現性の高い中期的

な事業計画策定への意識づけから、計画策定に至るまでを支援していく。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 策定した事業計画が計画通りに進んでいくように伴走支援を行いながら、事

業計画の PDCAを回すための支援も実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

 事業所ごとの製品・商品・サービスに対してニーズ調査を実施し調査結果を

伝えることでブラッシュアップを行い、販路開拓に繋げていく。 

６．新たな販路開拓に寄与する事業に関すること 

 中核産業を中心に展示会・商談会への出展支援、プレスリリース支援を実施

することで新たな販路獲得を目指していく。 
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済活性化に資する取組に関すること 

 山県市の産業育成の方向性に従って、商工会が貢献できる取り組みを関係機

関と連携しながら実施していく。 

連絡先 

山県市商工会 

〒501-2105 岐阜県山県市高富 2208-14 

電話番号：0581-22-3939 ／ FAX：0581-27-2821 

E-mail：yamagata@ml.gifushoko.or.jp 

 



 
1 

 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．第 1 期における取組と評価                           

 第 1期の計画期間においては、①小規模事業者の売上拡大・利益向上に資する支援を行う、②

小規模事業者の雇用対策に資する支援を行う、③にぎわい創出による地域経済の活性化のために

支援を行う、の 3つを目標に設定し事業を実施してきた。それぞれの目標について評価委員会か

ら次のような評価と提言を受けている。 

 

①小規模事業者の売上拡大・利益向上に資する支援を行う 

 事業計画策定を通じた企業支援を行い、売上拡大・利益向上に向けて支援を行う計画であった。

第 1期期間において事業計画策定件数が目標値 36件に対して 27件の作成に留まってしまった。 

 しかし、計画策定を行った事業者に対してはフォローアップを重点的に行ったため、フォロー

アップ支援は計画値 51件に対し実績値 62件と計画値を上回っている。 

 現状は売上拡大・利益向上に向けて継続支援を実施しており、その成果が各企業の実績値に少

しずつ表れてはいるがまだ不十分である。そのため、これらの事業所に対して継続支援を実施す

るとともに、事業計画策定を推進し売上拡大・利益向上に向けて支援を更に強化していく必要が

ある。 

 

②小規模事業者の雇用対策に資する支援を行う 

 これから労働力となっていく高校生とその保護者に向けて、アンケート調査を実施した。集ま

ったサンプル（高校生 139件、保護者 128件）を集計し、地域内事業者に対して公表を行った結

果、就職活動を行う高校生のニーズを自社の労働条件に反映する事業所もあり雇用対策に貢献で

きている。 

 また、地域内事業所の魅力を伝えるために、インターンシップの実施に向けた調整を行ったこ

とで就職先として地元企業を希望する高校生も増加している。 

 これらを継続して実施することで、地域産業を支える労働力確保を支援していく必要がある。 

 

③にぎわい創出による地域経済の活性化のために支援を行う 

 新たな地域の名産品を創出するために、今年度から地域団体商標登録事業委員会を設立し「ハ

ヤシライス」の地域団体商標登録をきっかけにした地域の活性化に向けて動き始めている。現在

の委員会は小売業、飲食業、製造業の 9事業所と商工会で組織しており、今後は更に多くの事業

所に参加を促し、地域を代表する地域資源に成長させるための支援を継続して実施する必要があ

る。その他、地域の主幹産業である水栓バルブ製造業を更に発展させるため、地域中核産業創出・

支援事業を活用して事業者相互の勉強会や産学連携を通して関連事業者の連携を深めることで

地域経済の活性化に向けて取り組んでいる。 

 

 これら 3つの目標は、第 2 期においても経営発達支援事業の目標に設定し継続的に実施してい

く。特に、①小規模事業者の売上拡大・利益向上に資する支援を行うについては、各事業所がよ

り高い実績を出すためにより高度かつ個社に合った具体的な支援を実施する必要がある。 

 そのため、支援内容を一部見直し効果的な支援を実施するとともに、更に多くの事業所への支

援を行っていくこととする。 
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２．第 2 期の目標                                

（1）地域の現状 

【山県市の位置・地勢】 
岐阜市の北側に隣接する位置にあり、JR 岐

阜駅から約 9～34km の範囲に広がっている。

地勢は山地丘陵部が多く、北端の日永岳

(1,216m)を最高峰として枝状の山地と、長良

川支流の武儀川、鳥羽川、伊自良川沿いの平

たん地で構成されている。森林が 84％を占め

ており豊かな自然と美しい景観に恵まれてい

る。南北方向約 25km、東西方向約 14kmの範囲

に広がり、約 222.04km²の面積を有している。  

 
【交 通】 

南北方向が岐阜市と山県市をつなぐ国道 256号及び地方道岐阜美山線、東西方向は山県市と関

市をつなぐ国道 418号や主要地方道関本巣線が縦横に通り、広域連絡や地域内連絡のための重要

な幹線道路となっている。 

現在、新たに整備が進んでいる東海環状自動車道西回りルートは、平成 31年度高富 IC（仮称）

の供用開始、翌 32年度以降（34年度目標）の全線開通を目指しており、地域経済にプラスに作

用する絶好の機会を控えている。 

 
【人 口】 

（現状） 
1995 年に 31,534 人であった山

県市の総人口は 2015 年には

27,114 人となっており 20 年間に

4,420 人減少している。全国的に進

んでいる少子高齢化は当地域にも

顕著にみられており、今後も人口

減少が進んでいくことが想定され

ている。 

地域経済を支えている生産年齢

人口の減少が著しく 2010 年

18,230 人であったものが、2015年

までの5年間に 15,505人と 14.9％ 

と大きく減少している。 

  
（将来の見通し）  

当地域の人口は今後 10年間で 2,615人減少する(減少率：9.2％)と予想されている。その内訳

は、15 歳未満は 752人(減少率：22.8％)、15～64歳は 2,399 人(減少率：14.5％)であり、15～

64 歳の生産年齢人口が大きく減少することから、地元企業での人材の確保がさらに困難になる

と考えられる。 

 

 

参考資料：岐阜県「統計からみた山県市の現状」 
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（2）山県市の産業の現状と課題 
【人口の減少要因】 

 山県市の人口が減少傾向にあることが上記で示

した通りである。人口の減少要因は、自然減少の

他に転出がある。過去 5 年間の転入出人口を比較

すると、いずれの年も転出が転入を上回っており

転出による人口減少を食い止めるとともに、人口

増加のため転入者を確保していかなければならな

い。山県市の転出理由を分析すると、職業上、結

婚等が上位である。職業上の転出は、他地域に労

働力が流出していることを意味している。特に、

職業上の理由で転出する多くが 20 歳代から 30 歳

代であり、岐阜市、関市、各務原市といった近隣

の大きな市に流出している。これからの地元経済

を支えていく若者の流出は地域経済の衰退を招く

可能性があるため職業上の転出を防ぐとともに、

職業上の転入が増加するように、働きたいと思う

環境づくりが課題となる。 

 

【有効求人倍率】 

当地域管轄内の有効求人倍率は平成 23 年から

右図で示す通り上昇を続けており、直近平成 30

年 8 月現在で 2.25 まで上昇している。有効求人

倍率の上昇が示す通り、企業の人材確保が年々困

難な状態となっており、地域内の就業者が近隣の

大きな市である岐阜市、関市、各務原市等の労働

条件の良い企業へ流出してしまう現状である。 

  

【産業構造】 

①事業所数と従業者数の推移 

 (ア)事業所数 

 山県市の総事業所数は、平成 21年 1,501事業所

であったものが、平成 24年に 1,391事業所に減少

した。その後、平成 26年に若干回復し 1,471事業

所となったが、平成 30年に実施した商工会独自調

査では地域内総事業所数 1,274 事業所（内小規模

事業者数 1,085 事業所）になっており、4 年間で

200 事業所が減少している。 

 山県市で最も多い産業は製造業であり、平成 26

年で 376 事業所である。そのうち 130 事業所が水

栓バルブ関係であり市内の産業構造の一翼を担っ

ている。次いで、卸・小売業が多く 275 事業所、

建設業 245 事業所、サービス業 204事業所、飲食・

宿泊業 98 事業所、医療・福祉業 74 事業所と続く。

参考資料：経済分析システム「RESAS」 

参考資料：岐阜労働局「有効求人倍率の推移」 
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医療・福祉業以外の事業所は、平成 21 年と比較し

いずれの業種も減少している。当地域において主要

産業である製造業やその他主要産業において事業

所数の減少は地域経済に与える影響は大きく、これ

以上の減少を防ぐため対策が必要である。 

 医療・福祉業は、全国的に高齢化の影響から高齢

者福祉関係事業者の増加が顕著であり、当地域にお

いても同様に増加している。 

 

 (イ)従業者数 

山県市の事業所が雇用する従業員数は、平成 21 年

に 10,325 人であったが、平成 24 年には 10,228 人に

減少した。しかし、平成 26年には 10,293人と若干の

回復を見せており平成 21年と比較し平成 26年の減少

数は 32 人とわずかである。業種別にみると、平成 21

年と比較し、建設業 125人、卸・小売業 139人と大き

く減少しているが、飲食・宿泊業は 32 人減少と小さ

く、その他の産業では微増している。事業所数が減少

する中で、特に目立つのは製造業の従業員数であり、

1 事業所あたりの従業員数は平成 21 年 9.5 人に対し

平成 26 年には 10.5人と増加している。 

 しかし、一方では生産年齢人口の減少によって労働

力の確保は難しくなっており、製造業を中心に外国人

実習生を雇用している事業所も増加している。平成

26 年に市内事業所にて雇用されていた外国人実習生

は 135 人であったが、平成 30 年 4 月には 196 人と増

加しており、市内や近隣地域からの労働力確保が困難

となっている現状がある。 

 現在、有効求人倍率の増加からも読み取れるように

売り手市場である就職先選びにおいて当地域の事業

所に就職してもらえるような対策が必要である。 

 

【主要産業の概要（現状と課題）】 

 (ア)製造業 

（現状） 

 山県市の製造業は、3,949人の雇用を創出(構成比：36.5％)し、山県市の基幹産業であると考

えられる。特に山県市は、水栓バルブ産業発祥の地として発展しており、水栓バルブ産業をはじ

めとした一般機械器具製造業関係の事業所が多い。 

 水栓バルブ関連企業は地域内に 130社あり、その内 100社が従業員数 20 人以下の小規模な製

造業者である。水栓及び住設関連メーカーの下請け事業者が多く、専門分野に関して高い技術力

を持つにも関わらず、付加価値額が低いという問題がある。 

 その問題に対して、一部の小規模事業者においては、自社の高い技術力を活かし自社製品を開

発・販売し、下請けからの脱却、付加価値額の向上を図っている。 

 しかし、製品を開発したが販売先が拡大せず売上に繋げられず自社の営業力が弱いことが問題

として挙げられる。 

参考資料：経済分析システム「RESAS」 

参考資料：経済分析システム「RESAS」 
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（課題） 

 そのため、下請け体質からの脱却、付加価値の向上、製造業の営業力を強化し販路開拓を行う

などの課題がある。 

 
 (イ)卸・小売業、宿泊・飲食サービス業 

（現状） 

山県市南部の国道・県道沿いには緩やかに新規出店が進んでおり、当業種事業所の過半数は南

部に集積している。しかし、車社会の定着、大型商業施設の出店、岐阜市等県内中核市が近いと

いう外部要因、小規模事業者は顧客ニーズに関する情報収集・分析能力に乏しいなどの内部要因

により、地域の小規模な商店では顧客ニーズを満たすことができず、地域外に消費の流出が進み

地域商業力はさらに弱まる問題を抱えている。特に小規模な個人商店では、高齢化や後継者難に

より廃業する店舗も多く、雇用喪失にも繋がっている。 

 また、山県市北部地域では人口減少、高齢化等により経営が成り立たず、例えば、日常の買い

物・最寄品はシルバー人材センターや事業者などによる移動販売車での販売が主となっており、

買物弱者と呼ばれる高齢者等の日常の買物がますます困難となる問題を抱えている。 

 

（課題） 

 そのため、需要動向調査などにより顧客ニーズを把握し、顧客ニーズを満たす品揃え・サービ

スを戦略的に行うなどお店の魅力をアップさせることや各種イベントに出展し、自店の商品・サ

ービスの紹介・販売を行うことで、自店への来店客数の増加を図ることが課題であると考えられ

る。 

 また、顧客ニーズに合わせた業態変更や第二創業に取り組む必要もある。 

 
 (ウ)建設業 

（現状） 

 建設業者は、大型の公共事業を元請けできる事業所は少なく、従業員数も少ない家族経営で事

業を営んでいる小規模事業者が多く、特に大工工事を中心とした一人親方が多い。一人親方の多

くが、主要な取引先である元請け事業者からの独立が多く、以前勤めていた元請け事業者に取引

を依存している事業者が大半を占めており、経営基盤が脆弱であるという問題がある。 

 

（課題） 

 そのため、新規取引先の獲得などにより経営基盤を確立させることが課題と考えられる。 

 
【事業者の抱える共通の課題】 

上記のとおり、各業種の抱える課題は多種多様であるが、共通した課題は第 1期の目標に設定

した「売上及び利益の向上」及び「人材の確保」である。 

 人材の確保において第 1期計画と異なる点は、従業員等の労働力を確保することに加え、事業

主の高齢化で廃業していく事業所を承継する後継者の確保を含めたものとする。 
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【創業】 

（現状） 
山県市の創業比率は、平成 24 年から 26 年で

4.3％となっており、岐阜県平均 4.98％及び全

国平均 6.33％より低くなっている。岐阜県内 42

市町村中 23 位となっており県内でも創業比率

が低い。 

 岐阜市や関市といった大きな市と隣接し、比

較的アクセスしやすい立地環境であることか

ら、魅力を伝えながら掘り起こしを行う事で一

定の創業者を創出することが可能であると考え

られる。 

 

（課題） 

 潜在的創業者を掘り起こし、関係機関と連携

しながら創業支援を行う事で事業所数の維持・

増加に努める。 

 
（3）山県市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

山県市は、「山県市人口ビジョン」「山県市総合戦略」から構成される「山県市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を策定している。この戦略策定には商工会も参加しており、総合戦略の一翼

を担っている。 

 「山県市人口ビジョン」とは、国と岐阜県の総合戦略を勘案し、人口減少社会においても持続

的な発展を遂げることができるように、山県市の将来人口の把握・分析と目指すべき方向を提示

することを目的としている。 

 「山県市総合戦略」とは、人口ビジョンで示した将来展望を実現するための重要施策を取りま

とめたものである(対象期間：平成 27年度～平成 31年度)。 

「山県市総合戦略」の概略は次の図で示す通りである。 

【山県市総合戦略の概略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山県市総合戦略は、基本理念を基に設定した目指す将来の姿を達成するために、5つの基本目

標を設定している。 

＜基本理念＞ 
 

豊かな自然と活力ある都市が調和した安心で快適な住みやすいまちづくり 

＜目指す将来の姿＞ 
 

水と緑を大切に 活力ある山県市 

＜基本目標①＞ 
 

みんな 
いきいき！ 

＜基本目標②＞ 
 

みんなで 
いつまでも！ 

＜基本目標③＞ 
 

みんなで 
活躍！ 

＜基本目標④＞ 
 

みんなを 
呼び込む！ 

＜基本目標⑤＞ 
 

みんなに 
安心！ 

＜基本的方向性＞ 地域の活性化と雇用創出 
 

(数値目標) 従業員数 10,500人 

参考資料：経済分析システム「RESAS」 
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その中で、小規模事業者の振興に商工会として貢献できる目標は「③みんなで活躍！」である。

その基本目標に基づく基本的方向として「地域の活性化と雇用創出」が掲げられており、「潜在

的競争力がある山県の地域産業を地域の特性に応じてさらに活性化させていくとともに、新たな

起業への支援や雇用の場の確保、経営の安定化、産学官連携による新たな取組み等を通して、永

続的な力強い産業として発展させていきます」と宣言している。また、基本的方向性の数値目標

として従業者数 10,500人を掲げている。 

 
（4）小規模事業者に対する中長期的な振興の在り方 

①今後 10年間を見据えた振興の在り方 

 

 

 
 第 1 期計画において、今後 10 年間の中長期的な振興の在り方を「小規模事業者の経営力向上

と創業の促進を図り、小規模事業者の維持と雇用の創出」と設定した。 

第 1期計画実施によって設定した振興の在り方の達成に向けて、事業計画策定を始めとする経

営力向上に向けたきっかけづくり、高校生を対象とした求職者ニーズ調査による雇用環境改善等

を実施してきたが、当地域小規模事業者の抱える根本的な課題解決には至っていない。また、中

長期的な振興の在り方は第 1期計画時点で今後 10 年間を想定して策定したものであり、現時点

で 3年しか経過していない状況では見直す時期ではないと考える。そのため、第 2期計画におい

ても第 1 期と同様に中長期的な振興のあり方を「小規模事業者の経営力向上と創業の促進を図

り、小規模事業者の維持と雇用の創出」と定め、前述した小規模事業者の課題解決に向けて以下

の支援を実施していく。 
 

②山県市商工会としての役割及び支援方針 
 当商工会管内内には平成 30年 4月 1日現在で小規模事業者が 1,085 事業者であり、これらの

事業者に対して最も身近に支援できる組織である。小規模事業者の抱える経営課題を解決するた

めの支援を実施し、地域内小規模事業者の経営力を向上させていくため、次の役割を担っていく。 

 

 (ア)自社の経営状態を把握した上での事業計画策定 

 日々変化する競争環境の中で変化に対応し、収益性を確保しながら持続的な経営を進めるため

には、自社の経営を客観的に確認するために分析が必要である。また、経営を確認したうえで将

来に向かった事業計画の策定支援を行っていく。 

 

（具体的方針） 

・巡回による経営分析の重要性周知 

・経営分析手法の提供 

・セミナー等開催による経営分析機会の提供 

・事業計画策定支援 

 

 (イ)支援機関及び支援施策活用の推進 

 計画策定から実行支援まで一貫して伴走支援を実施し、事業者の成長発展に向けた支援を積極

的に実施する。計画の過程で生じる様々な課題に対して、各種関係機関との連携を強化しながら

事業者にとってよりよい選択ができるように導いていく。 

 また、支援施策を積極的に活用することで事業者の課題に応じた対応を行うように努め、これ

によって、商工会の利用価値を高め頼られる支援機関としての立ち位置を確立する。 

＜中長期的な振興の在り方＞ 

「小規模事業者の経営力向上と創業の促進を図り、小規模事業者の維持と雇用の創出」 
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（具体的方針） 

・経営計画の立案及び積極的な実行支援 

・連携先企業の情報提供 

・施策及び関係機関に関する情報提供 

 

 (ウ)にぎわい創出による地域経済活性化に向けた支援 

 個社に特化した支援を実施する一方で、地域内同業他社や他業種との連携を図るための支援を

積極的に推進し、地域産業資源や地域の主要産業を組み合わせた新たな製品・サービスの創出支

援を行う。また、地域内で生まれた製品・サービスを地域外に発信していくために、様々なプロ

モーション活動を事業者とともに推進することによって地域活性化に貢献していく。 

 

（具体的方針） 

・地域産業資源の組み合わせによる新たな価値創出 

・情報発信の起点となり地域外に向けた積極的なプロモーションの推進 

 

 (エ)人材確保に向けた取組みの実施 

 現在、当地域において人材について抱える課題は、①従業員確保、②後継者確保、③創業者数

の増加、の 3つが挙げられる。これらの課題解決に向けて商工会として現在行っている取り組み

を拡充することで地域内の小規模事業者の維持に努め、人材の確保に向けた支援を実施してい

く。 

 

(具体的方針) 

・就職希望者のニーズを調査し地域内企業へ情報提供を行う 

・新規創業者を掘り起こし、創業を促進する 

・円滑な事業承継を推進し、高齢による廃業を減少させる 

 

③山県市総合戦略との連動性・整合性 

 山県市総合戦略において定められた 5 つの基本目標の内、当商工会の関わるべき基本目標は

「みんなで活躍！」であり、この目標に定められる基本的方針「地域の活性化と雇用創出」と上

記で定めた中長期的な振興の在り方の考え方は一致しており連動性・整合性は高い。そのため、

市及びその他関係機関との連携が取りやすく、設定した中長期的な振興の在り方を達成するため

に事業者支援に対してより効果の高い支援を実施できる。 

 

（5）経営発達支援事業の方針及び目標 
 第 1期計画期間において地域の小規模事業者が抱える課題、中長期的な振興の在り方と同様に

目標達成度は不十分であり、継続して実施及び部分拡充によってより効果的な支援を実施できる

と考える。そのため、第 1 期計画期間に定めた①小規模事業者の売上拡大・利益向上に資する支

援を行う、③にぎわい創出による地域経済の活性化のために支援を行う、を継続して目標に設定

する。また、②小規模事業者の雇用対策に資する支援を行う、については、雇用対策だけでなく

後継者不足や新規創業など「人」に関する様々な要素を総合的に支援していく必要があることか

ら「②小規模事業者の人材に関する支援を行う」に変更し、これまで以上に広義に捉えた支援を

実施していく。 

 

①小規模事業者の売上拡大・利益向上に資する支援を行う 

（取組方針） 
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 売上拡大・利益向上を目指すためには、自社の置かれている経営状況を分析・把握し、事業の

エビデンスに基づいた根拠のある事業計画を策定し、計画に基づいた経営を行っていくことが重

要であると考える。 

 第 1期計画期間以前は、事業所側に事業計画に対する意識がなく事業計画に基づいた計画的な

支援を行うことは少なかったが、第 1期経営発達支援事業を進める中で自社の経営状況を把握し

事業計画に基づいた計画的な経営を行う事の重要性が伝わりはじめた。 

 そこで、今期の計画も小規模事業者の売上拡大・利益向上に向けて、経営状況の分析・把握を

行ったうえで根拠がありかつ実現可能性の高い事業計画策定を広く推進していく。特に、地域経

済の活性化につながりやすい主幹産業である水栓バルブ関係事業者や、新たな特産品の創出に動

き始めた地域団体商標に関係する事業者への支援に注力していく。 

 

（目標数値） 

1）自社の経営状況把握のため、経営分析を 5年間で 200件実施する 

2）地域内小規模事業者数 1,085事業所のうち、180 事業所の事業計画を策定する 

3）事業計画に基づいた支援を実施し、実績として売上高前年対比 5％増加させる 

 

②小規模事業者の人材に資する支援を行う 

（取組方針） 

 有効求人倍率が高まる中で、少子高齢化や労働力の流出によって地域内小規模事業者は人材確

保に苦労している。人材を確保するためには、労働者のニーズを収集し雇用環境改善を行うとと

もに、個社の持つ特色や魅力を伝えていくことが重要である。そのために、事業者と連携し積極

的にインターンシップや工場見学を実施し労働力の確保をおこなっていく。 

 また、後継者不足による廃業を防ぐことや、新規創業者の掘り起こしを行う事を含めて総合的

に支援を実施していく。 

 
（目標数値） 

1）求人や雇用環境改善等に役立つ情報収集を、地域内及び近隣地域の高等学校において年 1 回

実施する 

2）事業所、ハローワーク、高等学校及びその他関係機関と連携し、山県市の掲げる従業員数

10,500 人を達成する 

3）事業承継及び新規創業者の掘り起こしを積極的に行う事で減少を続ける小規模事業者数

（1,085事業所）を 5％以内に抑制する。 

 

③にぎわい創出による地域経済の活性化のために支援を行う 

（取組方針） 

 山県市は、中小企業地域資源活用促進法において農林水産物 7 種、鉱工業 16 種、観光資源 2

種が地域産業資源に指定されている。これらの地域産業資源を組み合わせながら活用することで

シナジーを生み、地域経済の活性化に向けた新たな取り組みを実施していく。また、新たに設立

した地域団体商標登録事業委員会の活動を活性化させ、地域団体商標の取得と知名度向上に向け

た支援を継続的に実施する。 

 

（目標数値） 

1）地域産業資源を組み合わせた新たな製品・サービスの提供を 5年間で 3件創出支援する 

2）地域団体商標を 1件取得する 

3）地域団体商標登録事業の事業拡大を図り、事業に賛同する参画企業数 15事業所を目指す 



10 
 

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 31年 4月 1日～平成 36 年 3月 31 日 5年間） 

 

 

（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．地域経済の動向調査に関すること                        

 

【第 1期における取組】 

 第１期の計画において 3つの事業を実施したところ、評価委員会における各事業の評価は、以

下のとおりであった。 

 

①小規模事業者実態調査及び②他の機関の経済動向情報調査 

地域の経済動向を把握するために対象事業者を選定し、商工会職員による巡回で事業者から直

接経済動向についてのヒアリング調査を年4回行う①小規模事業者実態調査の実施に合わせて、

岐阜県の発行する「岐阜県経済レポート」、岐阜県商工会連合会の発行する「中小企業景況調査

報告書」等の広く公開されている情報の中から当地域に関する経済動向情報を抽出・分析する②

他の機関の経済動向調査 を行い、これらの情報を小規模事業者に提供する計画であった。 

 

【取組の評価】 

年 4回の調査結果について、年 4回のホームページによる掲載・更新で周知を計画通り行う事

ができたが、事業者の都合により時間が取れないこともあり巡回において情報提供できた企業数

は目標の 400 件に対し 10件不足し 390件となった。巡回において情報提供を行う事も必要であ

るが、より多くの事業者に対して情報を提供することが重要であるとの評価・提言を受けた。 

 

③求職ニーズ調査 

 山県高校の生徒と保護者を対象として求人・求職に関するアンケート調査を行い、求職者のニ

ーズから企業の労働環境改善や求人に役立つ情報提供を行う計画であった。 

 

【取組の評価】 

 当初の計画では山県市内の高校 1校のみに対する調査であったが、近隣地域の 1高校からも協

力を得られたことから 2校に対する調査に拡充して実施した。その結果、高校生 139名、保護者

129 名からアンケートを回収することができたため、企業にとってより有益な情報提供ができて

いると評価された。 

 

【今回の申請における取組】 

 

（1）現状と課題 

（地域の経済動向について） 

【現 状】 

経済動向の把握は、地域経済における現状把握だけでなく地域の将来予測にも役立つが、小規

模事業者は、地域の経済動向を統計的資料等の根拠に基づいた把握はしておらず、事業を行う中
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での感覚で判断している。第 1期計画期間中に各事業者に合った地域経済の動向をまとめ提供し

たことで、根拠のある経済動向の判断を行う必要性を認識し、将来の予測をしたうえで事業計画

を策定する事業者もあったが、このような認識を持つ事業者はまだ少ないのが現状である。 

 

【課題及び第 2期の取組方針】 

 このような現状から、小規模事業者が地域の経済動向を正しく認識した上で将来の予測を行い

より良い事業運営を行うことができるように、更に多くの事業者に対して情報提供を行うことが

課題である。そこで、情報の提供方法について見直しを行い、多くの事業者に地域の経済動向を

伝えることを取組方針とする。 

 

（求職者ニーズについて） 

【現 状】 

 有効求人倍率が上昇し、売り手市場が続く労働者市場に変化は見られないことで、年々人手不

足が深刻化している。労働者にとって働きたいと思える労働環境づくりは必須であるが、事業者

は労働者のニーズを把握する機会がなかった。商工会で求職者ニーズ調査を行い、調査結果を労

働者のニーズとして公表したことで労働環境の整備が進み新卒求職者が微増している。 

 

【課題及び第 2期の取組方針】 

 事業者が独自では収集できない有益な情報を提供できており成果に繋がっていることから、第

2期においては取組強化を行い、より多くの高等学校にアンケート調査の協力を依頼し情報収集

を行い提供していく方針である。 

 

（2）事業内容 

①他の機関の経済動向調査（継続） 

 国、岐阜県、山県市及びその他関係機関等から発表される経済動向や経営動向に関する情報か

ら、当地域の小規模事業者に該当する情報を収集・整理・集約し、レポートにまとめ地域の小規

模事業者へ提供することを目的とする。情報収集は、以下に示す資料を活用するものとし、当商

工会地域の産業構造を踏まえて関連する業界・業態の景況情報等を収集する。 

 

（情報源及び調査項目） 

情報源 情報収集項目 収集目的 
地域経済分析システム 

（RESAS） 

付加価値額、労働生産性、産

業構造、従業員数 

全国や近隣地域との比較から

山県市の傾向を分析 

岐阜県の中小企業動向調査 

（日本政策金融公庫） 

岐阜県内中小企業の動向 山県市の地域傾向と小規模事

業者が抱える課題の分析 

ぎふ経済レポート 

（岐阜県） 

住宅着工数、公共工事数、個

人消費、雇用の傾向 

岐阜県内小規模事業者と比較

し、山県市主要業種の傾向分析 

中小企業景況調査報告書 

（岐阜県商工会連合会） 

基調判断、業種ごとの DI値 岐阜県内小規模事業者と比較

し、山県市の傾向分析 

 

(調査目標) 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
調査回数 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 
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②山県市経営状況把握調査（名称変更：(旧)小規模事業者実態調査）(改善) 

 経済動向をより地域の実情に対応した情報として地域内小規模事業者へ提供することを目的

とし、地域内の事業所における景況動向・経営動向等に関する調査(山県市経営状況把握調査)

を実施する。 

 

山県市経営状況把握調査概要 

調査対象 

山県市における主要産業のうち各業種 2.5％（25件）の企業を対象とする 

(内訳：建設業 4件、製造業 7件、卸売業 2件、小売業 5件、飲食業 2件、

サービス業 5件) 

調査項目 

売上高、仕入、資金繰り、利益状況、雇用状況、設備投資、求人ニーズ、

為替による影響、販路・市場開拓、後継者対策、全体の景況感、経営上の

問題点 等 

調査手法 商工会職員が事業所を巡回し、経営者から経済動向のヒアリングを実施 

分析手法 
・景況感 DI値を用いて中小企業景況調査報告書との比較分析 

・地域内小規模事業者の実績と見通しの比較分析 

調査頻度 年 4回(4半期ごとに 1回実施) 

 

(第 1期と異なる点) 

 第 1期において調査対象企業を 100件としていたが、事業期間中に実施した 12回の調査で地

域内の小規模事業者は業種ごとで景況感等に関して同様の傾向が現れることが判明した。そこ

で、地域内小規模事業者 1,085事業所に対して各業種 2.5％をサンプルとして調査しても問題な

いと考える。調査事業者数を減少させることになるが、情報提供をさらに拡充して行うことでよ

り多くの小規模事業者に周知する事に注力していく。 

 

(調査目標) 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
事業所数 100事業所 25事業所 25事業所 25事業所 25事業所 25事業所 
調査回数 年 4回 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回 
サンプル数 400件 100件 100件 100件 100件 100件 

 

③求職ニーズ調査（拡充） 

 近隣地域の高等学校に協力を依頼し、生徒及び保護者に対して求職ニーズ調査を実施する。調

査目的は、人材確保に課題を抱える地域内小規模事業者に対して求職者のニーズを提供すること

によって、雇用環境改善や求職者に対する訴求に活かしていくことである。 

 

求職ニーズ調査概要 

調査対象 市内高等学校・近隣地域の高等学校に通う生徒及び保護者 

調査項目 生徒属性、希望業種、希望職種、希望進路、希望勤務地、希望雇用条件 

調査手法 
学校に協力を依頼し、生徒及び保護者を対象としたアンケート用紙を配

布・回収する 
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分析手法 

山県市経営状況把握調査における調査項目(求人ニーズ)とアンケートによ

り回収した求職ニーズの特徴を比較することによって、求人と求職での差

異を分析する。 

調査頻度 年 1回 

 

（調査目標） 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
調査学校数 ２校 ３校 ３校 ４校 ４校 ４校 

調査回数 各校年１回 各校年１回 各校年１回 各校年１回 各校年１回 各校年１回 
 

（3）地域経済の動向調査成果の活用 

 上記①から③で実施した調査は、収集した情報を整理・分析し数値のみではなく、グラフや図

表、注釈を入れながら地域内小規模事業者にわかりやすい形でレポート形式にまとめ広く周知す

る。①山県市経営状況把握調査及び②他の機関の経済動向情報調査結果は 4半期に 1回「山県市

経営動向レポート」にまとめ情報提供を行う事で最新の地域経済状況を把握できるようにし、個

社ごとの事業経営及び事業計画策定の際に参考資料として活用していただく。 

③求職ニーズ調査は、年 1回の調査であることから、年 4回発行する山県市経営動向レポート

のうち 1回を特別版として第 3四半期に発行する。小規模事業者が求人を行う際に求職者ニーズ

を把握したうえで人材を確保しやすい環境整備に活用していただく。 

 

（具体的な周知方法） 

 第 1 期計画期間に評価委員会から「調査結果をより広く周知するべきである」と意見があった

ため、前回の計画では実施していなかったメール便での郵送、各種セミナーでの配布を行う事で

これまで以上に地域経済の動向を事業者に広く周知していく。 

 

具体的な周知方法 

・山県市商工会ホームページ上でダウンロードできるようにレポートを PDF掲載する。（継続） 

・地域内小規模事業者に向けてメール便でレポートの直接郵送を行う。（新規） 

・商工会職員の巡回時にレポート配布及び説明する。（継続） 

・各種セミナーでの配布及び説明等で行う。（新規） 

 

（4）地域経済の動向調査周知目標 

①他の機関の経済動向情報調査周知目標、②山県市経営状況把握調査及び③求職ニーズ調査 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
ホームページ掲載更新 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 
メール便で郵送 － 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 
セミナー及び部会 
会議等で配布 － 3回 4回 5回 6回 8回 

巡回で配布 390件 400件 410件 415件 420件 430件 
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２．経営状況の分析に関すること                          

 

【第 1期における取組】 

 第１期の計画においては、個社の経営状態を定量面と定性面の 2 面から総合的な分析を行い、

経営状態の把握を行ったうえで事業計画策定のきっかけを作ることを目的に計画を実施した。 

 その結果、評価委員会から次のような評価を受けた。 

 

【取組の評価】 

 商工会を通じて決算書及び確定申告書を提出した 344 事業所全ての決算内容を、商工会基幹シ

ステムを活用してデータ入力し、定量分析が完了したことは評価できる。しかし、合わせてヒア

リング等にて定性分析に繋げた件数は、目標 39件に対して 19 件と目標値に達していないため、

今後に向けて改善が必要である。 

  

【今回の申請における取組】 

 

（1）現状と課題 

【現 状】 

 定量分析は、第 1期計画期間中に財務諸表の数値をシステム内に取り込んでおり、簡単な定量

分析結果は事業者に伝えることができる。しかし、数値の伴う定量分析に興味を示した事業者で

あっても定性分析においてはその必要性を認識している事業者は少なく、定量分析と定性分析を

ともに行う支援が思うように進んでいないのが現状である。 

 

【課題及び第 2期の取組方針】 

 このような現状から、経営状況の分析が事業経営にとって必要であることを認識していただく

ために、積極的な経営分析実施機会の創出を行い、経営分析実施事業者の掘り起こしを行うこと

が課題である。事業内容の一部改善を行うことでより多くの小規模事業者に対して経営分析を実

施し経営課題の発見や解決に繋げていくことを取組方針とする。 

 

（2）事業内容 

①経営分析実施事業者の掘り起こし（改善） 

 職員の巡回・窓口相談時に経営分析の必要性や重要性を説明し、経営分析に興味関心を持って

いただくことで経営分析実施事業者を増加させていく。日々の巡回や１.地域経済の動向調査に

関することで作製した「山県市経営動向レポート」の配布巡回をきっかけに、自社の経営状態を

把握する重要性を説明し経営分析に興味関心を持つ事業所を掘り起こす。また、巡回だけでなく

記帳指導、決算指導時にも経営分析を勧めていく。特に、売上高や利益の減少が著しい事業所や

融資斡旋・補助金申請支援で設備投資や経営改善を行った事業所には、積極的に経営分析を推奨

し業績低迷の原因追求や設備投資効果の検証を行う。 

 

経営分析実施事業者の掘り起こし手法 

・日々の巡回指導で経営分析の必要性を伝える。 

・山県市経営動向レポートの配布時に、経営分析を勧める。 

・記帳指導、決算指導において経営状況に不安を感じる事業所に経営分析を勧める。 

・融資斡旋、補助金申請時に経営分析を行っていく。 
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②経営状況分析の実施（継続） 

 ①の取り組みで掘り起こした事業者に対して経営状況分析を実施する。経営状況の分析には、

財務諸表を基に行う定量分析と財務諸表以外で行う定性分析の双方を合わせて行う事で経営状

況分析とする。 

 

経営状況分析の実施概要 

主な対象者 
経営分析に関心の高い事業所、業績低下が著しい事業所、近年設備投資を行っ

た事業所 

分析項目 

(ア)定量分析 

 個社の財務諸表から収益性、安全性、生産性、成長性、効率性

の 5つの視点で分析を行う。単年度分析ではなく、経年変化を考

慮した分析結果を提供するために過去の財務諸表も合わせて分

析を行い、財務上の強み・弱みを確認し分析結果をフィードバッ

クする。 

(イ)定性分析 

外部環境から受ける「機会」と「脅威」、内部環境の「強み」

と「弱み」を分析する SWOT分析を行い、そこからクロス SWOT分

析により、事業の方向性や課題を分析する。SWOT 分析の際には、

モレ・ダブりがないように多様なフレームワークを活用し各要素

を抽出する。 

分析手法 

 岐阜県商工会連合会の作成した独自のシステム「事業者支援システム」を活

用し、上記の分析項目を含み、定量面及び定性面から事業所の経営状態を経営

指導員が分析を行う。場合によっては、専門家に意見を求めより詳細で精度の

高い分析を行っていく。 
 

＜補足：分析項目の詳細＞ 
（ア）定量分析 

 
（イ）定性分析 

調査項目 具体的な内容 

外部環境 
市場環境 社会動向、政治動向、市場動向、技術動向など 

競合状況 競合動向（顕在/潜在）、仕入れ先動向、販売先動向など 

内部環境 
知的資産 

人的資産、組織・体制、経営方針、顧客ネットワーク、ブランド、ノウハウ 

技術・技能、特許・知的財産など 

設備状況 設備、遊休設備、不動産、工程/生産管理、ネットワーク、サーバーなど 

診断項目 具体的な指標 

収益性 売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率など 

効率性 総資本回転率、棚卸資産回転日数など 

生産性 一人当たり売上高、一人当たり経常利益など 

安全性 自己資本比率、流動比率、当座比率など 

成長性 前年比増収率、総資本回転率増減など 
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（3）成果の活用 

①経営課題の明確化 

 分析結果を踏まえて、事業者の持つ問題点、経営課題を明確にする。商工会職員だけでなく各

関係機関等と連携し、各分野の専門的視点から小規模事業者の経営課題を明確にしていく。 

 また、分析時点で経営課題として捉えるに至っていないわずかな不安要因も事前に把握するこ

とによって早期から対策を行っていく。 

 

②分析結果のフィードバック 

 経営分析の結果は、岐阜県商工会連合会の作成した独自のシステム「事業者支援システム」に

よってレポート形式で書面化し、個別に巡回を行い分析結果の導出課程や結果から判断できるこ

とを丁寧に説明する。説明の際には、専門用語をできる限り避け、時間を掛けてわかりやすく説

明することで経営状態に関する理解を高めるように努め、分析から見える経営上の問題や課題を

認識していただく。 

 

③事業計画策定への誘導 

 分析結果のフィードバックによって認識した経営課題を解決し、将来に向って持続的な経営を

営むことができるように事業計画の重要性を説明することで、事業計画策定を推進していく。 

 

（4）経営状況の分析実施目標 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
経営分析件数 19件 35件 38件 40件 42件 45件 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること                         

 

【第 1期における取組】 

 第１期の計画においては、事業計画策定セミナーをきっかけにその重要性を認識してもらうこ

とで実際に計画づくりに取り組んでもらうため、巡回や窓口指導を通して掘り起こしを行った。 

 また、創業セミナーを開催し実現性の高い創業計画の策定にも取り組んだ。 

 

【取組の評価】 

集団セミナーをきっかけにした経営計画策定に取り組んだが、参加者が想定より少なく集団セ

ミナーによる事業計画策定件数が目標 47件に対して 20件と目標数を大きく下回った。 

 一方で、経営指導員による事業計画策定件数は 27 件であったが、補助金に頼った計画策定が

多いのではないかと評価された。 

 

【今回の申請における取組】 

 

（1）現状と課題 

【現 状】 

 評価委員会から指摘された通り、計画策定事業者の 7割が持続化補助金等の補助金目的での計

画策定であり、補助金の実績報告が終わった段階で見直しが行われることは少なく、本来の事業

計画書策定の目的が事業者に伝わりきっていないのが現状である。 
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【課題及び第 2期の取組方針】 

このような現状から、補助金目的の事業計画書を策定するのではなく将来に向けて PDCA を回

すことを目的とした事業計画書策定支援を行うことが課題となる。そのため、事業計画策定の意

義（創業計画を含む）を正しい形で伝えたうえで事業計画を策定し、事業計画に沿った事業を実

施できるように支援していくことを取組方針とする。 

 

（2）支援に対する考え方 

 事業計画策定前には、前工程として２.経営状況の分

析に関することで経営状況分析を行い、問題・課題を明

確にした上でこれらの事業者に事業計画策定を推進し

ていく。また、事業計画策定セミナーを通して事業計画

を策定する意義を再認識してもらい、計画の PDCA を意

識づけする。 

事業計画策定は、個別相談及び指導員の巡回によって

個社ごとに行うものとし、策定時には、課題解決までの

道筋を示すことで事業計画の意義や重要性を認識して

いただけるように努める。 

 

（3）事業内容 

①事業計画策定に関する意識づけ（改善） 

 （ア）経営状況の分析を行った事業者に対する意識づけ 

 巡回や窓口指導で経営状況の分析を行った小規模事業者に対して、分析から把握した経営上の

問題・課題を解決するための道筋となる事業計画を策定するように推奨する。事業計画の具体的

な作成方法を事業計画のフォーマットを示しながら説明することで、事業計画策定に対する意識

的ハードルを低くするとともに、事業計画の必要性を説明することで事業計画に対する意識づけ

を行う。 

 

 （イ）事業計画策定セミナーの開催 

 事業計画策定を推進するために、事業計画策定セミナーを開催する。セミナーの目的は、事業

計画に興味関心を持ってもらうことであり、事業計画の重要性や必要性の説明及び策定手順の簡

単な解説を主とした内容で構成する。 

 

事業計画策定セミナーの概要 

対象者 地域内小規模事業者 

開催目的 事業計画策定に興味関心を持ってもらう事、事業計画策定への意識づけ 

募集方法 ホームページによる周知、メール便による案内、市が発行する広報誌 等 

カリキュラム 

○事業計画とは 

○事業計画の重要性・必要性 

○事業計画の作成手順 

参加者 20名 

開催数 年 1回 
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②事業計画策定支援（継続） 

経営状況の分析を行った事業者を対象に事業計画策定支援を実施する。地域経済の動向を踏ま

えながら事業計画策定に必要な検討事項に基づいて、事業計画書のストーリーを事業者の考えを

聞き出し、経営指導員が伴走して計画策定を支援していく。事業遂行に支障となる実施上の課題

の解決方法をアドバイスし、具体策を提案することで実現性の高い計画を伴走して作成する。 

 また、持続的な発展のためには、確実な利益確保が必要であることから、利益を確保するため

の具体的な取り組みを含む計画策定を支援していく。参考指標として、「ローカルベンチマーク」

(経済産業省)、「業種別経営指標」(中小企業実態基本調査報告書)、「小企業の経営指標調査」(日

本政策金融公庫)等を用いて適正な利益水準のレベルをアドバイスする。 

 

③事業計画のブラシュアップ支援（継続） 

経営指導員自身では習得が不十分な分野において、専門的なノウハウなどが必要であれば専門

家とともに、事業者の意思と実現可能性を考慮して、最終的な目的、目標、達成手段を確認し、

事業計画のブラッシュアップ支援を実施する。各支援機関(岐阜県商工会連合会岐阜西濃ブロッ

ク広域支援室、岐阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点、金融機関、税理士、中小

企業診断士、弁護士等)等と連携し、各専門性の視点から小規模事業者の抱える経営課題の解決

に向けた具体的な施策を計画に盛り込んでいく。 

 

④創業塾の開催（一部改善） 

 当商工会では新規創業を控える方や潜在的創業者に向けた「やまがた創業塾」を実施している。

第 1期計画期間中には、この創業塾を受講して創業計画を策定した方の中から創業者が生まれて

おり、現在創業計画に従って順調に事業を営んでいる。このように、創業時に立案する創業計画

も非常に重要であることから、第 2期においても「やまがた創業塾」を通して創業計画策定支援

も継続して実施する。 

 

やまがた創業塾の概要 
対象者 地域内で創業したい意思のある方 

開催目的 
創業に向けて計画を立てることで、失敗しない夢の実現に向けた準備を行

う事 

募集方法 ホームページによる周知、新聞広告、市が発行する広報誌 等 

カリキュラム 

○創業とは～自分に合った創業スタイルは～ 

○ビジネスプランの作成①～どのようにお客様を獲得していくか～ 

○ビジネスプランの作成②～お金の管理は事業成功の必須条件～ 

○人材活用と社内コミュニケーションの活性化～人を雇うということは～ 

○創業プランの作成～創業に向けての一歩を踏み出す～ 

参加者 10名程度 

開催数 全 5回（各 2時間） 

 

⑤創業計画策定支援（改善） 

 創業塾受講者に対して創業計画策定支援を行う。創業計画の策定支援は、経営指導員に加え中

小企業診断士等の専門的知識を持ったアドバイザー立ち合いの基、創業前の準備から開業後 3

年から 5年程度の計画を策定し、資金融資に活用する等円滑な創業・開業後の事業経営に向けて

支援を行っていく。 
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⑥事業承継計画策定支援（新規） 

 地域内事業者の高齢化が年々進んでおり、昨年度岐阜県商工会連合会が実施した事業承継アン

ケートの結果から、地域内小規模事業者の 26.4％が事業承継を考えていると回答があり、事業

承継が進んでいないため、これらの事業者に対して、計画的な事業承継を実施できるように事業

承継計画の策定支援を行うとともに、事業承継に関する計画のみならず承継後の事業継続・発展

に向けた事業計画策定支援も合わせて実施していく。また、後継者がなく廃業を検討している事

業者に対しては、岐阜県事業引き継ぎ支援センター等他機関と連携しながら他社への承継等を含

めて地域内事業所数の維持に努めていく。 

 

（5）事業計画策定目標 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
事業計画策定件数 2２件 24件 26件 27件 29件 31件 
創業計画策定件数 5件 5件 5件 6件 6件 6件 
事業承継計画策定件数 ― 2件 2件 3件 4件 5件 

計画策定合計 27件 31件 33件 36件 39件 42件 
 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること                     

 

【第 1期における取組】 

 第１期の計画においては、事業計画を策定した事業所に対して月１回の巡回訪問を行い事業計

画に対する進捗確認を行う計画であった。なお、計画の実行支援として状況に応じた各種施策を

活用し、事業計画を策定した事業者の計画実施に関する支援を実施した。 

 

【取組の評価】 

 事業計画策定事業者に対して巡回によるフォローアップ支援を計画通り月１回以上の巡回を

行い、設定した目標は達成することができた。しかし、「補助金の実行支援において進捗管理は

補助事業が進んでいるかの確認であり、次の展開に繋がる支援ではないため経営支援と言えな

い。」との指摘を受けた。 

 

【今回の申請における取組】 

 

（1）現状と課題 

【現 状】 

評価委員会からの指摘の通り、補助金採択を目的とした事業計画を作成している事業者が多い

ため、264回のフォローアップ実績のうち 60％程度は補助事業の進捗管理が占めているのが現状

である。補助金の進捗管理は補助事業を事業期間内に終了させることを目的としており、事業の

成長発展に貢献できる効果的な支援とはなっていない。 

 

【課題及び第 2期の取組方針】 

このような現状から、補助金の進捗管理ではなく、事業者の成長発展に貢献できる支援を実施

していくことが課題である。そのために、計画に合わせ次の展開を考えながら提案し、常に PDCA

を意識した支援を行うことで事業の成長発展に貢献することを取組方針とする。 
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（2）事業内容 

①経営指導員による PDCA 支援（継続） 
事業計画策定を行った事業者に対して 四半期 1 回以上定期的な巡回を行い 、事業計画の実施

状況を確認しながら常に次の展開に向けた支援策、実効策を提案していく。巡回時には、策定し

た計画との乖離や変化に気を配り確認することで発生している問題だけでなく、これから発生し

うる問題を考え適切なフォローアップを必要に応じて実行していくことで事業の成長発展に向

けた支援を実施する。経営指導員で解決できない問題が発生したときには、速やかに専門家に相

談する等、事業計画が円滑に進むように支援を実施する。 

 

②専門家派遣によるフォローアップ（継続） 
経営指導員では課題解決が困難な場合や、計画の見直しが必要である場合には、随時、専門家

派遣制度を活用したフォローアップを必要に応じて実施する。山県市商工会では、専門家派遣制

度を独自で予算化しており、事業者の抱える問題解決に最適な専門家を速やかに派遣できる体制

を整えている。また、専門家派遣制度だけでなく、各種経営支援機関等とのネットワークを活か

した支援を実施することで事業計画を円滑に実施できるようにしていく。 

 

③各種施策及び制度の活用によるフォローアップ（継続） 

 事業計画の実施に必要な不足する経営資源を補うために山県市と連携を密にしており、市小口

融資制度、小規模事業者の借入に対する利子補給、利用しやすい専門家派遣制度等の各種支援施

策や制度をメニュー化している。また、事業者の共通課題となっている人材確保には、インター

ンシップ制度や外国人技能実習生制度を活用することによって、計画実施段階で必要に応じて適

切なフォローアップを実施できる。 

 

（3）事業計画フォローアップ目標 

（既存事業者） 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
対象事業所数 22件 24件 26件 27件 29件 31件 
実施頻度 年 12回 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回 

延べ実施回数 264回 96回 104回 108回 116回 124回 
※現状は、補助金事業の進捗管理を含めた数値であるが、今後の目標値には含まないこととする。 

 

（創業者） 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
対象事業所数 5件 5件 5件 6件 6件 6件 
実施頻度 年 12回 年 6回 年 6回 年 6回 年 6回 年 6回 

延べ実施回数 60回 30回 30回 36回 36回 36回 
※創業者については、既存事業者より巡回頻度を高く設定し、手厚い支援を実施する。 

 

（事業承継） 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
対象事業所数 － 2件 2件 3件 4件 5件 
実施頻度 － 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回 

延べ実施回数 － 8回 8回 12回 16回 20回 



21 
 

 

５．需要動向調査に関すること                           

 

【第 1期における取組】 

 第１期の計画において 2つの事業を実施したところ、評価委員会における各事業の評価は、以

下のとおりであった。 

 

①インターネットの情報サイトを活用した需要動向調査 

小規模事業者が計画している商品・サービスに関する需要動向を把握するため、経営指導員等

がインターネット情報サイトを活用して需要動向を調査・分析し、その結果を提供した。 

 

【取組の評価】 

事業計画のフォローアップ段階で対象事業者全てにインターネット情報サイトを活用し情報

を検索し、マクロ市場の需要動向を事業者に提供を行った結果、目標である 51 件を達成し最終

的には 62 件の情報提供を行う事ができた。しかし、一般公開されている情報も多く、一部事業

者では既に知っていることもあり反応の薄い情報もあった。 

 

②イベント、展示会を活用した需要動向調査 

 小規模事業者の商品・製品についてマーケティング調査を行うために、展示会や地域のイベン

トを利用して来場者にアンケートを行い、味、デザイン性、価格、品質、機能等について意見を

収集した。 

 

【取組の評価】 

イベント、展示会を活用した需要動向調査では、日頃消費者からの生の声を収集できていない

小規模事業者にとって有益なものであり継続的な実施が望まれた。 

 

【今回の申請における取組】 

 

（1）現状と課題 

【現 状】 

 第 1期計画期間中は、より多くの事業者に対して需要動向の情報提供を行なうために比較的容

易に調査ができる、①インターネットの情報サイトを活用した需要動向調査を優先的に実施し

た。 

 しかし、事業者に求められている情報は、②イベント、展示会を活用した需要動向調査で収集

した対象顧客からの生の声である。 

 

【課題及び第 2期の取組方針】 

 このような現状から、より多くの事業者に対して「イベント、展示会を活用した需要動向調査」

を通して、事業者にとってより有益な情報を収集・提供することが課題である。そのために、第

1期計画の 2 つの取組に関して、優先順位を入れ替えたうえで「イベント、展示会を活用した需

要動向調査」の拡充を図ることで、新規顧客開拓、販路拡大支援に繋げていくことを取組方針と

する。 

 

（2）事業内容 

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。
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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、優位性が持てるか等の判断を行う材料の提供を行う。 

 

①イベント・展示会等を活用した需要動向調査（一部改善・拡充） 

個社ごとの商品・サービスに合わせた独自調査を実施し、顧客の持つ顕在化・潜在化したニー

ズを収集する。調査方法は、聞き取り方式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となるターゲットを対象に、ＢtoＢ調査、ＢtoＣ調査の 2種類を想定

する。 

 

（ア）ＢtoＢ調査 

 事業計画を策定した小規模製造業者が展示会等に出展した際にブースを訪れる事業者に対し

て、出展する事業者の製品についてのアンケート調査を実施する。 

 

 なお調査項目は、展示製品の特性を考慮し事業者と相談したうえで、アンケート調査票を作成

する。 

 

（調査方法） 

 商工会の販路開拓支援で展示会に出展する小規模事業者及び独自で出展する小規模事業者に

同行し、出展者ブースに訪れる事業者に対して事業者と商工会職員等が協力してアンケート調査

を行う事で、展示会を訪れる事業者が感じる率直な意見とニーズを収集し、改良・開発に活かし

ていく。第 1 期の実績を考慮し、次に例示するような大型展示会等にてアンケート調査を行う。 

 

イベント名 開催時期 来場者数 概  要 

メッセナゴヤ 
（ポートメッセなごや） 

毎年 11月中旬 
62,831 人 

（2017 年実績） 

出展者と来場者相互の販路拡大

や人脈形成を図る総合展示会 

機械要素技術展 
（東京ビッグサイト） 

毎年 2月初旬 
88,679 人 

（2018 年実績） 

機械要素や加工技術を一堂に集

めた専門技術展 

 

（想定される調査の具体例 ） 

当地域の主力産業である製造業の中から関係事業者数の多い水栓バルブ関係事業者の展示会

出展を想定した場合、以下のような概要にて調査を行う。 

 

水栓バルブ関係製品に関する調査概要 

調査対象 展示会にて展示ブースを訪れた事業者 

対象業種 調査対象 調査項目 

製造業 
展示会等出展時 

ブースに訪れる事業者 

性能、品質、デザイン、価格、技術、改善希望、製

品ニーズ、取引条件 等 
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調査手法 
展示ブースを訪れた事業者に対して、実際の製品を手に取ってもらい製品

に関する評価・意見を聞き取り方式アンケートで回答いただく。 

調査項目 
性能、品質、デザイン性、新規性、競争優位性、価格、改善希望、自由意

見 

調査結果の 

活用目的 

調査結果は製品の改良や新商品開発に活用する。単純集計だけでなく、調

査項目から 2 軸を設定しポジショニングマップにプロットする等、各調査

項目の関係性を分析することで製品評価を行う。 

調査場所 国内最大級の異業種交流展示会「機械要素技術」展示ブース内 

サンプル数 50件 

 

（イ）ＢtoＣ調査 

 事業計画を策定した小売・飲食及びサービス事業者が、地域内イベントにおいて個社ごとの商

品・サービスに対して設定したターゲット等の意見を収集するために、アンケート調査を実施す

る。 

 

なお調査項目は、個々の業種業態、製品・サービスごとのターゲット属性を考慮し、事業者と

相談したうえでアンケート調査票を作成する。 

 

（調査方法） 

 ＢtoＣ調査は、事業計画策定時に想定したターゲット属性に合わせて、次に示すいずれかの方

法で調査を実施する。 

（イ）－①地域内イベント等を活用した調査（継続） 

 地域内イベントは、集客効果が高く数千人単位での集客が見込まれる。そのため、事業計画策

定時に想定したターゲット層から商品・サービスに関する意見を収集しやすい。山県市内外で開

催される次に例示するイベント等にてアンケート調査を行うことで商品・サービスのブラッシュ

アップに繋がる需要動向を収集していく。 

 

イベント名 開催時期 来場者数 概   要 

栗まつり 
毎年 9月 

第 4日曜日 
50,000 人 

老若男女様々な属性が集まる当

地域最大のイベント。地域外来

場者は 7割程度である 

岐阜県観光物産展

㏌金山 
毎年 6月上旬 

平均利用客 

80,000 人/日 

金山総合駅連絡通路橋で開催さ

れる岐阜県の観光物産展。駅の

利用客を始めとした老若男女

様々な属性が利用する 

対象業種 調査対象 調査項目 

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 
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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（イ）－②商工会組織を活用した調査（新規） 

 地域内イベントでの調査は、イベントの開催に合わせて実施されるため必要な時期に調査が実

施できないこともある。そのため、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役職員、女性部員、青年部員等に対して実施する

ことでニーズの収集を行う。 

例えば飲食店の場合、事前に調査票を準備した上で若い男性をターゲットにする場合は青年部

の会議の際に試食会を実施、40代から 60 代の女性をターゲットにする場合は女性部の会議の際

に試食会を実施して、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に繋げ

ていく。 

 

（想定される調査の具体例 ） 

地域団体商標登録委員会が地域団体商標登録を目指す商品である「ハヤシライス」について調

査を行うと想定した場合、以下のような概要にて調査を行う。 

 

ハヤシライスに関する調査概要 

調査対象 同地域内に住む 20歳から 50歳の男女 

調査手法 
地域内イベントにおいて来場客に試食してもらい、率直な感想を聞き取り

方式のアンケートで回答していただく。 

調査項目 
年齢、性別、味、見た目、価格、ハヤシライス発祥の地である認識、改善

してほしい点、自由意見 

調査結果の 

活用目的 

調査結果は、商品のブラッシュアップに活用する。単純集計だけでなく、

年齢・性別ごとにクロス分析を行う事で消費者ごとの傾向を把握する。こ

れにより、自社商品を支持している消費者層と設定ターゲットに違いがな

いか確認することができるため、商品の改良に役立てることができる。 

調査場所 市が主催するイベント「栗まつり」会場内 

サンプル数 50件 

 

②外部機関が公開する調査及びデータ収集・提供（調査資料の変更） 

行政機関や業界団体・企業が実施している調査結果を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品・商品・サービスの需要動向を把握する資料として収集する。収集

した情報は、①イベント・展示会等を活用した需要動向調査と合わせてレポートにまとめて各事

業所に提供していく。 
 

（収集する情報と情報源） 
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、最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。 
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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。  

 
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。  

 
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、最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。  
 
（3）調査結果の活用方法 

「①イベント・展示会を活用した需要動向調査」の結果は、集計・年齢や性別など関連性の高

い項目はクロス分析を行い、「②外部機関が公開する調査及びデータ収集・提供」で収集した情

報を付加し、事業者個々の製品・商品・サービスに関する需要動向レポートを作成し提供する。 

 提供した情報を基に個々の製品・商品・サービスのコアターゲット、市場のニーズにズレはな
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いか、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な

いか検討材料とし、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う。 
 
（4）需要動向調査実施目標 

（調査目標事業者数） 

 

 

以下、調査の内訳を示す。 

 

（製造業の需要動向に関する調査） 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
調査対象事業者数 14社 14社 15社 16社 17社 18社 
レポート提供 
事業所数 

14社 14社 15社 16社 17社 18社 

1事業所あたり 
サンプル収集数 

40.5件 50件 50件 50件 50件 50件 

延べサンプル数 568件 700件 750件 800件 850件 900件 
 

（小売・サービス業の需要動向に関する調査） 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
調査対象事業者数 － 2社 3社 3社 4社 4社 
レポート提供 
事業所数 

－ 2社 3社 3社 4社 4社 

1事業所あたり 
サンプル収集数 

－ 50件 50件 50件 50件 50件 

延べサンプル数 － 100件 150件 150件 200件 200件 
 

 

 

 

６．新たな販路開拓に寄与する事業に関すること                   

【第 1期における取組】 

 第１期の計画においては、製造業を中心として新たな販路開拓に向けて展示会、商談会への出

展参加を積極的に促し、当地域内の小規模製造業者の保有する高度な技術や製品を広く周知し、

新たな取引に繋げるための支援を行う計画であった。 

 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
調査対象事業者数 14社 16社 18社 19社 21社 22社 
レポート提供 
事業所数 

14社 16社 18社 19社 21社 22社 
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【取組の評価】 

 積極的な展示会への出展を促した結果、メッセナゴヤや機械要素技術展等 6 種の展示会に 14

事業所が出展し延べ 17 件の展示会で各事業所の持つ技術・製品を周知することができた。これ

までに展示会へ出展をしたことのない事業者も多いことや、実際に取引を開始した事業所もある

ことから評価委員会からの評価も高い。 

 

【今回の申請における取組】 

 

（1）現状と課題 

【現 状】 

 第 1期計画期間において、販路開拓支援は工業用製品製造業に特化した計画になっており、販

路開拓支援を他の業種について積極的に行っていなかった。また、支援を行った製造業者におい

ては、同じ事業者がいくつかの展示会に出展するなど特定の事業者に支援が偏っている。 

 

【課題及び第 2期の取組方針】 

 このような現状から、支援対象業種を限定せず、広く販路開拓支援を実施していくことが必要

である。また、支援内容は、展示会・商談会の出展参加に限定せず、多様な手段を使って地域内

小規模事業者の販路開拓支援を行っていくことが課題である。そのため、第 1期計画の事業内容

を見直し新たな支援メニューを創出し、多様な業種の販路開拓支援を実施していくことを取組方

針とする。 

 

（2）事業内容及び各事業の目標 

①販路拡大に向けたマスメディア活用・インターネットメディア活用支援（新規） 

 販路拡大を行う上で商品の話題性は重要な要素となる。特にマスメディアの発信する情報は、

多くの消費者に伝わりやすく話題創出にもたらす影響は非常に大きい。小規模事業者が個社でメ

ディアに取り上げてもらえるように依頼することはハードルが高いため、話題になりそうな商

品・サービスを提供する事業者の中で希望する事業者には商工会からプレスリリースを実施す

る。また、近年では、インターネットメディアが話題創出や情報拡散に非常に有効であるため、

これらの活用も積極的に推進し支援を行っていく。支援対象は、一般消費者向けに商品・サービ

スを提供する小売業、飲食業者を中心とする。 

 

活用を想定するマスメディア 活用を想定するインターネットメディア 

新聞、広報誌、雑誌、ラジオ、TV 等 Facebook、Twitter、Instagram、LINE、ブログ 等 

 

（マスメディア・インターネットメディア活用支援目標） 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
支援事業者数 － 5社 7社 10件 13件 15件 

メディア採用件数 － 1件 2件 2件 3件 3件 
インターネットメ
ディア掲載支援数 

－ 2件 3件 4件 5件 6件 

売上増加率 － 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 
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②展示会・商談会・物産展への出展参加の推進（拡充） 

 第 1期計画期間は、水栓バルブ製造業を主として展示会・商談会の出展参加を推進していたが、

第 2期では、水栓バルブ製造業者以外にも積極的に推進していくことでより多くの事業者の販路

拡大を支援していく。 

小規模事業者にとって大規模展示会・商談会・物産展に事業者のみで参加をすることは、人手、

ノウハウ、費用等様々な障壁が存在し困難である。そこで、事業計画を策定した小規模事業者の

中から展示会・商談会のテーマに合った製品・商品・技術・サービスを持つ事業者に対して情報

提供を行い、出展参加を促すことで販路拡大を目指す。大規模な催しに参加が困難な事業者に対

しては、近隣商工会や岐阜県商工会連合会の主催する小規模な商談会等に参加を促していく。事

業者が参加を希望する場合には、PR ツールの作成等の出展準備から当日の運営、その後の商談

成立に向けて一貫して支援を行っていく。支援対象は、展示会は機械又は水栓バルブ製造業者、

物産展は食料品加工業者、商談会は、取引先を探している全業種を中心とする。 

 

（出展参加が見込まれる主な展示会・商談会・物産展） 

イベント名 概要 開催時期 規 模 

メッセナゴヤ 
（ポートメッセなごや） 

出展者と来場者相互の販路拡大

や人脈形成を図る総合展示会 
11月中旬 

出展社 1,432社 

（2017 年実績） 

機械要素技術展 
（東京ビッグサイト） 

機械要素や加工技術を一堂に

集めた専門技術展 
2月初旬 

出展社 2,497社 

（2018 年実績） 

ニッポン全国物産展 
（池袋サンシャインシティ） 

全国の物産が集まる大規模物

産展 
11月中旬 

来場者 162,557人 

（2017 年事績） 

バイヤーニーズ型商談会 

（岐阜県商工会連合会） 

バイヤーのニーズに合わせた

商品を集めた商談会（新事業） 
10月上旬 

参加バイヤー6社 

（2018 年予定） 

郡上ビジネスマッチング 

（郡上市商工会） 

郡上市商工会が主催する地域

性の高いビジネスマッチング 
11月下旬 

参加企業 128 社 

（2017 年実績） 

 

（展示会・商談会・物産展出展推進目標） 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
展示会出展事業者数 8社 1０社 12社 13社 14社 15社 

見積提案数  １社/社 １社/社 ２社/社 2社/社 2社/社 
商談会参加事業所数 － 3社 3社 5社 6社 6社 

成約件数 － 1社 1社 2社 3社 3社 
物産展出店企業数  2社 2社 3社 3社 3社 

売上額  15万円/社 15万円/社 15万円/社 15万円/社 15万円/社 
 

③ECサイトを活用した販路拡大支援（新規） 

 全国商工会連合会が開設する「ニッポンセレクト.com」や民間企業のインターネットショッピ

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。ま

た、自社の WEBサイトにショッピング機能を追加するなど ECを行える環境整備を推進していく。

支援対象は、物産展に出展参加できない食料品製造販売事業者の販路拡大を支援の中心とする。 
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（EC サイト活用支援目標） 

 現 状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
ニッポンセレクト
出品事業者 

－ 1社 ２社 ２社 ３社 ３社 

売上額 － 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 
ショッピングサイ
ト出品事業者 

－ ２社 ２社 ３社 ３社 ４社 

売上額 － 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 
自社WEBサイト

環境整備 
－ ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

売上額 － 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 
※売上額の目標は、事業所ごとの前年売上高に対する増加率とする。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組                          

 

１．地域経済活性化に資する取組に関すること                    

 

【第 1期における取組】 

 山県市魅力発掘会議を開催し、産業・環境を組み合わせた地域経済の底上げを図るための方向

性を検討した。山県市の産業育成の方向性に関する議論が交わされる中で、山県市産業創出会議

委員会が委員 12名及び商工会によって組織され 3回の会議で産業育成の方向性を定めた。 

 

【取組の評価】 

 山県市の産業育成について方向性が決定されたことにより、中長期的に山県市の産業をどのよ

うに発展させていくのか各機関の支援の方向性が統一された。次は、これらの方向性に従って連

携を取りながら実施体制を構築していくことを求めている。 

 

【今回の申請における取組】 

 

（1）現状と課題と第 2期における方向性 

【現 状】 

 第 1期計画期間中に、山県市産業創出会議委員会が組織され山県市を取り巻く今後の環境変化

を踏まえ、中長期的な地域経済や住民の暮らしの発展に関して 5つの方向性が定められ、その中

での商工会の役割が示された。 

 

山県市産業育成の方向性 
①既存の基盤産業の維持とそれらの融合による新たな製品・ビジネス開発、技術の他の産業

分野への応用 

②農産物を活用した特産品開発と地域資源の活用による体験型観光 

③人材確保のための施策推進 

④魅力ある小売店と人の集う街並みの創出 

⑤ソーシャルビジネスによる地域課題の解決 

 

【課題及び第 2期の取組方針】 

 山県市産業創出会議委員会の定めた 5つの方向性について、商工会が担うべき役割を果たして

いくことが課題である。そのため、山県市の定めた方向性に従い関係各機関との連携を取りなが

ら地域特性を活かした地域経済の活性化に貢献していく方針である。 

 

（2）事業内容 

 山県市の産業育成の方向性の中で商工会が関係して担う役割が示されているものは、①既存の

基盤産業の維持とそれらの融合による新たな製品・ビジネス開発、技術の他の産業分野への応用、

②農産物を活用した特産品開発と地域資源の活用による体験型観光、③人材確保のための施策推

進の 3 つの方向性である。これらの中で示された商工会の役割に従い、次に示す事業を実施して

いくことで地域経済の活性化に貢献していく。 
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①地域未来投資促進法の活用による水栓バルブ製造業の発展 

「既存の基盤産業の維持とそれらの融合による新たな製品・ビジネス開発、技術の他の産業分

野への応用」に関して、商工会では特に中核産業である水栓バルブ製造業の成長発展を図ること

が重要である。そのため、地域未来投資促進法による地域中核産業創出・支援事業の採択を受け、

地域中核産業である水栓バルブ製造業の更なる発展を目指している。 

この事業を進めるにあたり「水栓バルブ推進委員会」を組織し、水栓バルブ製造業勉強会の実

施、岐阜大学との産学連携によって中核産業である水栓バルブ製造業の成長発展を図っており、

今後も継続して支援を行っていく。 

 

水栓バルブ推進委員会 

目 的 

地域の中核産業である水栓バルブ製造技術を生かした新分野進出、生産 

性向上、事業所間の情報交換、勉強会を各種関係機関との連携を図りなが 

ら実施し、水栓バルブ製造業の成長発展を図る 

事業内容 
・水栓バルブ推進委員会会議 年 4回開催 

・水栓バルブ関連企業勉強会 年 3回開催 

連携機関 

山県市、中部経済産業局、公益財団法人岐阜県産業経済振興センター、岐

阜大学、日本政策金融公庫、十六銀行、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、公益

財団法人ソフトピアジャパン、岐阜県中小企業総合人材センター 

 

②地元食材による特産品開発 

 「農産物を活用した特産品開発と地域資源の活用による体験型観光」に関して、商工会では新

たな特産品開発を推進している。そこで、数年前から山県市内の飲食、小売を中心に 9 事業所が

集まり、地元食材を使ったハヤシライスを新たな特産品に定着させるため、活動を行っている団

体の支援を行うため「地域団体商標登録事業委員会」を組織し、山県市のハヤシライスを普及す

るため商工会と委員会主導で地域団体商標の取得を目指している。 

 

地域団体商標登録事業委員会 

目 的 

地域団体商標の取得を行うと共に、イベント出店やプロモーション活動 

を通して、山県市の知名度向上と新たな特産品としてハヤシライスを定着 

させることを目的とする 

事業内容 

・地域団体商標登録事業委員会 年 3回 

・プロモーションツールの作成 

・各種イベント出店 

連携機関 
特許庁、中部経済産業局地域経済部産業技術課、一般社団法人岐阜県発明

協会、山県市 

 

③人材確保に向けた取り組み 

 「人材確保のための施策推進」に関して、商工会では現時点での対策と将来に向かっての対策

を考え、2つの事業を展開することで地域内事業所の人材の確保に向けて取り組んでいく。 

（ア）外国人技能実習生受け入れ事業 

 人材確保が困難な製造業を中心とした事業所に対して、外国人技能実習生制度の活用を促し、
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生産に係る人材不足を解消することで生産能力を高め地域経済の活性化を図っていく。 

 現在、商工会を監理団体とする山県市内の事業所には 196名の外国人技能実習生が雇用されて

おり、これらをサポートするために「外国人技能実習生受入委員会」を組織している。 

 

外国人技能実習生受入委員会 

目 的 

人材不足による生産能力の低下を防ぐため、外国人技能実習生の受け入 

れを行うために関係機関との連携・調整を進めるとともに、受け入れ企業 

や技能実習生に対して、労働法規を始めとする基礎知識や管理手法の勉強 

会を実施することで外国人技能実習生制度の効果的な活用をサポートする 

事業内容 

・外国人技能実習生受入委員会開催 年 3回 

・外国人技能実習生受け入れ事務サポート支援 

・労働法規その他外国人技能実習生受け入れに関する勉強会 年 2回 

連携機関 名古屋入国管理局、岐阜労働基準監督署、外国人技能実習機構 

 

（イ）山県市お仕事名鑑作成事業 

 生産年齢人口の減少や労働力の流出に対する対策として、地域内雇用を推進するために、未来

を担っていく地域内の若者に対して山県市内の企業紹介と事業概要をまとめた「山県市お仕事名

鑑」を発行し配布する。 

 

山県市お仕事名鑑事業 

目 的 

山県市内の事業所をまとめたお仕事名鑑を若者に配布することで、地域 

内の事業所を知っていただくと共に魅力を伝えることで地域内雇用の推進 

を図っていく。 

事業内容 

・山県市お仕事名鑑の校正及び作成 

・地域内の中学校、市内及び近隣高等学校への配布 

・地域内雇用の推進 

掲載情報 

・事業所基本情報 

・主な業務内容 

・業務フロー 

・先輩からの声 等 

連携機関 山県市、山県市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組                          

 

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      

 

【第 1期における取組】 

 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、他の支援機関との積極的

な情報交換を通して連携を行うことで小規模事業者に対し、より効果的な支援を行う事ができる

体制を構築した。 

 

【取組の評価】 

 他の支援機関等との情報交換を密に行う事で、地域内小規模事業者に対する支援を効果的に実

施できる体制を整えることができている。 

 

【今回の申請における取組】 

 

（1）現状と課題と第 2期における方向性 

【現 状】 

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、他の支援機関との定期的

な情報交換の場を設けることで、いつでも連絡を取り合い支援ノウハウや情報共有ができる体制

を整えることができている。 

 

【課題及び第 2期の取組方針】 

 地域内小規模事業者に効果的な支援が実施できるように、他の支援機関との連携を密にして常

に最新の情報交換を行っていくことが課題である。そこで、現在行っている会議等の情報交換の

場を定期的に設けることで、他の支援機関との関係を更に密に行い、小規模事業者支援に役立つ

最新情報を常に収集していくことを取組方針とする。 

 

（2）事業内容 

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、金融機関など）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。 

 

①岐阜地区商工会協議会（職員協会）連携会議 

概     要 

主 催 岐阜地区商工会協議会、職員協会 

開催頻度 年５回 

参加機関 
山県市商工会、本巣市商工会、瑞穂市商工会、北方町商工会、柳津町商工会 

笠松町商工会、岐南町商工会、岐阜西濃ブロック広域支援室 

目 的 
岐阜地区内における各商工会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 
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効  果 

・岐阜地区内の商工会指導員等の支援スキル向上を図ることが出来る 

・個々の商工会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 

 

②山県市まちづくり・企業支援課との定例会議 

概     要 

開催頻度 毎月 1回 

参加機関 山県市商工会、山県市まちづくり・企業支援課 

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 

 

③日本政策金融公庫岐阜支店との情報交換 

概     要 

開催頻度 年 5回 

参加機関 
山県市商工会、日本政策金融公庫岐阜支店管轄内の商工会、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 
地域内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 

 
④地元５金融機関との情報交換 

概     要 

開催頻度 年 12回 

参加機関 

山県市商工会、市まちづくり・企業支援課、十六銀行高富支店、大垣共立銀

行高富支店、岐阜信用金庫高富支店、岐阜信用金庫美山支店、岐阜商工信用

組合鷺山支店 

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岐阜県信用保証協会の小口融資に対する追認保証と

しての融資審査、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 
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⑤名古屋税理士会岐阜北支部情報交換会 

概     要 

開催頻度 年 1回 

参加機関 山県市商工会、岐阜北税務署管内商工会、岐阜商工会議所 

目 的 
岐阜北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 
岐阜北税務署管内の事業者に対し、円滑な税務指導・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 

 
⑥岐阜北税務署との情報交換会 

概     要 

開催頻度 年 3回 

参加機関 山県市商工会、山県青色申告会、山県市税務課、岐阜北税務署 

目 的 
市内の事業者に向けた税務指導・支援、情報共有化、申告時期の留意点の確

認、消費税軽減税率の円滑な実施を行うことを目的とする 

連携内容 
市内の事業者に対し、円滑な税務指導及び支援を行うための確認・調整、税

法改正等の税務情報に関する情報提供と共有 

効  果 
適切な決算申告指導を行うための知識を補充し、市税務課の協力のもと地域

内事業者が正確な申告を行うことが出来る 

 
⑦産業競争力強化法に基づく創業に関する連携会議 

概     要 

開催頻度 年 8回 

参加機関 
山県市商工会、山県市まちづくり・企業支援課、日本政策金融公庫岐阜支店、

山県市内金融機関 

目 的 

産業競争力強化法における市の特定創業支援事業を効果的に実施し、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、「創業セミナー」及び「創業個別

相談会」の開催を実施、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 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること                    

 

【第 1期における取組】 

第 1期計画実施以前は、事業者からの相談があった場合に対応する受動的支援が大部分であっ

たが、支援計画実施に伴い積極的な案件の掘り起こしや第 1期計画遂行のため能動的支援を積極

的に実施した。 

また、ベテラン指導員や専門家の巡回に同行し、支援手法を学ぶ OJT 及び商工会連合会や外部

機関の実施する研修、職員が担当業務や法改正等について講師になって実施する勉強会等の

Off-JT を通して職員各々の知識を高めることで支援の質を向上させていくことに努めた。 

 

【取組の評価】 

 以前より積極的な支援を行うようになったことから、事業者に商工会の利用価値を理解してい

ただけるようになってきた。今後も積極的に能動的支援を行いながら支援の質を維持向上させる

ことで経営支援を通して地域経済の成長発展に貢献してもらいたい。 

 

【今回の申請における取組】 

 

（1）現状と課題 

【現 状】 

 第 1期計画の実施によって、以前より積極的かつ能動的な支援を実施するようになったことに

より、事業者の持つ様々な経営課題に接することが多くなってきた。課題解決への導き方は様々

な方法が考えられ、個々で考えられる最善の方法を指導するためには知識を習得することに加

え、他の参考事例等を知っておくことで高いレベルの支援を実施できると職員間で共通の意識を

持っている。 

 

【課題及び第 2期の取組方針】 

このような現状から、今後は山県市商工会として地域の小規模事業者に、より貢献できる支援

を実施していくために職員の知識及び支援スキルの向上を図っていくことが課題である。そのた

めに、現在行っている OJT・Off-JTのレベルを上げながら継続的に実施して、山県市商工会全体

の支援レベルを向上させる方針である。 

 

（2）事業内容 

①OJT による知識の習得及び支援スキルの向上（継続） 

 ベテラン指導員の窓口相談や日々の巡回、専門家派遣制度の同行を行う事で、経営課題の抽出

から課題解決に繋げるまでの支援の流れや手法を学ぶことで、職員個々の知識と支援スキルの向

上を図っていく。経営指導員に限らず、業務職員にも支援に同行する機会を作ることで徐々に支

援スキルを身に付けてもらい山県市商工会全体の支援レベルの底上げを図っていく。 

 

②Off-JTによる知識の習得及び支援スキルの向上（継続） 

 Off-JT による知識の習得は、役職や個々の支援スキルに合わせて必要な外部研修を受講する

ことによって身に付けていく。当商工会の3名の指導員のうち1名は指導員経験が浅いことから、

当該指導員に関しては積極的な外部研修受講を勧めることで様々な分野の知識を習得させ、指導

員による支援レベルに差が出ないように対応していく。Off-JT を受講するにあたっての基本的

な考え方と研修項目は以下に示すとおりである。 
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役  職 Off-JTによる知識習得の考え方 

経営指導員 

経営発達支援計画に基づいて小規模事業者の伴走型支援を実施するため、

関連する専門的知識を計画的に習得し、指導能力を高めるための専門的知識

を身に付ける研修を積極的に受講する。 

 

・中小企業大学校主催 専門コース 

・岐阜県商工会連合会主催 指導員課題別研修会 

・全国商工会連合会 WEB研修 等 

業務職員 

記帳指導等の日々の業務に関する事に加え、経営発達支援計画の実施に係

る支援スキルを身に付けるための研修には積極的な受講に努めることで経

営指導員のサポートを行う事ができるようにする。 

 

・岐阜県商工会連合会主催 全職員対象課題別研修会 

・全国商工会連合会 WEB研修 等 

 

③職員間での支援事例及びノウハウの共有（継続） 

 小規模事業者に関する支援の共有化を図るため、個々の事業所情報を一元的に管理し、データ

ベースを作成することで支援事例の共有化を図る。また、毎月 1回必ず山県市商工会職員勉強会

を職員が順番に講師となって行い、それぞれが行った支援事例や得意とする支援のノウハウを職

員間で共有することで山県市商工会の支援レベルを向上させていく。 

 

 

 

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              

 

【第 1期における取組】 

 第 1期における事業は、経営発達支援計画に基づいた計画的な支援の実施状況を評価するため

に、山県市商工会理事及び外部有識者で組織する「経営発達支援計画評価委員会」を年 1回開催

し、PDCA を確認することで次年度の計画実施に繋げていった。また、評価委員会の評価を山県

市商工会ホームページに掲載することで計画の進捗を公表した。 

 

【取組の評価】 

 評価委員会を開催し、年 1回評価を行う事で計画の実施状況の確認と、次年度計画へ反省点を

活かした事業改善を行う事ができた。 

 

【今回の申請における取組】 

 

（1）現状と課題 

【現 状】 

 「経営発達支援計画評価委員会」では、外部有識者である中小企業診断士、社会保険労務士等

の専門家を交えて評価することで客観的な評価や改善点等様々な視点から意見をいただくこと

で事業内容の見直しと改善を実行できており、地域内の小規模事業者に対して、より効果的な支

援を実施できている。 
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【課題及び第 2期の取組方針】 

 第 1期計画において組織した「経営発達支援計画評価委員会」を継続して開催し、計画実施状

況の評価、改善提案された内容を検討しながら、より地域の小規模事業者に対して効果的な支援

を実施していくことが課題である。そのため、経営発達支援計画の PDCAを各年度で行い、より

効果的な支援を実施していく方針である。 

 

（2）事業内容 

①経営発達支援計画評価委員会の開催 

山県市商工会経営発達支援計画評価委員会 

目 的 

経営発達支援計画が計画的に実施されているか確認するとともに、山 

県市商工会が支援機関として地域内小規模事業者に対して効果的な支援

を実施できているか Check（評価）し、Act（改善）への提案を行う 

委員会構成 

メンバー 

・中小企業診断士 1名（外部有識者） 

・社会保険労務士 1名（外部有識者） 

・税理士 1名（外部有識者） 

・山県市商工会理事 3名 

・山県市まちづくり・企業支援課長 1名 

委員会開催 

評価時期 
年度終了後 2カ月以内 

評価結果公表時期 評価委員会終了後 1カ月以内 

 

PDCAサイクル 

Plan 地域の実情を踏まえた経営発達支援計画の策定  

Do 経営発達支援計画に基づいた支援の実施 

Check 計画の実施状況を評価し、改善提案を行う 

Act 改善提案を踏まえた計画の見直し改善 

 

②経営発達支援計画の見直し及び改善 

 評価委員会での評価結果を受けて改善の必要性が指摘された点や、日頃の計画実施にあたって

問題が発生した点について見直し及び改善を行う事で小規模事業者に対してより効果的な支援

を実施できるようにしていく。計画の見直しを行った事項については、理事会及び総代会の承認

を受けた上で実施していくものとする。 

 

③評価結果の公表 

 各年度の経営発達支援事業の評価については、理事会及び総代会で報告すると共に、山県市商

工会ホームページ上で公表することで地域の小規模事業者等が常に閲覧できる状態とする。 
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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 

 

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 

一般職員 
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 

山県市商工会連絡先 

所 在 地 
〒501-2105 
 岐阜県山県市高富 2208-14 

電話番号 0581-22-3939 

F A X 0581-27-2821 

メールアドレス yamagata@ml.gifushoko.or.jp 

ホームページ http://www.yamagata-sci.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） 

  平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 
必要な資金額      

  

①地域経済動向調査事業 

 システム改良費 

 分析専門家謝金 

 分析諸費用 

197 200 200 200 200 

②経営状況の分析事業 

 分析専門家謝金等 

55 60 68 75 75 

③事業計画策定事業 

 集団セミナー謝金等 

 個別指導謝金等 

 テキスト印刷費等 

173 237 237 237 237 

④創業計画策定事業 

 セミナー5回謝金等 

 個別指導 3回謝金等 

 テキスト印刷費等 

 チラシ折込料等 

 消耗備品購入費等 

582 600 600 600 600 

⑤産業観光事業 

 バス代 

 特産品 PR費等 

194 250 300 300 300 

⑥産業展示会開催事業 

 栗まつり企業展 

 機械要素技術展 

 その他展示会費用等 

 ハヤシライス登録関係 

776 897 897 897 897 

⑦地域商標登録事業 

 ハヤシライス推進委員 

会専門家謝金等 

97 162 104 97 97 

⑧おしごと名鑑作成事業 

 作成技術料 

 印刷費 

 ファイル代等 

432 100 100 100 100 

⑩産業創出会議開催事業 

 専門家謝金等 

 委員日当等 

 報告書作成・印刷費等 

423 423 423 423 423 

⑪評価委員会開催事業 

 専門家謝金等 

71 71 71 71 71 

合  計 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。 
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調達方法 

調達は 2,000千円が山県市より 1,000千円を自己財源にて賄う。 

 

 

（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 

 岐阜県、山県市、日本政策金融公庫、岐阜県商工会連合会、外部専門家と連携し、地区内小規

模事業者に該当する情報を収集・整理・集約する。 

 山県高校、城北高校及び近隣地域の高校と連携し、生徒並びに保護者に対する求職ニーズ調査

を行ない、生徒属性・希望業種・希望雇用条件等に対する情報を収集・整理・集約する。 

 

2.経営状況の分析に関すること 

 山県市、地元金融機関、岐阜県商工会連合会、外部専門家と連携し、小規模事業者の経営状況

を定量的・定性的に分析する。 

 

3.事業計画策定支援に関すること 

 山県市、日本政策金融公庫、地元金融機関、岐阜県商工会連合会、外部専門家と連携し、事業

計画・創業計画・事業承継計画の関するセミナー、個別相談会を開催し、それぞれの事業計画策

定支援を行なう。 

 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 山県市、日本政策金融公庫、地元金融機関、岐阜県商工会連合会、外部専門家と連携し、事業

計画・創業計画・事業承継計画策定後の伴走型支援を行なう。 

 

5.需要動向調査に関すること 

 山県市、岐阜県商工会連合会、地元金融機関、各種イベント実行委員会、外部有識者と連携し、

ＢtoＢ並びにＢtoＣに関する調査を実施し、製品・商品・サービスに関する需要動向レポートを

作成し提供する。 

 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 岐阜県、山県市、岐阜県商工会連合会、全国商工会連合会、地元金融機関、地元マスメディア、

外部専門家と連携し、マスメディア・インターネットメディア活用推進、展示会・商談会・物産

展出展推進を行ない、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.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 山県市、中部経済産業局、岐阜県産業経済振興センター、岐阜大学、日本政策金融公庫、地元

金融機関、公益財団法人ソフトピアジャパン、岐阜県中小企業総合人材センター、特許庁、一般

社団法人発明協会、名古屋入国管理局、外国人技能実習機構、岐阜労働基準監督署、山県市教育

委員会と連携し、水栓バルブ製造業・ハヤシライス地域団体商標登録、外国人技能実習生受入事

業、山県市お仕事名鑑作成事業を推進する。 

 

〇その他 

岐阜地区内各商工会・岐阜北税務署・名古屋税理士会岐阜北支部等と連携し、各項目に適した

各種団体と必要に応じて連携する。 
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連携者及びその役割 

（１）山県市 まちづくり・企業支援課ほか 

   市長 林宏優  岐阜県山県市高木 1000-1 

    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地域中核産業創出・支援事業の実施について支援を受ける 

    ⑤地域団体商標登録に向けた取り組みについて支援を受ける 

    ⑥特定創業支援事業に基づく創業支援を受ける 

    ⑦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を受ける 

    ⑧企業名鑑作成にかかるアドバイス・支援を受ける 

    ⑨資金調達にかかる支援を受ける 

 

（２）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提供を受ける 

    ②資金調達にかかる支援を受ける 

 

（３）岐阜県商工会連合会／岐阜・西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 5-14-53 OKBふれあい会館 9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 

    ⑦経営指導員等の資質向上にかかる講習会等の情報提供を受ける 

 

（４）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 6-13 岐阜スカイウイング 37西棟 2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 

    ③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 

    ④需要動向調査にかかる情報提供を受ける 

 

（５）山県市内外の金融機関 

   十六銀行高富支店 支店長 小森利樹  岐阜県山県市高富 1272-1 

   大垣共立銀行高富支店 支店長 大竹裕幸  岐阜県山県市高富 1088-1 

   岐阜信用金庫高富支店 支店長 浅井一智  岐阜県山県市高富 1268-1 

   岐阜信用金庫美山支店 支店長 古田聡  岐阜県山県市岩佐 6-5 

   岐阜商工信用金庫鷺山支店 支店長 近松誠一  岐阜県岐阜市鷺山 1768-22 

    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 

    ③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 

    ④需要動向調査にかかる情報提供を受ける 
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（６）中部経済産業局  

   局長 高橋淳  愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 

    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域中核産業創出・支援事業の実施について支援を受ける 

    ⑤地域団体商標登録に向けた取り組みについて支援を受ける 

 

（７）名古屋税理士会岐阜北支部 

   支部長 河合敏則  岐阜県岐阜市千石町 1-16   

    ①創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 

    ②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 

    ③経営指導員等の資質向上にかかる講習会等の情報提供を受ける 

 

（８）岐阜商工会議所 

   会頭 村瀬幸雄  岐阜県岐阜市神田町 2-2 

    ①創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 

    ②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 

    ③経営指導員等の資質向上にかかる講習会等の情報提供を受ける 

 

（９）岐阜北税務署 

   署長 曾根義光  岐阜県岐阜市千石町 1-4 

    ①創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 

    ②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 

    ③経営指導員等の資質向上にかかる講習会等の情報提供を受ける 

 

（１０）山県青色申告会 

    会長 武藤孝成  岐阜県山県市高富 2208-14 

     ①創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 

     ②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 

     ③経営指導員等の資質向上にかかる講習会等の情報提供を受ける 

 

（１１）岐阜県発明協会 

    会長 小野木孝二  岐阜県各務原市テクノプラザ 1-1 テクノプラザ 5階 

     ①地域団体商標登録に向けた取り組みについて支援を受ける 

     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 

 

（１２）岐阜県産業経済振興センター 

    理事長 丹羽義典  岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53 OKBふれあい会館 10階 

     ①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 

     ②地域中核産業創出・支援事業の実施について支援を受ける 

     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を受ける 

     ④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 

     ⑤経営指導員等の資質向上にかかる講習会等の情報提供を受ける 
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（１３）岐阜大学 

    大学長 森脇久隆  岐阜県岐阜市柳戸 1-1 

     ①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 

     ②地域中核産業創出・支援事業の実施について支援を受ける 

     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 

 

（１４）山県市内外の高等学校 

    岐阜県立山県高等学校 校長 伊藤崇  岐阜県山県市中洞 44-1 

    岐阜県立岐阜城北高等学校 校長 赤坂和之 岐阜県岐阜市三田洞 465-1 

     ①需要動向に関する情報提供を受ける 

 

（１５）郡上市商工会 

    会長 木嶋勘逸  岐阜県郡上市八幡町島谷 130-1 

     ①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 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　名古屋入国管理局
　岐阜労働基準監督署
　外国人技能実習機構

山県市教育委員会
名古屋税理士会岐阜北支部
岐阜商工会議所
岐阜北税務署
山県青色申告会

郡上市商工会

近隣高等学校

各種専門家

　中部経済産業局
　岐阜県産業経済振興センター
　岐阜大学
　岐阜県中小企業総合人材センター
　ソフトピアジャパン

岐阜県

山
県
市
商
工
会

　岐阜県商工会連合会
　岐阜・西濃ブロック広域支援室

地域内各金融機関

日本政策金融公庫

　　岐阜地区商工会協議会
　　職員協会

　　　　　特許庁
　　　　　中部経済産業局
　　　　　岐阜県発明協会

山県市

補助金、地域活性化、展示

会、イベント、情報収集・提

供、方針共有、観光PR、観
光物産資源開発

専門家派遣、情

報収集・提供、

講習会、スキル

アップ

資金融資、情

報収集・提供、

景況分析、金

融相談、経営

課題共有

スキルアップ、

情報収集・提

供、講習会、

勉強会

情報収集・提供、商談会

情報収集・提

供、税務支援、

講習会、勉強

会、スキル

アップ

情報収集・提供、

イベント、プロモー

ション、地域団体

商標登録支援

情報収集・提供、プレス

リリース、人材確保

情報収集・提供、

人材確保、勉強

会、講習会

情報収集・提供、

勉強会、新分野

進出、生産性向

上

情報収集、補助金

求職ニーズ調査、情

報収集・提供

専門家派遣、ス

キルアップ、情

報収集・提供、

講習会
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