
経済動向調査・需要動向調査【指針③】

目標：経済動向調査/各種調査を活用して、地域の経済動向について調査、分析を行い提供する。
需要動向調査/業態や商品、サービスに応じた需要動向について調査、分析を行い提供する。

経営分析【指針①】

目標：経営財務の状況を正確に把握
するとともに必要な提案を行う。

地域経済活性化支援

目標：域外から資金を流入させ、域内
で循環させる仕組みを構築する。

事業計画書策定・実行支援
【指針②】

目標：成果の上がる事業計画
書を策定し実行支援が
可能となる体制を整備
する。

販路開拓支援【指針④】

目標：事業計画書の目標達成
を後押しし、小規模事業

者の需要開拓に寄与する。

経営発達支援計画の概要 

実施者名 郡上市商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 
○経営資源の強化や継続的な支援体制構築による事業の持続的発展 
○小規模事業者のための事業承継システムの構築並びに事業承継支援 

事業内容 

○小規模事業者の経営分析【指針①】 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回、窓口相談、各種セミナー

の開催を通じて経営分析を行う。専門的な課題へのサポートについては、本会が独

自実施している「小規模事業者支援ネットワーク事業（専門家相談窓口）」や岐阜

県産業経済センター「よろず支援拠点事業」、連携先である地域金融機関、中小機

構のコーディネーター等と連携する。経営及び財務の状況を正確に把握し必要な改

善提案も行う。 

○事業計画書策定・実行支援【指針②】 

経営分析により見えてきた課題を解決し、確実に実行できる、成果のあがる事業

計画書策定及び実行を支援する。具体的には、「強みを活かした新事業提案」「経営

課題の解決策提案」及び要望に基づいて伴走型で事業計画書策定を支援するととも

に、着実なフォローアップを行う。さらに、事業承継支援としては、後継者がなく

事業継続が難しい事業者と事業拡大や創業などを目指す経営者、創業者をマッチン

グさせ、事業計画書策定の支援を行う。 

○小規模事業者支援のための「地域の経済動向調査」並びに「小規模事業者の需要

動向調査」の実施及び提供【指針③】 

小規模事業者の持続的発展に有用な情報を収集、整理分析及び提供し、自社の経

営計画策定の指針とするとともに、郡上市商工会との接点を確保する。 

・地域経済動向：消費、生産、雇用情勢、住宅建設、設備投資、公共事業 

企業収益等 

・需要動向：県、金融機関等公表の需要動向、消費動向調査の活用等 

○販路開拓支援【指針④】 

域内及び域外における需要開拓機会に関する情報を収集・整理し、管内小規模事

業者に対して、周知及び告知する体制を構築し利用度向上を目指す。 

取組例：郡上ビジネスマッチング、郡上モール、郡上ブランド認定制度等。 

連絡先 

名称：郡上市商工会    

所在地：岐阜県郡上市八幡町島谷 130番地 1 

電話番号：0575‐66‐2311 FAX番号 0575‐66‐2312 

E-mail:gujo@ml.gifushoko.or.jp 
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①地域の強みを活かした企業誘致活動
②新事業挑戦への支援

・新分野進出、異業種参入への支援
・事業承継での新分野進出

③創業やコミュニティビジネスの支援
・創業者の育成
・コミュニティビジネスの促進

・事業承継での創業支援
④地域産業を担う人材の育成

・人材の育成
・企業の苗床づくり

⑤企業の中核的な人材の育成
・企業内人材の育成
・就労支援

⑥ブランド力強化支援（郡上ブランド認定）
【経営発達支援事業の基本方針】

（事業者支援・地域活性化支援）
①支援手順、手法の確立と標準化
②事業承継の推進
③創業、第二創業等地域産業の育成
④郡上ブランドの推進等販路開拓
⑤地域産業を担う人材の育成
（支援能力の向上）
⑥支援スキルの共有化

郡上市商工会の現状と課題

【郡上市行政の取り組み】

【商工会支援体制の課題】

①小規模事業者支援を巡回中心に行っている
が、経営診断、事業計画書作成までには至っ
ていない

②事業の関連性を意識して、継続的な計画的な
支援ができない

③郡上ブランド認定制度や郡上モール等ブラン
ド戦略が認識されていない

④連携先との情報交換が不十分
⑤若手指導員の育成手順が不明確

【郡上市商工会の役割と方向性】

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 
Ⅰ．取り組みの目標 

・小規模事業者に対する経営資源の強化や継続的な支援体制構築による事業の持続

的発展支援を行う。 
・小規模事業者に対する事業承継システムの構築並びに事業承継支援を行う。 

 
Ⅱ．実施方針 

郡上市商工会は、 
郡上市の策定した「郡上市商工振興ビジョン」の推進において、郡上市と強力な連

携関係のもと、それぞれの役割分担において商工業振興について主導的役割を担い、

郡上市の小規模事業者の振興及び地域産業振興に貢献することにより、以下の項目を

経営発達支援事業の取組み方針とする。 
① 経営支援における支援（提案）の手順、手法の確立及び標準化 
② 事業承継支援の推進 
③ 創業、第二創業（経営革新）等による地域産業の育成及び雇用の創出 
④ 郡上ブランドの育成等販路開拓支援 
⑤ 地域産業を担う人材の育成 
⑥ 支援スキルの向上と共有化 

 
これまで郡上市商工会が行ってきた支援を検証した結果、事業ごとの成果は表れてき

ているものの、事業間の情報共有であったり、連携であったり、その後の支援に対する

継続性が欠如していることから、郡上市商工会の行うすべての事業を関連付けることに

より、小規模事業者対する支援を継続的に行える体制づくりを行うことが必要である。 
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Ⅲ．地域及び商工会の現状と課題 
（郡上市商工振興ビジョン「郡上の強みを活かした内発的産業の創造に向けて」より） 
 
【立地】 

郡上市は、岐阜県のほぼ中央に位置し、東を下呂市、北を高山市、西は福井県、南

は美濃市及び関市に接する、面積 1030.79km2 の山間地域である。 
地勢は、長良川の源流域を形成する森林地帯が市全域の 90%を占め、長良川源流部

にあたる大日山麓一帯にはひるがの高原・上野高原が、明宝水沢上一帯には、めいほ

う高原が広がり、清流・長良川をはじめ、和良川、石徹白川など 24 本の一級河川が

流れる水と緑に恵まれた地域である。 
また、市の最北部に位置する白鳥町石徹白地区と高鷲町ひるがの地区は、太平洋と

日本海の分水嶺となっている。海抜の低い美並地域と比べると、標高差は 800～1,000 
メートルほどあり、市内では 1 ヶ月間近く桜の花見が楽しめる。 

自然資源が豊富な反面、中山間地特有の急

峻な地形なため、工業団地の造成などにつ

いて場所が限定され、近隣の東海環状自動

車道圏域の工業団地と比較して、面積要件

や利便性、造成費が嵩むなど不利な条件と

なっている。 
市内には、主要な交通網として、東海北

陸自動車道が南北に縦断しており、美並 IC、

郡上八幡 IC、ぎふ大和 IC、白鳥 IC、高鷲

IC、ひるがの高原スマート IC の６つのイ

ンターチェンジが開設されている。今後、

中部縦貫自動車道の完成と国道156 号線な

ど広域的な道路網により、将来は交通の要

所となることが予想される。 
 
 
【人口】 

平成 17 年の国勢調査人口は 47,495 人で県内第 14 位の人口規模である。この数

値は、前回平成12 年調査時に比較して1,882 人の減少であり、県内では岐阜市（2,820 
人減）に次いで、2 番目に人口減少数の多い自治体（平成 12 年調査時は郡上地域と

して町村人口を合計）となり、人口動態でみても減少傾向が続いており、平成 17 年
から平成 21 年の 4 年間の減少数は 2,690 人となっている。 
平成 21 年の年齢３区分別の構成比は、0-14 歳が 13.5％、15-64 歳が 54.9％、65 

歳以上が 31.6％であり、この数値を平成 17 年値に比較すると、0-14 歳で 0.8％減、

15-64 歳で 1.7％減となり、65 歳以上では 2.5％増と少子化・高齢化が進むなか、生

産年齢人口の減少が続いていることを示している。 
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増加数 増減率
事業所数 3,223 3,473 -250 ‐7.20％ 2679 544 2.60% 776 9.80%

平成18年 平成13年
平成13年～18年 存続

事業所
新設

事業所
開業率

廃業
事業所

廃業率

 

 
【事業所・企業】 

 
平成 18 年の事業所・企業数は 3,412 事業所、従業者数は 21,731 人となっている。

事業所数は、平成 16 年の前回調査と比較して 5.8％の増加に転じ、従業者数でも

13.5％増と伸長している。 
一方、民営事業所の存続・新設・廃業別の事業所数をみると、平成 13 年～平成 18 

年の間に 544 事業所が新設され、776 事業所が廃業している。 
また、事業所の開業率は 2.6％にとどまっている一方で廃業率は 9.8％となり大きな

問題となっている。 
 

事業所数・従業者数の推移 
 事業所数 対前回増減率 従業者数（人） 対前回増減 
H11 年 3,584  20,038 - 
H13 年 3,473 -3.10% 19,940 -0.50% 

H16 年 3,226 -7.10% 19,146 -4.00% 

H18 年 3,412 5.80% 21,731 13.50% 

資料 総務省「事業所・企業統計調査」より作成 
 
 

存続・新設・廃業別民営事業所数 

資料 総務省「事業所・企業統計調査」より作成 
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また、商工会の脱退会員の約９０％が廃業を理由にしている現状を憂慮し、その実 
態が今後どのような経過を辿るのかを予測するため、平成２４年に郡上市商工会員に

対し経営指導員が事業後継者の有無等について調査を行った。 
 
その結果次表の結果となった。（サンプル数１，６１１事業所） 

 
事業後継者あり 30.5% 
事業後継者なし  45.6% 

当面現状維持 16.8% 
近いうち廃業 26.5% 
事業後継者を探す 1.4% 
譲渡・貸店舗を希望 0.9% 

その他  1.2% 
未定  22.7% 

   （郡上市商工会経営指導員による調査） 
 
  これらの結果を踏まえると、郡上市内の小規模零細事業者数は、おおよそ１０年後

には半減してしまうことが予想される。 
  また、事業所数の減少だけでなく、平成２１年の統計によると公務を除いた非農林

漁業の事業所数は、３，１８６社、そこで働く従業者数は２１，３６８人となってお

り、このうち小規模事業者は３，０７３社１２，７９５人が働いている。上記資料の

当面現状維持・未定も１０年後には相当数の割合で廃業という可能性があると思われ

るが、とりあえず近いうちに廃業と回答いただいた２６．５％が廃業したとすると８

１５社、３，３９０人が職を失うことがわかった。 
 
【商工業等の現状】 

  平成 18 年の事業所・従

業者数を産業別にみてみる

と、事業所数では「卸売・小

売業」の割合が最も高く、全

体の 23.4％を占めている。次

いで、「飲食店・宿泊業」の

16.5％、「サービス業（他に

分類されないもの）」16.2％、

「建設業」14.2％などとなっ

ている。 
一方、従業者数では、製造

業が全体の 22.0％で最も高

い割合となっている。次い

で、「卸売・小売業」17.6％、
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「建設業」12.7％、「飲食店・宿泊業」10.6％、「医療・福祉」10.3％の順となっている。

産業別の推移を平成 16 年と平成 18 年の比較からみると、事業所数・従業者数ともに

増加している業種は、  
「農林漁業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「情報通信業」「卸売・小売業」「不動産

業」「医療・福祉」「教育・学習支援業」「サービス業（他に分類されないもの）」の順

となっている。 
一方、「建設業」「金融・保険業」「飲食店・宿泊業」では、事業所数・従業者数とも

に減少しており、全産業の中でも従業者数の多い建設業では、6.3％の減少となって

いる点が注目される。 
このように、「建設業」「飲食店・宿泊業」における事業所数の減少と雇用規模の縮

小が顕著である一方、

多くのサービス業で事

業所数・従業者数が増

加している。最大雇用

産業は製造業であるも

のの、徐々に地域経済

のサービス産業化が進

んでいると見られる。 
 

 
 
 
 
 
○郡上市 
  郡上市（商工観光部商工課）は、平成２２年から６ヶ年間を見据えた「郡上市商工

振興ビジョン」策定している。 
この商工振興ビジョンは「郡上市総合計画」の分野別計画として位置付けられてお

り、商工業（産業）の根本的な「あるべき姿」を「郡上の強みを活かした内発的産業

の創造に向けて」として、 
① 特に大きな飛躍が期待できるもの 
② 取組みに向けた強固な足がかりを築くことができるもの 
③ 地域経済を先導することができるもの 

 の３つの考えを基に「ブランド力強化事業」、「テクニカルブランド事業」、「若き担い

手確保事業」、「まちなか繁盛店づくり事業」、「食の王国郡上づくり」を今後中期的に

取り組むべきプロジェクトとして示している。 
この中で、商工業・観光業振興の基本的課題として 

 
【基本的課題】 

① 地域の強みを活かした企業誘致活動 
② 新事業挑戦への支援 

・新分野進出、異業種参入への支援 
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・事業承継での新分野進出 
③ 創業やコミュニティビジネスの支援 

・創業者の育成 
・コミュニティビジネスの促進 
・事業承継での創業支援 

④ 地域産業を担う人材の育成 
・人材育成 
・企業の苗床づくり 

⑤ 企業の中核的な人材の育成 
・企業内人材の育成 
・就労支援 

⑥ ブランド力強化支援（郡上ブランド認定） 
・商工会の郡上ブランド認定製品の販路開拓（郡上モールの利用促進） 
・都市側市場のニーズ把握・検証 

    ・郡上モールの利用拡大 
 
これら郡上市の基本的課題に対して、小規模事業者の実態及び商工会の貢献度を検証

したところ 
【商工会支援の検証】 

① 地域の強みを活かした企業誘致活動 
郡上市を中心に積極的に企業誘致が行われており、郡上市工場等設置奨励金事業 

等の活用などを巡回訪問により情報提供したり、民間と行政とのネットワークの構

築に貢献してきた。 
② 新事業挑戦への支援 

経営革新セミナーの開催、他県で行うビジネスフェアへの出展支援、郡上ビジ

ネスマッチングの開催、異業種交流会の開催事業など積極的に支援してきた。し

かしながら、巡回などを通じて継続的な支援までには至っていない。 
③ 創業やコミュニティビジネスの支援 

創業塾の開催やインキュベーション支援など積極的な創業支援は行ってきた 
ものの、廃業率が高く小規模事業者の増加とまでは至っていない。今後、事業承

継支援と合わせた事業活動により小規模事業者増へ繋げたい。 
④ 地域産業を担う人材の育成 

前述の創業塾による、起業、創業を目指す人材の育成や市内に就職した新入社

員を一同に会した研修会及び激励会などを行い貢献度は高いと考える。 
また、企業の苗床づくりの事業としては、高校生を対象とした起業家育成セミ

ナーや郡上市雇用対策協議会との連携で行っているインターンシップ事業、郡上

市内の高校生３年生を対象とした、模擬面接やセミナー支援など貢献してきた。 
⑤ 企業の中核的な人材の育成 

企業内人材の育成については、経営革新セミナーや後継者等人材能力開発事業

として、新分野へ進出を考える小規模事業者に向けて、経営革新支援等によりビ

ジネスプラン作成を行うなど、経営指導員の巡回による課題提起と専門家派遣に

より積極的に貢献できた。 
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⑥ ブランド力強化支援（郡上ブランド認定） 

特に高い技術力や独創的な技術開発を行っていると認められ、労働安全や従業

員教育など労務対策にも積極的に取り組んでいる市内小規模事業者が製造する製

品を「郡上ブランド（テクニカルブランド）」として、郡上市商工会内で組織する

「郡上ブランド認定委員会」が認定を行い、企業ＰＲや各種見本市などへの出展

を積極的に行ってきた。 
また、販路開拓に関わる支援も積極的に行ってきた。 

 
 このような状況を考えるとき、郡上市商工会として一定の役割を果たしてきたが、さ

らに貢献度を高めるために次の事項を課題と考える。 
 
【支援上の課題】 
 
① 小規模事業者の経営課題の共有化ができていない 

巡回により支援担当者が見出した経営課題を示すシートが標準化されていないた

めに、小規模事業者が抱える様々な経営課題を通常記入しているカルテだけでは、

他の担当者がみてもわかりづらい。 
② 計画的、継続的な支援ができない 

本来、小規模事業者の抱える様々な経営課題に対し支援計画を立てながら、継続

的に支援していき、持続的発展を目指す必要があるが、相談案件解決のみのよう

に単発的な支援となっている。特に、今後、郡上市商工会の最大のテーマとなる、

事業後継者がいないような事業所の事業承継支援、創業を躊躇しているような創

業希望者向けの支援が必要である。 
③ 郡上ブランド認定制度及び郡上モールが有効に活用できていない 

郡上市商工会が運営する「郡上ブランド」認定制度が、担当者と該当小規模事業

者のみで解決されており、内部の支援担当者のみならず、多くの小規模事業者へ仕

組みやメリット等が理解されていない。商工会が運営するショッピングサイト「郡

上モール」も同様である。 
④ 若手経営指導員を育成する体制が確立できていない 
 支援担当者によるミーティングを毎週実施しているが、人員不足等理由から時間

が短く、また、育成するシテムも不充分である。 
 

 上記課題を有するものの、支援した小規模事業者からは高評価を得ている。しかし、

まだまだ、一部の小規模事業者支援しかできておらず、支援内容にも統一性がない。 
 
 以上のような支援上の課題を解決して 
 
●小規模事業者に対する経営資源の強化や継続的な支援体制構築による事業の持続的

発展支援を行う。 
●小規模事業者に対する事業承継システムの構築並びに事業承継支援を行う。 
の経営発達支援目標を設定する。 



- 8 - 
 

 
Ⅳ．取り組みの基本方針 

  
小規模事業者に対する経営資源の強化や継続的な支援体制構築による事業の持続的

発展支援を行うために、郡上市商工会は今後５年間にわたり以下の事項に取り組む。 
 
 
 
① 経営支援における支援（提案）の手順、手法の確立及び標準化 

平成１９年の商工会合併以降、巡回による経営支援にシフトする中で、当初は 
巡回訪問が中心となり、具体的な支援内容の掘り起こしまでには至っていなかっ 
た。 
相談の多くは事態が悪化してからみたされることが多く、金融などのように当面

の課題が解決した場合などのように、悩みが一時的に解決した時点で担当指導員 
との関係が途絶えがちである。今回の計画では、経営指導員が計画的な定期巡回 
を行うことで、支援課題の掘り起こしを行い、相談記録方法の統一化を行い、個 
別の小規模事業者に適した経営計画（事業計画）づくりを行い、持続的発展が可 
能な支援体制整備を行う。 

 
② 事業承継支援の推進 

前述の事業所・企業の現況でも述べたように、郡上市内の小規模零細事業者は、

１０年後には半減してしまうことが予想される。 
そこで、後継者不足などで廃業が見込まれる小規模零細事業所の業務を引き継

いでいくための新たな枠組みづくりを行い、そのシステムの検証を行いながら小

規模事業者の減少に歯止めをかけるべく、廃業等予定の「事業引き渡し希望事業

者」と「事業引き受け希望事業者」とのマッチング支援事業を行うこととした。 
 

③ 創業、第二創業（経営革新）等に地域産業の育成及び雇用の創出 
郡上市の現況によると、開業率を廃業率が上回っていることが解っており、従

来開催してきた創業塾をさらに強力に推進するため、第二創業（経営革新）も含  
めた、ＩＪＵターン対策とも連動しながら開催することとする。 
特に、必要業種やコミュニティビジネスの創業支援に重点を置く。 
 

④ 郡上ブランドの育成等販路開拓支援 
郡上ブランド及び郡上モールの対象事業者の継続支援はもとより、今まで、小

規模事業者には理解しづらかった「郡上ブランド」認定制度の内容や「郡上モー

ル」のメリットなどの可視化を行い、郡上ブランド認定製品、郡上モール出品製

品の展示会、商談会出展などの販路開拓支援を行う。 
また、郡上市内の小規模事業者を中心に行う、「郡上ビジネスマッチング」を開

催する。 
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⑤ 地域産業を担う人材の育成 

産業を担うのは人ですが、高校卒業後、進学や就職のため市外へ流失してしま

う人口の流失が、郡上市でも大きな問題となっている。 
そうした、有益な人材の減少や少子高齢化問題を抱える本市にとって、地域経済 

の縮小、雇用機会の減少といった負の循環が懸念されているが、こうした状況に中

重要なのは中長期的な展望をもった「人」の育成が重要と考え、市内小規模事業者

へ新規就職した従業員のセミナーや激励会の実施や高校生を対象とした企業家育

成セミナーなどを実施する。 
 

⑥ 支援スキルの「質の向上」と「共有化」 
個人の支援能力は計りにくく、程度の判断が難しいばかりか評価されることも

少ないため、自分の位置が計れず、かつその能力向上する方法がわからず、組織

としてその機会も提供されていない。 
相談カルテの記入は行っているものの、その内容には個人差があるため、相談

カルテや提案資料の作成など、支援内容を手順にまとめ、可視化することで、正

しく効率的な支援の手法や手順がより深く理解できることから、支援ツールの作

成に取り組み、支援スキルの質を高めるとともに共有化を図る。 
 

 
 以上のような取り組みを中心に実施しながら、郡上市の策定した、「郡上市商工振興

ビジョン～郡上の強みを活かした内発的産業の創造に向けて～」の推進において主導的

役割を担い、郡上市の小規模事業者の振興及び産業振興に貢献することを目標とする。 
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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２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

２．経営発達支援事業の内容 

○経営発達支援事業の体系 

 支援メニューの明確化及び連続性を考慮したプログラムを設定し、小規模事業者や経

営指導員にわかりやすく支援内容と体制が説明できるようにする。 

 これまで事業ごとに単発的となっていた支援を継続的に支援できる体制を構築する。 

（事業者支援・地域活性化支援）
①支援手順、手法の確立と標準化
②事業承継の推進
③創業・第２二創業等の地域産業の育成
④郡上ブランド等の推進及び販路開拓
⑤地域を担う人材の育成

【支援力向上】支援記録・ＯＪＴ・ＯＦＦ-ＪＴ・連携方法の確立

【経営発達支援事業の基本方針】

（支援能力の向上）
①支援スキルの共有化

小規模
事業者
及び創
業等希
望者

【経営発達を支援する事業】

経済動向調査・需要動向調査【指針③】中小企業白書・経済情勢報告書及び消費者動向調査等

経営分析【指針①】
①課題抽出
②課題解決

地域経済活性化支援
①食の祭典
②新商品開発事業
③郡上地域活性化事業

事業計画書策定・実行支援【指針②】
①研修・セミナー ④人材育成
②窓口相談 ⑤各種セミナー
③専門家派遣

・農商工連携
・地域資源活用
・経営革新

販路開拓支援
【指針④】

①情報発信
②商談会
③展示会

【地域行政推進に貢献】
郡上市「商工振興ビジョン」

経営発達支援事業体系

【経営発達支援目標の達成】
○経営資源の強化や継続的な支援体制構築による事業の持続的発展
○小規模事業者のための事業承継システムの構築並びに事業承継支援
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○経営発達支援事業項目別の目標 

 

・小規模事業者に対する経営資源の強化や継続的な支援体制構築による事業の持 

続的発展支援を行う。 

・小規模事業者に対する事業承継システムの構築並びに事業承継支援を行う。 

 

 を実現するために、以下の経営発達支援事業に取り組む。 

 従来実施してきた、経営改善普及事業に一歩踏み込み、地域内小規模事業者に効果的

且つ効率的な経営発達に資する支援が行える体制を構築する。 

 

経営発達に資する事業及び目標の一覧 

 

区分 事業 事業の目標 

Ⅰ．個者支援 全体 
伴走型の指導助言を継続して行い小規模

事業者から信頼される商工会となること 

 ① 経営分析 
経営、財務の状況を正確に把握するとと

もに、必要な提案を行う 

 ② 経済動向調査 
各種調査を活用して、地域の経済動向に

ついて整理、分析を行い提供する 

 ③ 需要動向調査 
業態や商品、サービスに応じた需要動向

について調査、分析を行い提供する 

 
④ 計画書策定・実

行支援 

成果のあがる事業計画書を策定し実行支

援が可能となる体制を整備すること 

 ⑤ 販路開拓支援 
事業計画書の目標達成を後押しし、小規

模事業者の重要開拓に寄与すること 

Ⅱ．地域経済活性化 

支援 
全体 

域外から資金を流入させ、域内で循環さ

せる仕組みを構築すること 

 
① 新商品開発事

業 

郡上市の資源と環境を活かした新商品を

開発し産業振興を進める 

 
② 食の祭典郡上

事業 

地域内の豊富な地域資源を活かした食材

による、地域経済循環シナリオを構築す

る 

 
③ 昇龍道プロジ

ェクト 

プロジェクトに協賛し、連携先との協調

により交流人口増加による産業振興を進

める 

Ⅲ．支援力向上並び 

に共有化 

① 経営指導員の

資質向上 

経営改善普及事業及び経営発達支援事業

を円滑且つ効果的に進めることができる

こと 

 

② ノウハウ等情

報交換と共有

化 

経営指導員や連携する支援機関等による

適切な情報交換と連携の持続性を確立す

ることで共有化をはかる 
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【巡回指導】
①経営、財務状況の把握と分析
②強みを活かした新事業提案
③経営課題の解決策提案
④事業承継に提案
⑤各種事業の案内

【情報提供】
①説明会
②会報紙等

【事業計画書策定支援】
①経営指導員
②窓口相談

【事業計画書実行支援】
③経営指導員
④窓口相談

【販路開拓支援】
①情報発信

・郡上ブランド
・郡上モール

②商談会
③展示会

個社支援のフロー

【人材育成】
①セミナー
②研修
③創業塾

【課題解決】
①経営指導員
②窓口相談

 

Ⅰ．個社の発展に資する取り組み 

 

地域内の小規模事業者の実態を正しく把握すること及び有益な情報を提供する体制

を整備することで、管内小規模事業者から信頼される商工会となることを目指す。 

信頼関係をもとに、事業の成長や販売の拡大につながる提案を行うことで、事業計画

書の策定を支援し、事業の実施に関して、必要な伴走型の指導、助言を継続して行う

とともに、商談会、展示会など、需要の開拓につながる事業を展開することで、小規

模事業者の事業目標の達成及び課題解決を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 小規模事業者の経営分析【指針①】 

 

目的：小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回、窓口相談、各種セミ 

ナーの開催を通じて経営分析を行う。 

専門的な課題については、本会が独自実施している「小規模事業者支援ネッ 

トワーク事業（専門家相談窓口）」や岐阜県産業経済センター「よろず支援 

拠点事業」、連携先である地域金融機関、中小機構のコーディネーター等と 

連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートす 

る。経営及び財務の状況を正確に把握するとともに事業計画策定に必要な改 

善提案を行うこと。 

 

① 経営、財務状況等の把握と分析 

管内小規模事業者の経営及び財務状況をあまねく把握するために会員、非会員を 

問わない事業所リストを整備する。正しく経営状況等を把握するために、ヒアリ 

ング項目の統一化を図り、支援の記録や事業の利用を記録に残す取組みを行う。 

特に、経営分析の必要な事業所リストの作成を併せて行う。 
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経営状況の分析の取り組み一覧 

項  目 内    容 

 

経営、財務状況の把握

と分析【指針①】 

 

○事業所リスト 

・現在もリストはあるが、 網羅されていない、更新ルール 

が明確でないために活用が不十分であった、今後は更新の

タイミングや方法を定めきるリストとする。 

 

○事業利用リスト 

・上記、事業所リストを活用し巡回指導の利状状況が把握 

できるようにする。商工会と接点のない小規模事業者がな

くなるよう、定期的な見直しを行い、利用履歴を事後の指

導に役立てるなど活用を目指す。 

 

○ヒアリングシート 

・これまでも巡回指導の結果はデータ化さているが、十分な 

活用がなしえていなかった。その理由は、ヒアリング項目 

が不統一であり、わかりにくいものあったためでる。今後 

はヒアリング項目の統一化を図ること及び入力や活用方 

法を定めることで、効果的支援に役立てものとする。 

※ヒアリング項目一覧 

・事業所名／代表者名／年齢／後継者の有無   

・財務諸表（安全性、収益性、生産性、成長性）   

・生産管理体制  ・人事管理体制・販売管理体制 等 

 

○分析の項目 

 ＳＷＯＴ分析、ＡＢＣ分析、ＢＳＣ分析等を交え、上記ヒ

アリングで得た情報をもとに総合的な経営分析を行い強み

や弱み及び経営課題を特定する。経営の状況や財務の状態を

通じて、今後、当該小規模事業者が取り組むべきこと提案す

るための根拠、基礎情報として「相談カルテ」に記載される

よう項目の設定にも取り組む。 

 

 

 

② 上記経営分析の結果をもとに経営課題を抽出するとともに、経営計画策定に向け

て各種提案を行う。 

また、課題解決に向けてのセミナーのテーマ設定の参考とする。 
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（目標） 

項  目 単位 実績 27年度 28 年度 29年度 30年度 31 年度 

総事業所数 者 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

巡回指導件数 件 3,898 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 

巡回指導先件数 者 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 

巡回・事業利用率 ％ 194.9 200.0 205.0 210.0 215.0 220.0 

 

 

 

 

（目標設定の理由） 

平成１９年の商工会合併以降、巡回による経営支援にシフトする中で、当初は巡回 

訪問が中心となり、具体的な支援内容の掘り起こしまでには至っていなかった。今回 

の計画では、経営指導員が計画的な定期巡回を行うことで、支援課題の掘り起こしを 

行い、訪問から指導へと巡回内容の充実を図り、きめの細かい支援体制を構築する。 

また、巡回の偏りが見られるとの反省のもと、訪問すべき対象総数を抑え、偏りな 

く万遍に訪問することを優先する。従来以上に適確なヒアリングが行えるようにする 

とともに、対象を選定した提案で、事業の利用率向上等、郡上市商工会との接点増加 

を目指す。 
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（２） 小規模事業者支援のための「地域の経済動向調査」並びに「小規模事業者の需要 

動向調査」の実施及び提供【指針③】 

 

目的：小規模事業者の持続的発展に有用な情報を提供し、自社の経営計画策定の指針

とするとともに、郡上市商工会との接点を確保すること。 

 

① 収集、整理分析及び提供する情報 【指針③】 

ⅰ．地域の経済動向  

地域内小規模事業者に、「消費・生産・雇用情勢・住宅建設・設備投資・公共事

業・企業収益など」に関する情報を提供する。  

一般の新聞や雑誌に掲載されない専門的情報うち、事業経営に関係の深い情報種別

を選定して提供する。（収集方法等については下記一覧表参照） 

ⅱ．小規模事業者の需要動向 

地域内小規模事業者に業態別、消費者別等の需要動向に関する情報を提供する。 

郡上市や連携先金融機関等から公表される需要動向調査結果を、小規模事業者にわ

かりやすく説明できるよう、整理、分析し巡回指導において提供する他、事業計画

書策定に役立てる。なお、公表された情報が不足する場合は、第３者機関を通じて

本会が独自に調査することとする。（収集方法等については下記一覧表参照） 

② 情報を分析及び整理する方法 【指針③】 

ⅰ．実施方法 

  「地域の経済動向調査」「小規模事業者の需要動向調査」については、それぞれ

の調査担当者を割り振り、とりまとめ方法、提供時期、手段を決定する。 

それぞれの調査結果は、経営状況の分析によって把握された事業展開により仕訳

される。または、経営課題を解消する取り組みを行う小規模事業者の取り組みテー

マに基づいて仕訳される。 

整理された情報は、すべてホームページに掲載される他、仕訳されたテーマに基づ

いて、有益と思える小規模事業者に巡回指導、電子メール、ＦＡＸにて直接提供さ

れる。 

③ 情報を提供する方法【指針③】 

ⅰ．巡回指導【指針③】 

ヒアリングシートに基づいて、小規模事業者の持つ強み、及び経営課題を特定

し、さらに今後の考えや経営計画策定に即して、有益、かつ必要と思われる情報

（Ａ４、１枚程度）を、直接提供する。 

ⅱ．会報誌（郡上商工会だより）、電子メール（メーリングリスト）【指針③】 

定期的に送付している情報として、会員向け会報誌「郡上商工会だより」（毎

月１回発行）、メーリングリスト（登録６７８件）による電子メールがある。 

会報誌等は、会員に限定してお届けしているため、非会員には、巡回指導を通 

じて提供する。 

ⅲ．ホームページ【指針③】 

 いつでも閲覧できるよう、ＩＴを活用してホームページを開設しているが、
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情報の掲載方法を更に見直し、よりわかりやすくする。 

収集・提供を予定する一覧 

項 目  内    容  

経済動向調査 

・経済白書、中小企業白書・岐阜県内の経済情勢 

・家計調査年報 消費単価などが把握でき、 計画策定に盛り 

込む 

・日本経済新聞他、日刊紙の経済欄 

 このうち地域内小規模事業者の経営に役立つ情報を抜粋、

要約して提供する。 

需要動向調査 

・岐阜県 需要予測等調査 3か月に 1 度の割合で公表 

・市内連携先金融機関  

・第三者機関による、地域内（業態別）消費動向調査 

 このうち地域内小規模事業者の経営に役立つ情報を抜粋、

要約して提供する。 

 

情報提供のための方法一覧 

実施方法 内    容 

巡回指導 
・収集、整理、分析された情報は、レポートとしてとりまと 

め、情報が有益と思える場合は、説明して提供する・ 

会 報 

・毎月１日発行の「商工会だより」にて、商工会員向けに情

報提供する。 

・非会員小規模事業者にも、巡回指導時に提供し、加入勧奨

を行う。 

電子メール 
・メーリングリスト（登録６７８事業所）により、タイムリ

ーな情報提供を行う。 

 

（目標） 

項  目 単位 実績 27年度 28 年度 29年度 30年度 31 年度 

経済動向調査件数 件 - 5 10 15 20 25 

需要動向調査件数 件 - 50 100 150 200 250 

 

（目標の設定理由） 

これまでも十分な量の情報提供は行ってきているが、反面、量が多すぎることで、み

てもらえないことがあり、今後は、十分な量の情報提供を継続するものとして、仕訳

した対象に基づいて、的を絞って提供するとともに関心ある方に直接伝わるよう説明

会を増やすことを目指す。 

 

④ 情報の活用の一環として行うこと 

ⅰ．説明会 

源泉徴収などの税務や労働保険料年度更新などの労務に関する事務手続きな ど

の他、補助金活用のための手続きなど説明会を開催する。 
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【支援テーマ】
・創業

・事業承継
・経営革新
・地域資源活用
・農商工連携 他

【計画書策定】

・課題解決
・目標設定
・達成手段設定
・事業計画書策定

【実行支援】
・進捗状況把握
・課題の除去
・指導、助言
・事業計画書修正

経営計画書策定・実行支援のための取り組みフロー

【セミナー・研修】
・新事業
・課題解決

 

（３）事業計画書策定・実行支援【指針②】 

 

目的：経営分析により見えてきた課題を解決し、確実に実行できる、成果のあがる事 

業計画書策定及び実行を支援する。 

 

経営分析結果にもとづき、事業計画書の策定及び実行の必要な小規模事業者に対し

て、「強みを活かした新事業提案」「経営課題の解決策提案」及び要望に基づいて伴

走型で事業計画書策定を支援する。 

想定される支援テーマに基づいて、直接、計画書策定を支援する場合と、セミナー

や研修の受講により、一定知識を持って計画書策定を支援する場合がある。 

 

事業計画書を策定する場合、 

・経営状況の分析結果【指針③】 

・市場調査の結果【指針③】 

 

を踏まえ、需要を見据えた内容とする。 

 

なお上記のセミナーについては、事業計画書作成の重要性を認識させる為、事業経営

者（成功体験）のセミナーを開催するなどして、事業計画書作成に対する機運を醸成し、

更には、経営指導員の質の向上を目指すための手段とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業計画書策定支援） 

① 経営指導員による計画書策定支援【指針②】 

巡回指導や事業経営者（成功体験）セミナーなどへの参加を通じて、事業計画書 

策定の必要性や有益性を理解して頂き、検討すべき事項を明確化させる。事業計 

画書策定において「目的」「目標」「達成手段」を勘案し「実施上の課題」を整 

理する。 
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② 窓口相談による計画書策定支援【指針②】 

経営指導員により、事業計画書策定において整理された、必要な検討事項に基 

づいて、事業計画書のストーリーを構築する。その上で、事業の遂行に支障とな 

る実施上の課題について、課題の解決方法をアドバイスする。 

専門家は、相談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、事業計画書策定を支援する。さらに、小規模事業者の意向により、国、 

県の法承認、認定に至るまで手厚く支援する。 

 

（事業計画書実行支援） 

③ 経営指導員によるフォローアップ【指針②】 

経営指導員は、計画書策定が完了した段階にて、フォローアップカルテを作成す 

る。 

小規模事業者の求めに応じていつでも相談に対応するとともに、求めがなくても 

原則として3か月に1度、巡回指導、及びその他の方法により、進捗状況を把握して、 

カルテに記録する。 

進捗が芳しくない場合は、新たな支障が生じているとの推定のもと、直ちに巡回指

導を行い、課題を把握するとともに、その解消に向けた指導・助言を行う。 

経営指導員で解消が困難な課題である場合、窓口相談、または専門家派遣を実施

する。 

※フォローアップとは、小規模事業者が策定した事業計画書の進捗状況、実現性、

修正点、実行にあたっての課題等をチェック、解決するためのサポートとする。 

 

④ 窓口相談、専門家派遣によるフォローアップ【指針②】 

支援依頼を受けた専門家は、相談カルテ、策定された事業計画書、及びフォロ

ーアップカルテに基づいて、対象となる小規模事業者の経営課題を正しく把握す

る。 

専門家は、自らの専門性を活かして、小規模事業者の抱える経営課題の解消につ

ながる指導・助言を行うとともに、相談者の意思と実現可能性を検証する。 

経営指導員は、フォローアップに同席し、指導・助言内容を把握するとともに、 
指導・助言の内容を、フォローアップカルテに追記し、事後のフォローアップと 
して巡回指導に役立てる。 

効果的なフォローアップの実施方法 

実施項目 内    容 

フォローアップ実施方

法 

フォローアップは、巡回指導及び窓口相談により 

・小規模事業者から求めがあったとき 

・3ヶ月（四半期毎）に 1 度実施することを原則とする 

フォローアップカルテ 

・計画書策定が完了した段階で作成する 

・国、県の法認定承を得た場合関係書類すべてとじる 

・フォローアップの履歴 や報告書、資料等をとじる 

・一冊で、事業計画書策定の経緯及び実行段階がわかるよう

にまとめる 
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専門家活用 

・郡上市商工会が設置する「小規模事業者支援ネットワーク

事業」 

・中小企業基盤整備機構 

・岐阜県産業経済支援センター「よろず支援」拠点 

・岐阜県商工会連合会「エキスパート」派遣事業 

・その他の専門家のもつ知見とノウハウを活用して取り組む 

注力する支援テーマ 

・事業承継 

・創業 

・第二創業（経営革新） 

・地域資源活用 

・農商工連携 

 
（目標） 

項  目 単位 実績 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

事業計画書策定 者 - 5 8 10 13 15 

事業承継 者 - 1 2 3 5 5 

創業 者 5 5 7 8 9 10 

経営革新 者 1 1 2 2 3 3 

地域資源活用 者 1 1 1 2 2 2 

農商工連携 者 - 1 1 1 1 1 

 
（目標の設定理由） 

当面、支援力向上に向けた、カルテやマニュアル整備のために時間を要するため、

初年度は現状を維持することとし、体制がある程度整備される次年度以降において、

件数増加を図る。 

当地域では、小規模事業者において、事業計画書策定の必要性や有効性の理解が行

き届いておらず、かつフォローアップを担当する経営指導員も十分な経験を有してい

ないことから、緩やかな件数増加とし、支援の内容充実を優先させることにした。 

 
（事業計画書実行に向けた取り組み）※一覧を下記に掲載 

① 強みを活かした新事業提案 

ヒアリング記録に基づいて、連続性ある効果的な提案を的確、かつタイムリー 

に実施するための体制を整備する。強みを活かした新事業活動を促進するための 

事業計画書策定を提案し、セミナー、研修会及び窓口相談の利用を案内する。 

 

② 経営課題の解決策提案 

同じく記録に基づいて、課題解決につながる具体的な取組みを提案する体制を

整備する。課題解決につながる取組みを実行に移すための事業計画書の策定を提

案し、セミナー、研修会及び窓口相談の利用を案内する 
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小
規
模
事
業
者

事業引き渡し希望
【後継者なし】

事業承継支援センター
（郡上市商工会内）

①経営指導員による巡回にて
それぞれのニーズを調査する

②経営指導員のヒアリングデータ
に基づき、センター事務局にて
巡回によりマッチングシートを作
成する

③それぞれのデータからマッチン
グ可能な組み合わせを行い「小
さな企業創造審査会」に案件を
付託する

【マッチング】

⑤審査の結果、決
定されたマッチ
ング案件につい
て引き合わせ
を行う

⑥引き合わせの結
果、両社合意
の場合は、提示
条件等による事
業承継を行う

⑦合意に達しなか
った案件につい
ては、事業承継
支援センターへ
差し戻す、引き
続きマッチング
案件を探す

事業承継支援センターのフロー

事業引き受け希望
【第二創業等】

創業希望者
Ｉ・Ｕ・Ｊターン希望者

小さな企業創造審査会

④支援センターより付託された、
マッチング案件についてその可
否を審査し、支援センターへ報
告する

【後継者確定】
事業承継計画書策定
【経営指導員の伴走）

経営指導員による巡回にて、
後継者の有無や事業拡大の
意思等調査

③ 「小規模事業者経営発達支援融資制度」利用の提案 

 事業者が策定した事業計画書により、売上の増加や収益の改善など、持続的発

展のために必要な設備投資やそれらに付随する運転資金を投入したほうがより

効果が高いと判断した時は、本融資制度活用のための事業計画書の再構築支援に

あたるとともに、融資実行後は、毎月の巡回により資金繰り支援等のフォローア

ップを行うこととする。 

（目標） 

項  目 単位 実績 27年度 28 年度 29年度 30年度 31 年度 

融資斡旋件数（実行） 件 0 3 5 7 10 15 

 

④ 事業承継支援 

  経営状況や経営資源についての分析結果により、事業後継者がいない等の理 

由から、今後の経営発達の見込めない事業者には「事業承継支援センター」への 

登録を進める。（事業承継支援センターについては後述） 

 

（目標） 

項  目 単位 実績 27年度 28 年度 29年度 30年度 31 年度 

事業引き渡し事業者 者 0 10 15 20 25 30 

事業引き受け事業者 者 0 15 20 25 30 35 

マッチング数 件 0 5 5 5 10 10 

マッチング成立件数 件 0 1 2 3 5 5 

 

※「事業承継支援センター」 

郡上市の現況でも述べたように、郡上市商工会管内の小規模事業者は開業率を廃業率

が上回っており、このままでは１０年後には半数が廃業となり働く場所もなくなってし

まうことが予想される。その結果を受けて、平成２５年度に「小さな企業明日創造委員

会」を設置し、廃業事業所の増加に歯止めをかけるべく、その「しくみ」づくりに着手

した。 

「事業を渡したい者」と「事業を受け継ぎたい者」とをマッチングさせるシステムを

構築し、郡上市商工会内に「事業承継支援センター」にて相談窓口を設置した。 
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※事業計画書策定支援及び実行支援の取り組み（Ｐ19 記載）について、課題と今後の取

り組みについて下表にまとめた。 

 

事業計画実行に向けた取り組み一覧 

実施方法 内    容 

 

強みを活かした新事業

提案 

○支援プログラム 

・例として、事業所において優れたアイデを有していても、 

聞くのみで終わることが多く、事業計画書策定に取り組む 

必要性や方法を十分アドバイスできていなかった。 

・需要の開拓アイデを持ちながらも、実行を促す助言が行え

ていなかったことから、今後は実行に至るよう計画や販路

開拓支援のメニューなどを示して事業計画書策定を促す

アドバイスを行う。 

 

経営課題の解決策提案 

○支援プログラム 

・例として、金融手続きを行い融資が実行された後に接点な 

くなってしまうことが多くあった。 

・資金が不足する根本的原因にまで立ち入った指導行いえな 

かことら、今後は、事業構造の改善に至るまで踏み込んだ

指導が行えよう、支援の進め方を事前に設定して対応す

る。「小規模事業者経営発達支援融資制度」の利用 

事業承継の提案 

○支援プログラム 

・例として、高齢や事業後継者がいない等の理由により、 

廃業せざるを得なくなった事業所で、廃業後も店舗の貸付 

や譲渡といった方法が可能な事業所をリストアップし、多 

角経営や新事業展開、業種転換、創業希望者（Ｕ・Ｉ・Ｊ 

ターン含む）とのマッチングを行う。 

・事業引き継ぎの場合は、事業承継計画や事業計画書策定及 

び実行支援を行う。 

 

各種事業の案内 

○案内方法 

・事業の案内は、これまでも巡回指導や会報誌、メール配信

など行ってきたが個別に対応するのでなく、小規模事業者

状況を踏まえず案内してきた。 

・今後は、特に必要な小規模事業者に対して、必要性や有効

性を十分理解いただけるよう丁寧な案内を行うことで、事

業の利用促進を図る。 
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（事業計画実行に向けたセミナー） 

 

目的：受講者ニーズに即し、具体的な取り組みにつながるテーマ、内容にて開催する。 

 

① セミナー 

従来から取り組んできた、人材育成につながり、かつ有益な情報を提供するための

セミナーのあり方を見直し、以下の内容に即したテーマを企画して実行する。 

 

【セミナー基本方針】 

・新事業活動の促進に寄与する 

・経営課題の解消に寄与する 

・小規模事業者からの要望が多いテーマとする 

 

② 研修 

同じく従来から取り組んできた、人材育成や具体的な取組みにつながる研修のあり

方を見直し、以下の内容に即したテーマを企画して実行する。 

 

【研修基本方針】 

・強みを活かし、機会を捉える 

・経済動向や需要動向を踏まえる 

・事業計画書策定に役立つ 

 

人材育成のための取り組み一覧 

実施項目 内    容 

セミナー 

・業務に直接関係し、小規模事者から要望の多いテーマを取

り上げてきた。 新入社員、経理、税務、労働など 

・今後、 受講者のニーズを踏まえ、１テーマ追加する。 

研  修 

・従来から小規模事業者の持続的発展及び経営の革新に寄与

する研修に取り組んできた。 

創業（起業）、後継者、事業承継、経営革新、ＩＴ［計 5  

回 

・同じく要望を聞き、受講者のニーズを踏まえ、1テーマ追 

加する。 

 

（目標） 

項  目 単位 実績 27年度 28 年度 29年度 30年度 31 年度 

セミナー 回 20 20 20 25 25 25 

研修 回 9 10 10 12 12 15 

創業塾 回 1 1 1 1 1 1 
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（目標の設定理由） 

適当な頻度にて、セミナー、研修ともバランスよく開催できており、一定の集客数

も確保できていることから、事業効率も高いと認識している。 

今後、やみくもに回数を増やすのでなく、受講者ニーズに応じてテーマを改廃し、

さらに基本方針に即した内容に見直しすることで、支持の得られる事業を実施する。 

また、創業塾においても過去５回の開催で受講者も順調に推移していることから、

郡上市商工会の重要な事業と位置付け、事業承継事業とも連携をとりながら実施する。 

 

 

 

（事業計画実行に向けての課題解決） 

 

目的：経営課題を解決し、経営計画実行のための支援を進め、小規模事業者に信頼さ 

れる関係を構築する。 

 

① 経営指導員 

経営指導員は、巡回指導、セミナー・研修などの人材育成を通じて、小規模事業者

の持つ支援ニーズを把握する。 

・新事業活動に取り組む上での目標や課題 

・経営改善に取り組む上での経営課題について指導・助言するとともに、着実に実行 

されるよう、事業計画書策定に誘導する。 

経営指導員において対応が難しい、高度な経営課題の解決などについて、必要に応じ

て専門家による窓口相談を案内する。 

 

② 窓口相談 

経営指導員が対応できない経営課題の解消や事業計画書策定など高度な支援につい

て、専門家による窓口相談を実施する。 

 

③ 専門家派遣【指針①②③④】 

相談内容のうち、技術、知的財産管理、海外展開などのテーマについては、郡上市

商工会が単独で開設する「小規模事業者支援ネットワーク事業」や中小機構等の専門

家派遣制度を活用する。 

 

 

 

※専門家窓口相談については、郡上市商工会単独にて「小規模事業者支援ネットワーク

事業」にて相談窓口を設けており、「中小企業診断士・弁護士・税理士、特定社会保険労

務士・弁理士・金融機関ＯＢなどの専門家が相談にあたっている。 

 

相談日数年間１０５日、相談件数述べ２２０件 
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【巡回指導】
・指導、助言
・案内

【巡回指導】

・経営指導員
・一般的経営課題
・指導助言
・事業計画書策定

【窓口相談】
・専門家
・高度専門的な経
営課題

・指導、助言
・事業計画書策定

課題解決のための取り組みフロー

【募集】
・会報誌
・メール
・ホームページ

【人材育成】
①経営指導員
②窓口相談

 

 

 

 

 

（目標） 

項  目 単位 実績 27年度 28 年度 29年度 30年度 31 年度 

巡回指導件数 件 3,898 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 

巡回指導先 者 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 

窓口相談 件 3,825 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

窓口相談先 者 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 

専門家相談窓口回数 日 220 220 220 220 220 220 

専門家相談窓口件数 件 105 110 110 110 110 110 

 

（目標の設定理由） 

巡回指導の件数の増加及び情報提供の内容充実等により、セミナー、研修などへの参

加者増加が見込まれ、小規模事業者の持つ支援ニーズの顕在化が予想される。 

増加する相談に対応するため専門家や中小機構など外部支援機関との関係強化を図り

対応する。 
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（４）販路開拓支援【指針④】 

 

目標：事業計画書の目標達成を後押しし、小規模事業者の需要開拓に寄与すること。 

 

域内及び域外における需要開拓機会に関する情報を収集・整理し、管内小規模事業者

に対して、周知及び告知する体制を構築する。利用度が高まることで、新たな需要開拓

機会につながる情報をさらに多く収集し、提供する。 
 

【巡回指導】

【募集】
・会報誌
・電子メール

【周知・告知方法】
【需要開拓機会】

①情報発信
・郡上ブランド
・郡上モール

②商談会

③展示会

重要開拓機会につながる情報提供の方法

【個別提案】
・フォローアップ

【巡回指導】
・出展等案内

【域外・広域】
・岐阜県
・中小機構中部本部
・全国連他

【域内】
・郡上市
・郡上ビジネスマッチング
・郡上産品発信推進協
議会

 
これまでも需要開拓に寄与する販路開拓支援の取組みを行ってきたが、利用度は高い

とはいえず、巡回指導や会報誌を通じた周知、告知を強化するとともに、事業計画書を

策定された小規模事業者に対して、有益な情報を直接提供して利用を促す。 

 

① 情報発信【指針④】 

小規模事業者がＰＲしたい情報を、原則無料にて、ホームページ、及び紙媒体にて

情報発信している。域内又は域外においては、インターネット等を活用して、小規模

事業者の需要開拓に寄与する体制を構築している。 

 

② 商談会【指針④】 

小規模事業者の需要開拓に直接寄与するよう、商談機会を商工会が情報を収集・整

理して、管内小規模事業者に周知させる。周知は、巡回指導によって、出展要件に該

当するすべての事業所に会報誌などを通じて広く案内する。 

 

③ 展示会【指針④】 

実施方法は上記と同様であるが、これまでは積極的に情報収集するというよりも、

出展者の紹介を受けたものに対して対応してきたことにとどまっており、今後は積極

的な情報の収集や提供を行う。 
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「郡上モール」運営フロー

1

ショップ運営者
（郡上市商工会）

電話又はＦＡＸ連絡

集荷

梱包

商品配送

購入者情報
配送指示

注文

連絡

配送業者

小規模事業者代金
決済

代金送金

④ 郡上ビジネスマッチングの開催【指針④】 

事業意欲旺盛な企業に、契約締結、技術協力などにつながる良きパートナーとの出

会いの場を提供することによって、地域の枠を越えた事業展開・事業拡大を支援し、

広域的な地域経済の活性化を図る。 

特徴：ⅰ．一般開放スタイルの展示会ではなく、企業同士１対 

１の密度の濃い商談会 

ⅱ.最初にお見合いを受ける側を「発注企業」としてニ 

ーズをパンフレットに掲載。 

パンフレットを見て、ニーズに応えられる企業を   

「受注企業」として募ります。 

 

⑤ 郡上市異業種交流会の開催【指針④】 

平成１９年の商工会合併により非常に大規模な商工会となった。地域内小規模事

業者数も２，３４９事業所を数える。こうした広域的なスケールメリットを活かし

た、地域全域事業者対象の異業種交流会を開催し地域内事業者の情報交換、技術協

力、商談等の場とする。年１回開催する。 

 

⑥ 郡上モールの企画運営【指針④】 

地域内小規模事業者が取り扱っている商品

や食品、工芸品などを共同でインターネット

販売することによって各店舗が低予算で手軽

にネット販売を利用でき、地域の活性化と共

に各店舗の収益に繋がる。管理運営や商品発

送等は運営者が行うため、事業者はパソコン

が使えなくても、ネット環境が無くても参加

できるシステムとする。お客様は店舗ごとに

買い物をしなくても、一度に郡上中の名産品

が購入できるので便利である。 

 

⑦ 郡上ブランド【指針④】 

  販売量や利益だけを目的とした「いかに売る

か」「儲けるが勝ち」の発想ではなく、「どれだ

け評価されているか」という指標で「製品や企

業の魅力」を高め「郡上の製品や地場企業の価

値」の向上を目的とする。 

ⅰ．郡上ブランドを作る（構築・規格・要求   

  事項） 

ⅱ．郡上ブランドを使って商品化する（活用・ 

運用・レビュー） 

ⅲ．郡上ブランドを守る（審査・管理・改善）   

※審査基準は、国際規格ＩＳＯに準ずる。 
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（フォローアップの活用）【指針④】 

 やみくもな商談会、展示会への出展は、成約に結びつかないことも多いことから、経

営指導員や専門家より、出展に際するアドバイスにより、出展準備を行うことを推奨す

る。 

出展者、または参加者には、ターゲットの選定や商品、またはサービスの価値を正しく

伝える準備を行って頂く。 

 

（目標） 

項  目 単位 実績 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

郡上ビジネスマッチング発注企業数 者 102 110 115 115 115 115 

〃受注企業数 件 35 40 45 45 45 45 

お見合い成立件数 件 72 80 80 85 85 85 

マッチング商談数 件 35 40 40 45 45 45 

契約成立件数 件 50 50 50 55 55 55 

郡上モール加入者 者 18 19 20 22 25 30 

郡上モール出品数 品 112 115 120 125 130 140 

郡上ブランド認定者 者 13 15 16 17 18 20 

郡上ブランド認定品 品 14 16 17 18 19 22 
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Ⅱ．地域経済活性化に資する取り組み 

 

目的：郡上市への観光入込客は、年間約 640万人（平成 20年観光動態調査）で、岐阜県

全体の約 21％を占め、岐阜県内では有数の観光地である。こうした観光入込客を

消費人口に転換することが、郡上市地域経済を活性化させる有効な手段と考え、

郡上市域内での資金循環を効果的に行い、域内の経済効果を最大化する産業間の

連携や地域資源を活用した新たな商品開発を行い観光客等へ販売することで、地

域内の小規模事業者の育成をはかりもって、最終的に雇用の確保及び拡大を図る。 

 

１． 食の王国郡上づくりプロジェクト 

「食の祭典ｉｎぎふ郡上」の開催 

郡上市商工会・郡上市・郡上市観光連盟・郡上漁業組合・郡上市調理師会・郡上市食

品衛生協会・めぐみの農協などが連携し、更には、東海北陸自動車道沿線の市町村か

らの出店を得ながら、地域の豊富な地域資源（郡上鮎、奥美濃カレー、鶏ちゃん、豊

富な農産物等）を活用したメニューにより、消費者の「おいしい物が食べたい」「地

の物が食べたい」という消費者の欲求を満たしながら、域外からの交流人口増加を見

据え、地域経済の循環シナリオの構築を目的に「食の祭典ｉｎ郡上」を毎年開催して

いる。2 日間で、三万人の入込みを数えるなど、域外観光客の増加による地域経済活

性化に寄与しているため今後も同プロジェクトに積極的に取り組む。 

 

２． 新商品開発支援事業 

多くの観光客が訪れる郡上市地域内における小規模事業者が、新たな販路に資す

る新商品を開発するため、地域に内在する様々な地域資源を活用した新商品開発を

開発するため、郡上市の補助制度「新商品開発支援補助金」を利用して多くの新商

品を開発してきている。その補助金申請に係る事業計画書作成から補助金申請、試

作品開発等、実績報告業務及び新商品開発後の販路開拓まで、伴走型支援を行って

いる。その成果もあり、現在郡上市内ではこれら補助金を利用して商品化された物

が数多くあり、多くの観光客等の土産品などに利用されており、郡上地域の経済活

性化に寄与している。 

また、開発された新商品を、前述の「郡上ブランド（テクニカルブランド）」とし

て認定を行いながら、展示会や商談会での販路開拓を行うなど、新商品開発から販

路開拓まで一貫した支援を行うことで、郡上市地域の経済活性化に貢献してきた。 

地域小規模事業者に対し、今後も積極的に同事業利用の提案を行っていく。 

 

３． 郡上地域活性化事業 

   郡上市商工会、郡上市、郡上市観光連盟、郡上建設業協会、八幡信用金庫、郡上 

森林組合、郡上漁業協同組合にて「郡上地域活性化協議会」を組織し、持続可能な 

地域づくりを検討している。また、郡上市が目的とする上記の活性化の方向性を踏 

まえ、官民協働での地域経済活性化を目的に各種事業に取り組み、地域活性化を図 

る。 
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（事業内容） 

① 郡上市、郡上市観光連盟、郡上建設業協会、八幡信用金庫、郡上森林組合、郡上

漁業協同組合との「郡上地域活性化協議会」を年間６回開催し、持続可能な地域

づくりを検討する。 

 

② 中部運輸局、北陸信越運輸局及び中部広域観光推進協議会が立ち上げた「昇龍道

プロジェクト推進協議会」の目的である、“魅力的な観光資源が凝縮している中部

北陸圏の海外プロモーション、中部北陸圏によるおもてなしの心と受け入れ環境

のレベルアップについて、関係者が効果的に、かつ、一体感を持って自主的に取

り組む。”ことに協賛し、中部北陸９県の自治体、観光関係団体、観光事業者等と

協働して中部北陸圏の知名度向上を図り、主に中華圏および東南アジアからイン

バウンドを推進するため、本協議会内に「昇龍道プロジェクト」を立ち上げた。

観光振興を考えた「昇龍道プロジェクト」に協賛した、郡上市内全域に桜の木や

芝桜の植栽を行う花いっぱい事業を行い、国内のみならず海外からの観光客誘致

の起爆剤とする。現在、郡上市へ訪れる外国人観光客は年々増加しており、同事

業も効果的に働いている。 

 

 

③ 郡上市地域経済活性化を目的とした経済講演会の開催を行い、地域経済を支える

小規模事業者等の人材育成を行っている。 
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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 

 

 平成１９年の合併以降、商工会組織の変革や定数削減により、１３名の経営指導員が

現在は、７名という結果になり、ひとり当たりの業務量が増加してきている。 

 しかし、合併以来、本商工会での制度改革により経営指導員が経営改善普及事業に専

従できる環境づくりに努め、業務の効率化を考えると、支援の手順や手法を確立するこ

との重要性を感じている。 

 今後は、優れた他の支援機関のノウハウを吸収するとともに、経営指導員の支援能力

向上に向けた具体的な取り組みを設定する。 

 

１． 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ、小規模事業者の需要動向等の情報

交換に関することにより、今まで気付かなかった小規模事業者の経営環境や需要動

向を共有化する。 

 

目標：連携する支援機関等による適切な情報交換と連携の継続の確立を図る 

 

① 郡上市内の金融機関（八幡信用金庫・十六銀行八幡支店・大垣共立銀行八幡支店・ 

めぐみの農協郡上本部）とで締結した、「郡上市事業承継支援センターに関する業 

務提携覚書」により、支援方法の共有及び情報交換会（支援方法・小規模事業者 

情報等）を毎年 1回程度行う。 

また、本会が実施する「中小企業支援ネットワーク」事業による各専門家（中小 

企業診断士・弁護士・税理士・特定社会保険労務士・弁理士等）との情報交換を 

行い、経営指導員の支援機能強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 岐阜県商工会連合会が開催する「経営指導員研修会」において、支援ノウハウ、

支援の現状等について情報交換を行う。 

 

③ 郡上市長、副市長、市議会議員、市商工担当課との懇談会を年間 1回以上開催し、

経営発達支援計画を含めた各種情報の共有を行い、郡上市行政と歩調を合わせた

小規模事業者支援を行う。 

 

④ 岐阜県商工会連合会及び同中濃広域支援室との情報交換及び支援方法の共有化 
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２． 経営指導員の資質向上等に関することについては、他の支援機関の情報を共有す

るとともに、小規模事業者の利益向上に繋がる情報取得に積極的に努める。 

 

目標：経営改善普及事業及び経営発達支援事業を円滑且つ効果的に推進する。 

① ＯＪＴ 

ⅰ．事務局長、次長及び７名の経営指導員による週１回、１時間以上の勉強会「情 

報交換会議」を開催し、支援課題の共有化を行い、事務局長、次長、ベテラン 

経営指導員による、指導・助言内容、情報収集方法などを学ぶなど、ＯＪＴに 

よる伴走型支援能力の向上を図る。勉強会には、必要に応じて連携先支援機関 

の招へいを行い、それぞれが保有している支援情報の交換等、小規模事業者に 

有益な情報共有も併せて行う。（※詳細は下記に記載） 

   ⅱ．郡上市商工会が独自で開設する「小規模事業者支援ネットワーク」による専 

門家やその他各種専門家派遣への相談業務に経営指導員の同席を義務付ける 

ことで、専門家の持つヒアリングや提案手法など有益なノウハウの習得につ 

なげる。また、通常の経営指導員の巡回指導に同行してもらうことで、若手 

経営指導員の資質向上を図る。 

② ＯＦＦ－ＪＴ 

全国商工会連合会や岐阜県商工会連合会が主催する研修に加え、中小企業大学 

校の主催する課題別研修への積極的な受講を行う。研修会の受講内容を精査し、 

従来行ってきた、金融、税務等の内容から小規模事業者の売上拡大や利益向上に 

つながるような研修を中心に受講する。 

なお、受講した経営指導員は、ノウハウの共有化のため、上記勉強会で報告会を 

行う。また、全国商工会連合会が行う、イーラーニング（ＷＥＢ研修）を受講す 

る。 

 

  上記①のⅰに記載した情報交換会議については、合併により広域化が進む中で支援 

内容も複雑多義にわたるため、先輩から後輩指導員への支援ノウハウを教えていく機 

会も減少したことから、同情報交換会議を位置付ける。 

 

 ※会議の内容としては、例として 

 ○小規模事業者に対するヒアリング手法 

 ○効果的、効率的な支援の在り方。 

 ○新事業や補助金など課題解決につながる提案方法 

 ○事業計画書策定の手法 

 ○効果的なフォローアップの在り方 

 などをテーマとして、経営指導員のみならず職員全員で情報の共有を図る。 

 

 なお、内容により連携先支援機関や専門家を招へいしての情報交換会を実施する。 

（目標） 

項  目 単位 実績 27年度 28 年度 29年度 30年度 31 年度 

情報交換会議 回 週１回 週１回 週１回 週１回 週１回 週１回 
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Ⅳ．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

   毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評

価・検証を行う。 

① 経営コンサルタント・郡上市商工観光部長・小規模事業者代表 2名・商工会長の

5名による「経営発達支援事業評価委員会」を組織し、事業実施状況、成果の評

価・見直し案の提示を行う。 

【事業評価委員（案）】 

経営コンサルタント  山瀬  孝氏 

郡上市商工観光部長  山下 正則氏 

小規模事業者代表   石山加代子氏 

〃       井俣  潤氏 

郡上市商工会長    木嶋 勘逸氏 

② 郡上市商工会理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

③ 事業の実施にあたっては、常に、経営指導員等でＰＤＣＡサイクルを意識し、評

価・見直しにあたっては、ＣＳ調査等を行う。 

④ 事業の成果・評価・見直しについては、総代会へ報告し、承認を受ける。 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果について、毎月発行している商工会の会報誌「郡

上市商工会だより」に掲載するとともに、郡上市商工会のホームページ

（http://www.gujo.ne.jp/shoko/）で公表する。 

 

1. Ｐlan（計画） 

郡上市商工会にて、今までの実績や将来を予測して、

経営発達支援計画書を作成する。 

2. Ｄo（実施・実行） 

計画書に基づいて、郡上市商工会で経営発達支援

業務を実施する。 

3. Ｃheck（点検・評価） 

郡上市商工会の支援者に対して、ＣＳ調査（プロセス満足度と総合満足度）を行う。

その結果に基づいて、経営指導員等が中心となって点検や反省を行う。ＣＳ調査及び

経営指導員等の点検反省結果を「経営発達支援事業評価委員会」にて最終評価を行い、

見直し案を提示する。 

なお、経営指導員等で実施する週１回実施する勉強会にて、支援状況の確認等内部で

のチェックを随時実施する。 

また、事業進捗状況についても同委員会でチェックを行う。 

4. Ａct（処置・改善） 

「経営発達支援事業評価委員会」にて提示された評価結果に基づいて、改善案を示し

改めて同評価委員会の指示を受ける。 
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事務局長 近藤義博

経営発達支援計画実行グループ ◎次　長 名畑　司

◎リーダー

○実行グループ

○経営支援員 多田良也 業務職員 酒井みどり 業務職員 和田千鶴

○経営支援員 一柳希毅 業務職員 松本妙子 業務職員 可児美里

○経営支援員 佐藤　豊 業務職員 曽我由美子 業務職員 梶浦照美

○経営支援員 伊藤代吉 業務職員 中山博子 記帳指導職員 森高賀保里

○経営支援員 荒谷彰宏 記帳指導職員 平野美咲

○経営支援員 一二三卓朗 記帳指導職員 成瀬展子

○経営支援員補 髙木良祐 記帳指導職員 小池美那子

郡上市商工会事務局組織図
（平成26年12月1日現在）

経営支援グループ 業務支援グループ 経理支援グループ

（主席経営指導員）

（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２６年１２月現在） 

（１）組織体制 

  

  

  

（２）連絡先 

  名称：郡上市商工会 

  住所：〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷１３０番地１ 

  電話：０５７５－６６－２３１１  ＦＡＸ：０５７５－６６－２３１２ 

  Ｅ－mail:gujo@ml.gifushoko.or.jp 

     http://www.gujo.ne.jp/shoko/ 
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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） 

 Ｈ27年度 

(27.4以降) 
H28 年度 H29年度 H30年度 H31 年度 

必要な資金の額 11,500 22,500 26,500 28,000 29,000 

 

人件費等（事務局

運営費） 

各種調査費 

旅費・事務費等 

セミナー開催費等 

展示会出展費等 

 

 

5,000 

2,000 

3,000 

1,000 

500 

 

10,000 

3,500 

6,000 

2,000 

1,000 

 

13,000 

4,000 

6,500 

2,000 

1,000 

 

13,500 

4,500 

7,000 

2,000 

1,000 

 

14,000 

5,000 

7,000 

2,000 

1,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

① 小規模事業指導費補助金⇒岐阜県 

② 「商工会一般活動補助金」「商工会特活動補助金」⇒郡上市 

③ 会費収入⇒会員より普通会費として年 1回（６月）に口座振替にて収入 

④ 特別賦課金⇒展示会などの出展料を請求により振込徴収 

（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。 

 



- 35 - 
 

（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．事業承継の仕組み構築の推進 

中小機構・岐阜県産業経済センター・郡上市・市内金融機関（八幡信用金庫／十六 

銀行八幡支店／大垣共立銀行八幡支店／めぐみの農協郡上本部）・郡上市交流移住促 

進協議会 

Ⅱ．創業・第二創業（経営革新）支援事業の強化 

  郡上市・交流移住促進協議会 

Ⅲ．巡回訪問から巡回指導への内容の充実 

  郡上市 

Ⅳ．ビジネスチャンスの拡充 

  郡上市 

Ⅴ．専門指導体制の充実 

  郡上市 

Ⅵ．地域産業人材育成の推進 

  ハローワーク岐阜八幡・郡上市・郡上市雇用対策協議会 

Ⅶ．小規模事業者販路開拓支援（ビジネスチャンスの拡充） 

郡上産品等発信推進協議会 

連携者及びその役割 

 

●中小機構中部本部  本部長 花沢文雄 

 小さな企業明日創造審査会の審査員として参画。事業承継支援の専門家としての幅広

い見識での審査及び指導をいただく。 

〒460-0003 名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4階 

 中小機構 中部本部 電話：052-201-3003（代表） 

●公益財団法人 岐阜県産業経済センター 理事長 丹羽義典 

小さな企業明日創造審査会の審査員として参画。事業承継支援の専門家としての幅広 

い見識での審査及び指導をいただく。 

公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター 

〒500-8505 岐阜市薮田南 5-14-53 ふれあい福寿会館 10 階(県民ふれあい会館) 

TEL 058-277-1090 FAX 058-277-1095 

●郡上市    郡上市長 日置敏明 

 小さな企業明日創造審査会委員長に副市長に就任いただく。郡上市の商工振興ビジョ 

ンとの整合性を考慮しながら審査する。また、担当課である商工観光部商工課長が幹 

事として審査会事務局に参画して同事業の企画運営に関わっていただく。 

 〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷 228 番地  

 電話番号：0575-67-1121（代表） FAX：0575-67-1711 

 担当課：郡上市商工観光部商工課 
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●郡上地域活性化協議会 会長 木嶋勘逸 

 持続可能な地域づくりを考え、観光振興やまちづくりについて協議し、各種事業を実

施する。 

構成員【郡上市／郡上市観光連盟／郡上建設業協会／八幡信用金庫／郡上森林組合 

    郡上漁業協同組合／郡上市商工会】 

   〒501-4298 岐阜県郡上市八幡町新町 961（八幡信用金庫内） 

TEL：0575-65-3122  

●市内金融機関 

 事業承継が困難な事業者及び起業志望者等の発掘に関する情報提供、両社のマッチン

グ業務に関する情報提供を行う。 

 ・八幡信用金庫 理事長 野田紘一 

〒501-4298 岐阜県郡上市八幡町新町 961 

TEL：0575-65-3122  

 ・十六銀行八幡支店 支店長 渡邉清仁 

   〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷今町 1128 番地の 1 

    TEL 0575-65-2131 

 ・大垣共立銀行八幡支店 支店長 高田芳紀 

〒501-4222 郡上市八幡町島谷 535  

TEL 0575-65-2195 

・めぐみの農協郡上本部 本部長 池戸正美 

〒501-4221 郡上市八幡町小野 6-5-15  

TEL 0575-66-0015  

●郡上市交流移住促進協議会 会長 小池 弘 

郡上市への移住を希望している市外の居住者に対して、働く場所として事業引き渡し 

事業者の情報提供を行う。 

〒501-4211 岐阜県郡上市八幡町中坪 226-1 郡上市役所八幡中坪庁舎１階  

TEL 0575-66-2750  

●郡上市雇用対策協議会 会長 日置敏明 

市内商工業者にて組織する団体で、若手労働力の確保、Ｕ・Ｉ・Ｊターン者の就職促

進並びに定着指導対策並びに諸対策促進のための調査研究と情報の収集ならびに周知

を行う。 

 〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷 130‐1 

  TEL0575-66-2311 

●郡上産品発信推進協議会 会長 蒲 昌範 

 小規模事業者販路開拓支援事業において、販路開拓支援にて販売戦略等構築支援を行

い、展示商談会の出展とりまとめ団体として連携する。 

 〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷 130‐1 

  TEL：0575-67-1808 
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県産業経済振興センター
中小機構中部本部

郡上市

【市内の各種関係機関】

八幡信用金庫
十六銀行八幡支店
大垣共立銀行八幡支店
めぐみの農協郡上本部
郡上市雇用対策協議会
郡上市交流移住促進協議会

郡上地域活性化協議会
郡上市産品発信推進協議会

郡上市
商工会

『事業承継支援センター』
小さな企業創造審査会

中濃ブロック
広域支援室

岐阜県連

郡上市内の小規模事業者及び創業予定者・移住希望者

①

②③

⑥
⑦
⑪

⑩

⑫

⑭経営発達支援計画評価委員会

④
⑤

⑫

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域特性・沿革について関係機関と連絡調整 

② 商工会が保有する情報や関係機関が保有する情報等について現状分析及び情報交換 

③ 現状分析結果に基づいて経営課題を把握 

④ （仮称）「経営発達支援計画評価委員会」を設置し、「支援方針」の決定と「支援計画」

の明文化 

⑤ 「支援方針」「支援計画」に基づき商工会支援体制の構築・役職員の役割の明文化 

⑥ 「支援方針」を商工会ＨＰで公開するとともに、広報誌等で小規模事業者に周知 

⑦ 「支援計画」の遂行状況及び支援成果について検証・方針等の見直し 

⑧ 事業承継センターを設置し、「小さな企業創造審査会」にて「事業承継支援計画等」

を決定 

⑨ 「事業承継支援計画等」を商工会長に答申し、経営発達支援計画評価委員会へ具申 

⑩ 「事業承継支援計画等」の進捗状況について検証 

⑪ 「経営発達支援計画」に基づき小規模事業者に対する個社支援の実施 

⑫ 国・県の事業方針並びに最新の施策等情報を共有 



０ 
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