
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

養老町商工会（法人番号 9200005004265） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

 
養老町は岐阜県の西部に位置し、岐阜県内の「町」としては最も多い人口を抱えている。近年、
養老町は人口減少と地域経済の構造的変化により地域の活力が減退し地域経済を支える小規
模事業者は需要の低下、売上減少、後継者不足に直面しており、それに伴い地域経済が疲弊し
ている。 
当商工会では、これまで経営改善普及事業として金融・税務・経営・労働相談等に対応し小規
模事業者の経営基盤の強化に携わってきた。特に昨今の特徴として地域の小規模事業者が厳し
い経営環境にあり、抱える経営課題は事業所毎に複雑・多様化してきたことから、今後は個々
の事業所の経営課題に伴走型支援で持続的な発展を目指す支援も実施していくことを目標と
する。 

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 
各種の経済動向調査結果を活用し地域内の経済の現状と動向を整理・分析することによ
り、地域の小規模事業者が抱える課題を抽出することができるため、地域内の小規模事業
者の指導・助言に役立たせる 

２. 経営状況の分析 
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、各種のセミナー開催等
を通じて経済動向調査で得た課題をもとに経営分析を行い、経営計画策定に必要な提案を
行う。また、専門的な課題等については岐阜県、岐阜県商工会連合会、地域金融機関、中
小企業基盤整備機構の専門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
悩みや解決策を丁寧にサポートする。 

３. 事業計画の策定小規模事業者が経営課題を解決するため、上記「１.地域の経済動向調査」、
上記「２．経営状況の分析」の結果を踏まえ、事業計画策定支援及各機関と連携し、伴走
型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る 

４.事業計画策定後の実施支援 
事業計画策定後は、原則３カ月に１度巡回又は小規模事業者からの要望により、経済動
向・需要動向の情報提供と商品開発・改良、販売促進などの進捗状況の確認を行い、進
捗情況に支障が生じている場合、課題の把握とその対応策について検討・指導を行うと
ともに、ＰＤＣＡによる伴走型支援を実施する。 

５.需要動向調査 

小規模事業者が地域や自社業界の多様化する消費者ニーズに的確に対応するため、公表
される需要動向調査結果を整理・分析し、小規模事業者のみならず創業・第二創業・事
業承継支援者に市場性や事業の実現性を高める指導・助言に役立たせる。 
 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 
 
 1.地域経済活性化事業 

地域経済活性化の主役は地域の事業者や住民であり、商工会は地域に対する支援や情報
提供などを行う。事業者や住民が参画しやすい仕組みづくりを行い費用対効果等につい
て考慮しながら相乗効果を高めていくためのフォローをする。 
 

連絡先 

〒503-1314  
岐阜県養老郡養老町高田３８７９番地３ 
養老町商工会  
TEL.0584-32-0549 FAX.0584-32-2862 
E-mail:yourou@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、養老町の現状 
① 町全体の現状 
養老町は岐阜県内の町村で人口が最も多い 29,992 人（平成 27 年 3 月末現在）である。 

平成 29 年には行政・民間が協力して開

催する「養老改元 1300 年祭」（1300 年前

当時の元正天皇がこの地を行幸した際、

養老の滝を訪れ孝行息子の話からこの養

老の地に因んで元号を「養老」と改めた

とされている）を予定しており、もとも

との観光資源である「養老の滝」に加え、

観光客を誘致する新たな資源が存在す

る。 

車で岐阜市から 40 分、名古屋市から 1

時間と好立地条件と既存の揖斐・大垣・

桑名を結ぶ養老鉄道に加え、平成 27 年度

に養老サービスエリア内に「養老スマー

トインター」の開通が予定されている。

さらに「東海環状自動車道養老 IC（仮

称）」の建設によって交通の利便性が大幅

に高まると予想される。沿線には「養老

道の駅」（仮称）が建設計画としてあるた

め観光客及び企業誘致の機会に恵まれた

地域である。 

養老町の産業としては、農業・工業の

ほか食肉産業も盛んで、岐阜県に唯一「食

肉処理場」を建設することが決定してい

る。 

今後、行政もインターチェンジの建設による立地条件を活かした企業誘致を図り、施策とし

て「工場等設置奨励金」・「雇用促進奨励金制度」など取り入れており、産業の活性化・税収の
増加・雇用の拡大を推進するものと思われるので、経営支援発達計画も町の施策に沿った形で

推進する。 

養老町の産業は、（図表２）の通り繊維製品や金属製品などの製造業を主体とした中小の事

業所が多く、食肉産業では県内でも有数の町で、食肉販売ではお盆や年末には店舗に入りきれ

ないほどの買い物客で賑わい、“焼き肉街道”と言われる街道筋の焼き肉店では開店前から並

ぶ消費者などが県内外から多く訪れる。一方、製品出荷額全体では（図表３）にあるように、

平成 20 年をピークに下降傾向にある。業種別では（図表４）の通り、製造業の落ち込みが激

しい。 
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（図表５） 

 

 

 

 

 

 

 

（図表２）                （図表３） 

 

 
（図表４） 

 

② 地域内小規模企業の現状と課題 

【小売業の現状】 

「小売業」は依然として苦境を呈しており成長が止まっている。 

（成長を妨げている外的要因及び内的要因） 

・外的要因としては、郊外型大型商業施設の進出（図表 1）（図表６）が養老町での中心的商業

集積の高田商店街を取り囲んだ結果、従来の高田商店街は歯抜け状態となり昼間でもシャッタ

ーが下りているところがあり、商店街全体と

しては沈滞化の傾向が強く見られる。 

又、町内だけでなく広域性を持った商業構造

となっており、消費者ニーズの多様化と生活

行動圏の拡大などから町外、特に大垣市への

購買力の流出が顕著である。これらの要因に

伴って小規模企業の小売業は売り上げが鈍化

しここ数年は右肩下がりとなってきている。 

また人口・観光客の減少により小売業の売上

が減少するなど、経営環境は厳しい状況にあ

る。（図表５）にある小売業の商品販売額の推

移が右肩上がりとなっているのはその多くが

前述の郊外型大型商業施設の売り上げが多く

を占めているためである。 
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町内の大型商業施設の状況 

店舗名 業種 出店(変更)

年 

面積 

大型店 B スーパー H24 3,500 ㎡ 

大型店 V スーパー S62 3,117 ㎡ 

大型店 K DIY H7 2,962 ㎡ 

大型店 DIY H20 6,611 ㎡ 

大型店 O スーパー H23 5,000 ㎡ 

（図表６） 

反面、これらの大型商業施設は商工会活動には積極的に関与し、会員資格を保持しながら（図

表 1）にある養老町内９地区に区分けされた支部活動（支部講演会事業等）に参加、商工会が展

開する事業（プレミアム商品券発行事業等）にも積極的に参加している。 

このあたりは大型店の経営戦略として「争わず共存」を図っているものと思われる。 

・内的要因として、事業主の高齢化と後継者・人手不足が深刻になっている。廃業理由の主な

ものに、「売り上げの減少」と「後継者がいない」とするのが 2大理由となっている。  

跡継ぎはいても会社勤めをしてい

たりして後継者として事業に携わっ

ていないことも多く見られる。 

 

【製造業の現状】 

製造業における自動車関連産業

の部品製造では今まで培ってきた

技術の伝承がうまく行われない独

自の専門技術のため、ある意味汎用

性（どんな注文要求に対しても柔軟

に対応できる）に欠ける、いわゆる

一種の「ガラパゴス化現象」を起こしている。そのため長年取引のある取引先との関係が途切

れると新しい取引先への技術対応ができず結果、事業継続が困難になるというリスク分散もで

きていない。 

 

【建設業の現状】 

建設業は工事単価が折り合わないことや、事業縮小による建設技術者の流出、人材不足が響

き、官公庁の入札辞退が起きている。養老町副町長によると入札不成立が相次いでおり公共工

事の事業遅延を危惧していた。 

 

養老町内の商工業者数・小規模事業者数・会員数および業種構成（経済センサス） 

業種 商工業者数 小規模事業者数 会員数 

農林漁業 15 12 10 

鉱業 1 1 0 

建設業  170 165 134 

製造業 191 145 116 

電器ガス水道業 0 0 0 

情報通信業 1 1 1 

卸売・小売業 322 220 171 

運輸業・郵便業 33 25 7 

金融・保険業 9 6 6 

不動産業 9 9 1 

飲食・宿泊業 95 63 72 

医療福祉 18 17 15 

教育等  16 14 2 

サービス業他 147 127 45 

合計 1027 805 580 
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【小規模事業者の現状と課題】 

 

 （商業・サービス業関係） 

（1）郊外型大型商業施設の進出など（前掲図表1）、地域商業を取り巻く環境が大きく変化

する中で、商工会活動を主体にさまざまな商業振興策に取り組んでいるが、高田地区を

中心とする商業集積地で小規模事業者が多い既存商店街への集客力が低下している 

（2）定住環境に不可欠な商業機能を確保していくため、自治体と連携した市街地整備と連動

した商業空間の整備を進めるとともに、住民生活に密着した商業活動など、競争力の脆

弱な小規模事業者の共同事業や新たな事業分野への取り組みを促進していくことが必

要 

 

（工業・建設業関係） 

（1）当町の工業は、繊維製品や金属製品などの製造業・建設業を主体（後掲図表4）とした

小規模事業者が多く、経済状況の変化（特に価格競争・陳腐化した製造設備など）から

経営は厳しい状況にある 

また、製造業に限ったことではないが、経営者の高齢化や、後継者不足となっており製

造業・建設業者約５０社の面接でも価格競争の次に多い経営課題として深刻化している

（2）小規模事業者育成に向けて、工場会活動や地区事業の支援、町内事業所懇談会（異業種

交流会）の開催、養老町エリア事業所ガイドの発行による地元企業ＰＲ、商工会運営ホ

ームページのビジネスマッチングサイトの開設などを行っているが、さらに小規模事業

者育成への各種制度の活用を促進するとともに、効果的な支援が必要 

 

【当商工会の役割】 

（1）これまでの取組と課題 

当商工会は、これまで経営改善普及事業として日本政策金融公庫・岐阜県信用保証協会の斡旋

による「金融支援」、税理士会・国税庁確定申告システムなどを活用した「税務支援」、会計シ

ステムを利用した「経理支援」、中部経産局・中小機構・岐阜県商工会連合会、エキスパート

バンク、よろず相談事業等を活用した「経営支援」「IT 情報化支援」、労働保険事務組合による

「労働保険支援」等による経営基盤強化を実施してきたが単発的な支援に留まっていた。 

今後、疲弊する地域産業や多様化する消費者ニーズに的確に対応するには、小規模事業者の独

自技術（製造・加工・組立、販売、サービス等）やノウハウを活かした新商品開発、販路開拓、

人材育成、事業承継等に自律的・創造的な事業展開による持続的な発展に向けた個々の小規模

事業者にマッチした十分な支援体制が課題となる。その中でも当商工会地域の商工業者の 40

パーセントを占める従業員 5人以下の小企業者については巡回指導（事業計画策定～進捗管理

～実践フォロー）を密にした個社支援が強く求められる。 

また、創業を目指す人材の発掘、創業事業計画策定から創業後も地域に定着・継続するための

持続的な伴走型支援が課題となる。 

 

⑵ 今後求められている役割 

当商工会は地域に密着した総合経済団体であり、小規模事業者支援機関としての役割に鑑み、

国・町行政の各種施策の積極活用、各支援機関等と連携を取りながら伴走型支援体制を整え、

地域の中核支援機関として、中長期的視野に立った小規模事業者支援に取り組んでいくことが

大きな役割となる。 
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【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 

養老町は人口減少と地域経済の構造的変化により地域の活力が減退し地域経済を支える小

規模事業者は需要の低下、売上減少、後継者不足に直面しており、それに伴い地域経済が「疲

弊」、「縮小」し、小規模事業者の活力は失われていく。こうした「縮小」の流れを変え、小

規模事業者が持続的に成長していくために「地域の活性化」を最重要課題として捉え「小規

模事業の活力を取り戻す」ことを目標とする。 

小規模事業者に有意な情報提供、中長期的な事業計画の策定支援、新商品開発支援、販路

開拓支援、事業の継続的支援を通じて競争力の脆弱な小規模事業者の共同事業や新たな事業

分野への参入への取り組みを支援していく。 

こういった地域の特性や現状及び課題を踏まえ、経営指導員等の資質向上を図りながら、行

政、各連携機関等と連携し、伴走型の指導・助言の基、「小規模事業振興の目標」を達成する。

 

【小規模事業振興の目標】 

 

(1) 小規模事業者に対し売上の増加（年間 2％、5年後 5％）、利益の増加（年間 2％、5年後 4％）
に向けた経営支援の評価や中長期的な支援体制構築による事業の継続的発展を行う。 

 

(2) 養老町内・外の若者が定着し就業できる場所となり得る商業・工業・サービス業を中心と
した創業に向けた取り組み強化を図り小規模事業者の創業（年間 5件、5年後 27 件）を目

標に取り組む。 

 

(3) 認定支援機関として中長期的な地域における新事業創出や雇用拡大を図るため事業計画策
定支援（年間 4件、5年後 32 件）に取り組む。 

 

(4) 事業継続に繋げるため第二創業（経営革新）（年間 2件、5年後 22 件）、事業承継等（年間
2件、5年後 22 件）を目標に小規模事業者の経営力強化を図る。 

 

(5) 地域の他の支援９機関との連携強化を図り情報交換や情報の共有化に取り組む。 
 

【目標達成に向けた実施方針】 

 

(1)「売上・利益増加の支援」・・指針③、指針①、指針④、Ⅱ地域経済活性化の取組 

経済・需要動向を把握・分析した情報を基に、小規模事業者の強みを活かした付加価値の

高い商品やサービス等を提供することで売上・利益の増加を図る。 

  また、小規模事業者が比較的不得手な情報化社会に対応した販売、環境に配慮した商品開

発、高齢者などに対応する宅配や出張サービスなど、消費者の購買利便性の改善や地域課

題と連携する活動の促進支援を進め販路拡大及び販売強化につなげる。 

 

(2)「創業支援」・・指針②、別表4 

地域産業の新陳代謝を促し、活力強化を図るため、町や地域金融機関等と連携して創業セ

ミナーを開催し、伴走型で創業支援を行い、創業後も定期的にフォローアップを行う。 

 

(3)「事業計画策定支援」・・指針② 

経営課題を解決するため事業計画セミナーや個別相談会を開催し、個社の経営の方向性や

経営戦略を明確にした事業計画の策定～進捗管理～フォローアップを伴走型で行う。 
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(4)「事業継続支援」・・指針② 

円滑な事業承継を希望する事業者を対象に事業承継セミナーを開催し、定期的にフォロー

アップする等伴走型支援を行う。 

 

(5)「連携機関との連携強化支援」・・Ⅲ.1他の支援機関との連携を通じた支援等 

小規模事業者の経営基盤を強化するため、関係団体・連携９機関との連携による国・県な

どの各種支援制度を活用した企業の経営改善、設備投資、製品開発や技術開発を促進する

など、企業の安定経営への総合的な支援を図る。 

資金面では、信用保証協会の小口融資や、日本政策金融公庫の小規模事業者経営発達支援

融資を積極的に活用する。 

 

【地域の現状における問題点や課題と支援内容（まとめ）】 

問題点・課題 要 因 実施内容 支援事業 

卸・小売業の低迷 量販店の近郊進出

価格競争 

人口減少 

経営力・販売力強化 

経営指導員の個別企業支援 

個別相談会 

商談会や即売会等の開催 

・地域の経済動向調査

・経営分析・需要動向

調査 

・事業計画の策定・実

施支援 

・創業・第二創業支援

・販路開拓支援事業 

・地域経済の活性化に

資する取り組み 

・支援事業の円滑な実

施に向けた支援力の向

上 

・経営指導員等の資質

の向上 

・事業の評価及び見直

しをするための仕組み

事業主の高齢化 

後継者不足（事業承継）

廃業率の増加 

少子高齢化 

事業利益の低迷 

創業者の減少 

養老町や他機関との連携 

養老町の魅力や観光のＰＲ 

創業・第二創業支援 

創業への個別支援・フォロー 

技術の伝承 若者の都会化 技術専門家の派遣と勉強会 

小規模事業者への個別支援 

ホームページの未導入 高齢化 

ＩＴの敬遠 

ホームページ等のＩＴ活用 

 ＊経営発達支援事業の基本指針①②③④に沿って改善していく 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（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】 
 

【目的】 

地域の経済動向を正確に把握するため、当商工会の担当者による経済動向調査（情報収集 1）

と公的機関が実施する経済動向調査（情報収集 2）を活用することで、地域の小規模事業者

が抱える課題を抽出し、小規模事業者の指導・助言に役立たせる。 

 

【現状及び課題】 

当地区の小規模事業者の衰退要因としては前記「地域内小規模企業の現状と課題」の内的要

因・外的要因に記した通りで、それらについても漠然としたものであり数値的調査の裏付け

をもってなされたものではない。地区内の経済動向調査や景況調査は実施してこなかったた

め、巡回指導時にも既存事業に対する情報提供が主で,事業計画作成支援等の基礎資料不足

であった。今後、経済動向調査を実施し、小規模事業者の事業における外部環境や外部状況

等を的確に把握し、経営戦略や事業計画の立案に活かすことが課題となる。 

 

 【情報収集１】 

（担当者の巡回による情報収集） 

⑴ 調査方法 

当商工会独自の「動向調査表」を作成して毎年７月に調査担当者（3 名）が対象小規模

事業者を訪問し調査を行う。 

⑵ 情報収集の項目 
「動向調査表」には業種、従業員数、主要商品・サービス、主要取引先、売上・収益、

設備投資、資金繰り、後継者の有無、直面している経営課題、必要とする支援内容（補

助金など）などの実態について直近の状況、今後の見通しなどを把握し小規模事業者の

経営上の課題、当地域経済の動向などについて分析する。 

 

【収集した情報の整理・分析・提供及び活用方法】 

(1)  巡回指導 
小規模事業者の個々の特性を踏まえて、「製造業」「建設業」「小売業」「サービス業」「そ

の他」に細分化した上で、それに各官公庁などが発行する動向調査に照らし合わせ比較

分析し事業所ごとにファイリング整理した調査結果を巡回時に持参し、地域の経済動向

の把握や事業計画策定の基礎資料として提供する。 

(2)  会報誌（商工会便り） 
会員向け情報誌（毎月１回発行）に有益情報を掲載して届ける。非会員の小規模事業者

には巡回を通して提供する。 
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【目標】 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

動向調査回数 － 1 1 2 2 2

小規模事業者 

巡回数 
― 30 50 80 80 80

小規模事業者 

提供回数 
―  １ 1 2 2 2

会報による経済動

向調査提供回数 
－ 1 1 2 2 2

   

【目標の根拠と効果】 

現状の会員巡回訪問から養老町全域の小規模事業者（非会員含む）への巡回訪問を年２回（当

初は年１回）地区別、業種別に職員が分担して小規模事業者を巡回する。調査結果を集約

し、調査後の調査票は小規模事業者毎に調査カルテにファイリングし商工会内部で情報共

有を図る。それにより訪問担当者が変わっても調査は円滑に行える。 

地域内小規模事業者の経営課題に即した情報を的確に提供するには、当初は年１回ごとに提

供し、その後は年２回行う。 

 

【情報収集２】 

（公的機関が実施する経済動向調査による情報収集） 

(1) 調査方法 
毎年５月に中小企業庁から発表される中小企業白書＆小規模企業白書等を活用し情報

収集する。公的機関の発行する経済動向調査は全国的な規模から地域的な規模まで幅

広く収集できる。 

ア、 中小企業白書＆小規模企業白書（中小企業庁） 

イ、 経済センサス（総務省統計局） 

ウ、 岐阜県内の経済情勢（岐阜県） 

エ、 地域景況調査結果（日本政策金融公庫、地域金融機関など） 

(2) 情報収集の項目 
当地区は特に「製造業 145 社」「建設業 165 社」「小売業 220 社」「サービス業 127 社」

と突出しているので、この業種について従業員数・収支（売上・収益）状況・設備投資・

資金繰り・直面している経営課題などの実態について直近の状況、今後の見通しなどを

把握し経営上の課題、地域経済の動向などについて収集する。 

 

【収集した情報の整理・分析・提供及び活用方法】 

(1) 巡回指導 
国、県、養老町、各金融機関等が提供する調査内容を把握し小規模事業者の経営等に関

連する 

ア、 地域の小規模事業者を取り巻く経営環境の変化や企業安定化  

イ、 小規模事業者の業種に分けた将来の展望  

ウ、 小規模事業者の行政施策等 

について整理・多角的に分析し広く活用する。 

小規模事業者の個々の特性を踏まえて、全職員が分析・整理した調査結果を巡回時に持

参し、地域の経済動向の把握や事業計画策定の基礎資料として提供する。 

(2) 会報誌（商工会便り） 
会員向け情報誌（毎月１回発行）に有益情報を掲載して届ける。非会員の小規模事業者
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には巡回を通して提供する。 

 

【目標】 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

調査回数 

・中小企業白書 

・小規模企業白書 

・経済センサス 

・岐阜県経済情勢 

・金融機関地域景況調査 

－ 

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

 

1 

1 

1 

1 

4 

1

1

1

1

4

小規模事業者 

巡回数 
― 30 50 80 80 80

小規模事業者 

提供回数 
― １ 1 2 2 2

会報による経済動向調

査提供回数 
－ 1 1 2 2 2

  

【目標の根拠と効果】 

現状の会員巡回訪問から養老町全域の小規模事業者（非会員含む）への巡回訪問を年２回（当

初は年１回）地区別、業種別に職員が分担して小規模事業者を巡回する。 

地域内小規模事業者の経営課題に即した情報を的確に提供するには、当初は年１回ごとに提

供し、その後は年２回行う。 

 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

【現状と課題】 
これまでは、当地区の小規模事業者の衰退の内的要因・外的要因はわかっていてもそれを個

社の経営分析する上での基礎資料として提供できていなかった。特に従業員 5 人以下の小企

業者は事業主自身も自社の経営状況分析の重要性に関して認識が乏しかった。今後、小規模

事業者の計画的な経営に対応できる個社分析（財務分析を含む）の必要性が増す。 

そのためには、個社の実態に即した内部分析や係数に基づいた財務分析等を行い、事業計画

策定や事業承継及び経営改善等に活かすことが課題となる。 

 

【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、経営分析セミナー開催等

を通じて経済動向調査で得た課題をもとに経営分析を行い、事業計画策定に必要な提案を行

う。また、専門的な課題等については岐阜県、岐阜県商工会連合会、地域金融機関、中小企

業基盤整備機構の専門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や

解決策を個社にサポートする 

 

【分析対象】 

調査対象は地域内の製造業・建設業・卸売業・小売業・飲食業・サービス業・その他業種と

してほぼ全業種を対象として調査・分析し分析結果を小規模事業者の経営改善に活かす 

 

【分析項目】 

調査項目：①業種 ②事業区分（株式会社・有限会社・個人など）③代表者（性別・年齢）
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④後継者の有無と続柄など ⑤年間売上高・利益額など ⑥商品・提供する役務、保有する

技術・ノウハウ ⑦顧客や取引先のニーズ ⑧価格競争の影響 ⑨事業転換や新事業への取

り組み ⑩財務状況（安全性、収益性、生産性、成長性など）など 

 

【分析方法】 

(1) アンケート（質問形式）と個別ヒアリングで行う。先ず、商工会の職員が小規模事業者
を訪問し趣旨を説明の上、アンケートの調査内容の記載を依頼する。約 1 週間後にアン

ケートの記載内容を基に職員がヒアリングで付加（追記）などを行う。 経営指導員 2名

と職員 6名（計 8名）で分担して訪問する。 

(2) 調査表を基に全体と業種別（製造業・建設業・卸売業・小売業・飲食業・サービス業・
その他業種）に質問（調査）項目毎に分析する。必要に応じて中小機構の「簡易経営自

己診断システム」を活用する。 

 

【活用方法】 

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

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

規模事業者の実現可能な事業計画策定や事業承継支援等に活かす。 

 

【目標】 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

小規模事業者巡回件数 
（職員 1人当たり×職員 8人） 

784 
（98） 

800
（100）

880
（110）

880
（110）

920 
（115） 

960
（120）

アンケート回収率  

－ 

85％ 90％ 95％ 95％ 98％

経営分析セミナー参加個社 14 20 25 25 30 30

経営分析小規模事業者数 
（経営指導員 1人当たり×2人） 

10 

(5) 

60

(30)

60

(30)

70

(35)

70 

(35) 

80

(40)

 

【目標の根拠と効果】 

経営分析アンケートは職員が訪問して回収するので回収率は高くなる。主に経営分析セミナー

への参加、後継者の有無、新規事業への意欲等を考慮して経営分析小規模事業者を選定する。

また、経営分析は経営指導員が行い、個社ごとに経営分析内容を提供することで経営改善に役

立つ。それにより個社の経営の見直し及び今後の経営戦略策定に活かす。 

経営分析セミナー参加個社は現状で 14 社であり、経営分析の必要性の認識が高まることから

参加個社数は 30 社に増加する 

 

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

① 事業計画書策定支援 
 

【目的】 

小規模事業者が経営課題を解決するため、上記「１．地域の経済動向調査に関すること」、上

記「２．経営状況の分析に関すること」の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び岐阜県、養

老町、中小企業基盤整備機構、（財）岐阜県産業経済振興センター、万支援拠点、地元金融

機関（㈱十六銀行養老支店・㈱大垣共立銀行養老支店・大垣西濃信用金庫養老支店）、日本
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政策金融公庫岐阜支店、岐阜県信用保証協会、岐阜県商工会連合会、岐阜県商工会連合会西

濃ブロック広域支援室と連携し、個社に伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の

持続的発展を図る。 

 

【支援対象】 

 (1) 経営指導員による小規模事業所への巡回訪問、業種団体へのセミナー開催、全職員の相談

業務により分析の対象となる小規模事業者をピックアップする。また、毎月第一週の 4日

間を各指導員が日程調整をして各事業所を巡回訪問し経営状況や課題を把握する。その後

抽出された課題を踏まえ適宜、経営指導員の指導員会議（隔週）で商品、技術、販売、財

務等の各項目を基に解決策を検討する。さらに専門アドバイザーと連携し事業所個別の課

題や専門分野の特異課題に対応していく。 

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

域金融機関と連携し収集分析する。それぞれの事業者に応じた情報を提供するとともに、

専門アドバイザーと伴走支援する。 

 (3) 以上の結果をもとに経営課題を抽出するとともに、小規模事業者の事業計画を策定して企

業が求める目標に対し、商工会を中心に国・岐阜県・養老町の施策を活用し包括的に小規

模事業所を支援する。 

 

【支援方法】 

 (1) 事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定や経営改善

を目指す小規模事業者の経営意識の変革による掘り起こしを随時行う。 

(2) 個別相談、経営指導員の巡回指導時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを図るとともに、岐阜県の施策である

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

家派遣による事業計画策定支援を行う。 

 

【活用方法】 

（1） 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、地元金融機関との連携による経営改善計画書

策定支援やマル経などの金融相談、小規模事業者持続化補助金申請時の事業計画に活用

する 

（2） 日本政策金融公庫が、事業の持続的発展のための取り組みに必要な設備資金及びそれに

付随する運転資金を低利で融資する「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に

活用する 

 

 【目標】 

支援内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

事業計画策定説明会 

（事業計画参加小規模事業者数） 

1

（7）

2

（16）

3

（25）

4 

（30） 

4 

（30） 

4

（34）

セミナー等開催回数計 

  経営革新セミナー 

  事業計画セミナー 

  事業承継セミナー 

  創業支援セミナー 

  第二創業支援 

（セミナー参加小規模事業者数） 

 2

   1

   1

（10）

      4

      1

      1

      1

      1

（22）

      5

   1

      1

      1

      1

      1

（28）

      5 

1 

1 

1 

1 

1 

（29） 

   5 

1 

1 

1 

1 

1 

（30） 

      6

1

2

1

1

1

（35）
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事業計画策定小規模事業者数 10 11 12 12 13 13

個別相談会小規模事業者数 0 6 8 12 12 12

フォローアップ小規模事業者数 
（指導員 1人当たり×2人） 

4
(2)

16
(8)

18
(9)

20 
(10) 

24 
(12) 

26
(13)

専門家派遣小規模事業者数 5 10 12 14 16 18

小規模事業者経営発達支援融資 

（日本政策金融公庫） 

0 5 8 10 10 12

 

【目標の根拠と効果】 

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

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

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

の事業計画策定件数は当初は１０個社で５年後には１３個社を見込む。 

又、地元金融機関の融資や日本政策金融公庫の小規模事業者経営発達支援融資制度の説明等

を行い利用の推進を図る。 

 

② 創業・第二創業（経営革新）の支援 
 

 【支援内容】 

経営革新に関する相談を随時開催し、経営状況分析のための巡回時や「ものづくりナビ」（仮

称）作成のための企業内容のヒアリングにおいて、経営革新計画の策定や承認時の施策につ

いて積極的に周知を行い、経営革新支援を実施する。また養老町やハローワーク大垣、近隣

商工会との連携により、創業者支援の告知広報や商工会ＨＰの掲載で、創業者を支援する体

制を整える。現在養老町との連携により地域商品券の発行や住宅リフォーム助成金事業を行

っており、多くの商業者及び建築業者が同制度を活用している。そこで、創業者についても

活用できることから、制度の周知を図りながら創業支援を行っていく。 

 

【目標】 

 支援内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

経営革新策定支援（認定件

数）（経営指導員 1人当たり×2人） 

 4
(2)

4
(2)

6
(3)

6 
(3) 

8 
(4) 

8
(4)

創業支援（新規創業者） 4 5 5 5 6 6

第二創業（経営革新）支援 
（指導員 1人当たり×2人） 

2
(1)

2
(1)

4
(2)

4 
(2) 

6 
(3) 

6
(3)

事業承継小規模事業者数 1 2 5 5 5 5

 

【目標の根拠と効果】 

事業計画策定個社のうち必要性が高い小規模事業者に対して岐阜県の経営革新計画の認

定を支援していく。経営指導員１人当たり２社～４社の認定を見込む。新規創業者は現状

において４事業所であり当初は５事業所で４年目以降は６事業所の達成を見込む。 

 

【事業計画策策定支援における連携】 

地域における新産業創出や雇用拡大、創業者の開業準備を支援するため、養老町、中小企

業基盤整備機構、地元金融機関、岐阜県商工会連合会、岐阜県商工会連合会西濃ブロック

広域支援室、（財）岐阜県産業経済振興センター、日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協

会などと連携して経営革新計画策定支援や創業支援を行う。経営革新申請後及び創業後も
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専門家派遣などの支援を行いながら、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】 
 

【現状と課題】 

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

事業計画策定の目的を明確にし、小規模事業者の経営の持続的発展に向けた計画を実現す

るには、Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａによる伴走型支援が必要である。 

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

画の重要性を認識させることが課題である。 

 

【目的】 

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

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

 

① 事業計画策定支援 
 

【支援方法】 

(1) 事業計画策定後は、事業計画の策定者へ原則３カ月に１度巡回又は小規模事業者からの要
望により、経済動向・需要動向の情報提供と商品開発・改良、販売促進などの進捗状況の

確認を行い、進捗状況に支障が生じている場合、課題の把握とその対応策について検討・

指導を行うとともに、Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａによる伴走型支援を実施する。専門的な相談・支援

については、経済産業省の「ミラサポ」、岐阜県経済産業振興センターの「よろず支援」

「ビジネスチャレンジ支援」、岐阜県商工会連合会の「エキスパート事業」等で職員・専

門アドバイザーにより、経営課題について詳細に把握し、指導・助言する。 

また、確実なフォローアップを行うために事業計画をデータで一元管理することで各職員

が情報共有し当商工会（組織）として的確な進捗管理を行う。 

  (2) 日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の利用小規模事業者について

は、融資後の事業の進捗や資金の活用による効果などを聞き取り、事業の持続的発展を推

進し小規模事業者を支援する。 

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

町の施策を活用し包括的に小規模事業者を支援する。 

 

【目標】 

支援内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

事業計画策定事業者数 ― 24 32 32 38 38

フォローアップ件数 ― 96 128 128 152 152

専門家派遣件数 ― 10 12 14 16 18

経営発達支援融資制度小規模事

業者数 
― 3 6 9 12 13

※フォローアップ件数＝事業計画策定小規模事業者数×頻度 

平成２８年度の場合 96＝24 件数×４回（四半期ごと） 
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【目標の根拠と効果】 

  経営指導員が事業計画の策定事業者へのフォローアップを３カ月に１度実施する。フォロー

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

するが、事業計画の進捗状況に応じて頻度を高めることも必要である。 

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

度等の活用を推奨する。 

 

② 創業・第二創業（経営革新）の支援 
 

【支援方法】 

（1） 事業計画策定後は、原則３カ月に１度巡回又は創業者からの要望により、経済動向・需

要動向の情報提供と創業計画の進捗状況の確認を行い、進捗状況に支障が生じている場

合、課題の把握とその対応策について検討・指導を行うとともに、Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａによる

伴走型支援を実施する。専門的な相談・支援については、職員・専門アドバイザーにより、

経営課題について詳細に把握し、指導・助言する。 

（2） 創業者同士、先輩経営者との意見交換会を開催し、情報共有、異業種交流による勉強の

場とする。 

（3） 第二創業(経営革新)については、巡回による経済動向調査・需要動向調査の情報提供と

調査票及び「中小機構の経営自己診断システム」による分析により新事業展開を図る機会

を提供する。また、経営革新計画の策定には、職員・専門アドバイザーにより、経営課題

について詳細に把握し、指導・助言する。 

 

【目標】 

支援内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

経営革新策定小規模事業者数 4 4 6 6 8 8

経営革新策定後のフォローアッ

プ件数 

16 16 24 24 32 32

創業支援事業者数 4 5 5 5 6 6

創業支援（新規創業者）フォロー

アップ件数 

16 20 20 20 24 24

第二創業（経営革新）事業者数 2 2 4 4 6 6

第二創業（経営革新）フォローア

ップ件数 

8 8 16 16 24 24

事業承継事業所数 1 2 5 5 5 5

事業承継フォローアップ件数 4 8 20 20 20 20

フォローアップ件数の合計 52 80 80 100 100

経営革新策定後のフォローアップ件数＝経営革新策定小規模事業者数×頻度 

平成２８年度の場合 １６＝４事業者×４回（四半期ごと） 

 

【目標の根拠と効果】 

  経営指導員が事業計画の策定者へのフォローアップを３カ月に１度実施する。フォローの内

容等により必要に応じて専門家を派遣する。第二創業では、現経営者及び後継者への新たな

事業展開への情報提供により、第二創業への事業展開の増加が見込まれる。事業承継プラン

策定者へのフォローアップを行い、経済動向・需要動向の情報提供を行うとともに、Ｐ・Ｄ・
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Ｃ・Ａによる伴走型支援を実施し、スムースな承継を促進することで、事業承継の増加が見

込まれる。 

 

 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

 
【現状と課題】  

小規模事業者は「作ったら売れる・依頼されたものを作る、作りたいものを作る」という「プ

ロダクトアウト」の考え方が多く、「売れる商品・顧客が買いたいものを作る」という「マー

ケットイン」の視点に欠けている。その要因は、地域の市場動向、消費傾向、自社の対象商圏、

対象顧客ニーズの把握などの地域の需要動向や消費動向等を定量的に的確に把握できていな

いからである。そこで、小規模事業者（個社）が提供する商品やサービスに対する消費者ニー

ズ、消費動向などの消費トレンドを明確に把握することができる需要動向調査を実施し適切な

アドバイスができる支援体制が求められている。 

小規模事業者が長期的に見て顧客（消費者）が求めるものや、時代の要請を探り、次の事業計

画や商品・サービス企画に活かすことで個社の新たな販路開拓や経営基盤の強化が図れる。 

 

【改善方法】  

小規模事業者が地域や自社業界の多様化する消費者ニーズに的確に対応するため、又、自社

の製品及びサービスの販路開拓をするための需要動向調査の必要性を、経営指導員等が日々

の巡回・窓口相談等を通じて説明する。公表される需要動向調査（消費者動向、市場の規模、

商圏、競合する他社の現況）などの調査結果を整理・分析し、小規模事業者のみならず創業・

第二創業・事業承継支援者に市場性や事業の実現性を高める指導・助言に役立たせる。 

 

  【事業内容】 

   （調査方法） 

(1) 日経テレコン情報・日経ＰＯＳ情報を活用した売れ筋ランキング情報等の調査  
日経テレコン・日経POS 情報等で最新の「商品の売れ筋情報」や「今後伸びる市場等」、

製造に関連する業界情報、商品別・メーカー別の販売推移などを調査収集する。 

それらに加え、マーケットからの見た自社の販売する商品の種類などから、「何が売れ

ているか」、「消費者は何を求めているか」など、「市場のトレンド」、「商品の需要

動向」を調査、把握する。 

（収集頻度・・・更新の時、随時及び必要としたとき） 

 

(2) 総務省の家計調査情報から製品・サービスの消費動向を調査 
内閣府の全国消費動向調査と併せて個社の提供商品や各種サービス等に関する需用 

動向からマーケット全体から「地域の市場動向」「消費傾向」「自社の対象商圏」「対象

顧客ニーズ」など抽出して今、何が多く消費されているのかなどの調査・把握する。 

    （収集頻度・・・毎月一回） 

 

(3) 民間情報誌等からの業界別のトレンドや需要動向を調査 
民間が発行する情報を定期的に収集・分析し、業界別のトレンドや需要動向を調査する。

（日経流通新聞、日経新聞、日刊工業新聞・飲食・建築等の専門誌、日経トレンディ）

など、日々更新される新情報の需要動向を調査・把握する。 

 （収集頻度・・・毎月一回） 
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(調査項目) 

各分類での①売れ筋商品、②商品別・メーカー別販売推移 ③新規参入しやすい市場④

活気あるジャンル・シェア、⑤平均価格の推移・⑥年齢層・⑦性別から⑧購入者の属性

 

【分析及び活用方法】 

(1) 商業・サービス業においては、売れ筋情報を踏まえた品揃えの充実や、需要を見据え

た商品・サービスの開発、ビジネスモデルの再構築等に活用する。 

(2) 製造業においては、下請企業が多い事から、受発注のあっせんに長年取り組んでおり、
県内外の発注企業訪問・ニーズ調査等による情報収集を行い需要動向の情報を提供す

る。 

(3) 小規模事業者の経営資源に対して、需要動向調査から得られた有意な情報を効果的に
提供することで、売り上げ・利益の確保に繋げる。 

(4) 民間が発行する情報は定期的に収集することによってタイムリーな業界別の需要動
向を分析・提供し、今後重点的に取り組む分野の事業計画策定支援をし、新たな販路

開拓に活かせるように活用していく。 

（情報提供等・・経済レポート専門ニュース、日経新聞の経済レポート等） 

  

 【目標】 

(1) 全職員が巡回時に調査・分析結果を提供し、需要の現状と分析内容から売上増加や
新たな販路開拓等につなげ、小規模事業者の事業計画策定支援に役立てる 

(2) 事業計画策定支援した小規模事業者の提供する商品・サービス等の需要動向調査を
基に消費者の立場から考察し、新たな需要拡大に向けた提案をすることで商品・サ

ービスの販路拡大や売上増加に繋げる。 

 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度
調査情報提供件数 ― 930 930 930 930 930
需要動向調査 

支援対象事業者数 ― 64 72 80 96 104

事業計画策定支援事

業者数 
 24 32 32 38 38

 

【目標の根拠及び効果】 

 提供される需要動向調査は情報量が多すぎるため、小規模事業者の利用に役立つ 市場動向、

消費者意識、消費者ニーズ、商品別売れ筋、地域の需要動向などの情報に的を絞り提供する。

巡回・窓口により業種別や商品別に分析・整理した結果を活かし、個社の実態に即する支援を

行う。 

 

 

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】 
 

小規模事業者販路開拓支援 

 

【目的】 

  地域において埋もれている商品やキラリと光る技術などの販路開拓や販売促進を支援する

ために、中小企業庁や全国商工会連合会、（財）岐阜県産業経済振興センター、岐阜県名産

品販売㈱、岐阜県内における道の駅、養老サービスエリアなどと連携し、首都圏など大都市
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圏、地元の即売所への販路開拓及び販売促進を推進していく。また、町内事業所においては、

ＩＴ化が非常に遅れており、ＨＰもない事業所が多く存在しているため、事業所のＩＴ化を

推進していく。さらに、ものづくり企業を中心に「養老ものづくりナビ」（仮称）を作成し、

養老町商工会や養老町のＨＰとリンクを図り、マスコミ等と連携することで、小規模事業者

の強みを発信し販路開拓に繋げる。 

 

 【支援方法】 

 (1)全国商工会連合会の「むらからまちから館」「ニッポンセレクト com」「全国物産展他」な

どの出展による販路開拓・販売促進支援を実施する。 

（なお、むらからまちから館は年２回募集、ニッポンセレクトは現在随時募集中） 

 (2)毎年 11 月に名古屋市のポートメッセナゴヤで開催される「ナゴヤメッセ」に、小規模事

業者の新たなビジネスマッチング、販路開拓を提供するために、「養老ものづくりナビ」（仮

称）や事業計画策定時における経営指導員の巡回時の折や商工だより、商工会ＨＰを利用

し積極的に出展の告知を行う。 

  また、展示会の出展については、岐阜県商工会連合会、養老町と連携して小規模事業者

に対して出展料の一部助成などの支援を行い、販路開拓・販売促進の取組みに対して支援

を図っていく。 

 商談成約をするには、相当の準備とその後のフォローアップが重要となっている。 

 

【活用方法】 

(1)地域の事業者の多くは経験と知識が乏しい。そのため経営指導員あるいは場合によっては

販路開拓の専門家に依頼して事前学習または反省会を開催するなどノウハウの伝授をし、

小規模事業者の商談成約確立向上に役立てる。 

(2)町内事業所の多くはＨＰもない事業所が多く、ＩＴ化が非常に遅れている。そこで、岐阜

県商工会連合会西濃ブロック広域支援室などと連携を図り、事業所の紹介やショッピング

機能を持たせたＨＰ作成支援など、小規模事業者の販路開拓や販売促進の取組みの一環と

したＩＴ支援を行う。また製造業や土木建築業を中心とした事業者に対してアンケート調

査をとり、参加希望者については、経営指導員の巡回により事業者の強みを聞き取りなが

ら「養老ものづくりナビ」（仮称）を製作し、養老町、商工会のＨＰとリンクしながら積

極的に情報発信をしていく。 

小規模事業者の新商品開発や技術開発などの取組み、経営革新計画策定事業者や事業計

画策定事業者に対して、新商品開発や新サービスの提供における、知的財産権（商標権・

特許権他）保護に対し積極的に周知を図り、一般社団法人岐阜県発明協会や岐阜県商工会

連合会西濃ブロック広域支援室などと連携し、知的財産権の周知及び取得などの個別具体

的な専門家派遣による支援を行う。 

(2) 小規模事業者特に経営革新計画作成事業所や新商品開発、新事業新サービスに取り組む事
業所の販売戦略の一環としてマスコミ等（中日新聞・岐阜新聞・中部経済新聞・ＮＨＫ他）

へのプレスリリースを積極的に図っていく。マスコミ等と常に連携を図りながら、地域に

埋もれている商品やサービスの売り込みを図り、当地域外への認知度を上げながら販路開

拓や販売促進へ繋げていく。 
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【目標】 

 支援内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

小規模事業者むらからまちか

ら館出展 

2 2 2 2 2 2

小規模事業者ニッポンセレク

ト com 出展 

2 3 4 5 6 7

小規模事業者全国物産展出展 0 1 1 1 1 1

ナゴヤメッセ参加小規模事業

所数 

0 1 2 2 2 2

バイヤー来場者数 未実施 10 20 20 20 20

アンケート回収数 未実施 50 100 100 100 100

小規模事業者ホームページ作

成支援 

3 4 5 5 6 6

（仮称）養老ものづくりナビ参加小規模事

業者数 
0 10 15 20 20 30

知的財産権取得小規模事業者

数 

1 2 3 3 3 3

プレスリリース小規模事業者

数 

4 5 6 7 7 7

連携機関数 ― 9 9 9 9 9

 

【目標の根拠と効果】 

従来の小規模事業者は出展に対する意欲は高いにも関わらず情報不足のため出展機会が損

なわれていた。そこで商工会として会報や巡回を通して出展時期、場所、参加条件等の情報

を的確に伝えることで参加企業の増加を図っていく。また、ホームページが無い小規模事業

者に対してホームページの導入を勧め順次増やしていく。ものづくり小規模事業者（製造業、

建設業等）は自社の強みや技術力・ノウハウを市場に対して発信力が乏しい。そこで従来は

紙媒体で作成・配布していたが、デジタル化により広く発信することで新たな販路開拓に繋

げる。 

連携機関についてはお互いの販路開拓の情報交換や情報の共有化を図り、連携を進め強化に

努める。 

 

【販路開拓における連携の取組み】 

(1) 連携を通じた販路開拓等の支援ノウハウ等の情報交換を行う。 
特に西南濃地区の商工会（養老・赤坂・墨俣・上石津・垂井・関ケ原・安八・輪之内・

海津）の指導員を対象とした「指導員研修」を定期的に開催し、支援ノウハウ、支援の

現状、支援における問題点の提起、小規模事業者の販路開拓の動向などについて情報交

換をすることで、小規模事業者への支援におけるノウハウの蓄積と支援能力の向上に繋

げる。 

(2) 岐阜県商工会連合会、岐阜県産業経済振興センターにおける岐阜県下の業種別販路開拓
情報などから小規模事業者に事例紹介などを行う 

(3) 養老町の「養老：活力」戦略プログラムに沿った「販路開拓」や「創業」に関する情報
交換や各種の出展の支援を行う 

(4) 地域の金融機関や日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協会とのお互いの有益情報を共有
し「販路開拓」や「創業」における融資相談や経営改善支援などを行う 
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【販路開拓連携図】 

 

 

 

 

 

 
 

岐阜県産業経済振興センター 

日本政策金融公庫岐阜支店 

岐阜県信用保証協会 
 

 

■経営発達支援事業の内容まとめ 

 情報（調査）収集先 調査（分析）方法 提供（活用）方法 目 標 

1,地域の経済動向

調査 

地域景況調査結

果等 

調査担当者によ

る分析 

巡回指導 

商工会便り 

巡回事業者数 

提供回数 

2,経営状況の分析 業種別小規模事
業者 

アンケート分析 

個別ヒアリング 

巡回指導 

商工会便り 

巡回訪問件数 

経営分析数等 

3,事業計画策定 

支援 

事業計画セミナー 

個別相談会等 
経営指導員・専門

家による解析 

巡回指導 

融資支援 

個別相談会等 

事業計画策定件数

融資利用件数 
個別相談事業者数等

4,事業計画策定後

の実施支援 

計画策定事業者 

融資必要事業者 

経営指導員によ

る個社分析 

個社指導 

融資支援 

フォローアップ数

融資利用件数等 

5,需要動向調査 公的機関の公表

する調査 

 

需要動向の分析 課題の抽出 

連携先への提供 

調査分析件数等 

提供事業者数 

6,新たな需要の開

拓に寄与する事業 

各種出展先 

 

販路開拓先 

出 展 情 報 の 整

理・分析 

販路開拓先分析 

出展メリット提

供 

出展補助金の活用 

出展事業者数 
ホームページ導入数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養 老 町 

十六銀行 

西南濃地区商工会 岐阜県商工会連合会 

養老町 

商工会 

大垣共立銀行 

大垣西濃信用

金庫 

※金融機関はいずれ

も養老支店 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 
 

Ⅰ．地域経済活性化事業 
 

① 地域内資金循環等事業 

  買物弱者に対する支援事業として、「養老町孝子協同宅配事業組合」による宅配事業を実

施する。 

 

（事業内容） 

  小規模企業の生き残り策を模索した

場合、大型店の手の届かないニッチの

部分を拾いあげる必要がある。高齢者

で出歩くことが困難な消費者、高齢者

家族、大型店に頼むほどの事のないリ

フォーム工事など「買い物弱者」をフ

ォローしながら収益の確保を促してい

く。 

疲弊する養老町中心商店街である高

田商店街を維持継続していくためには

「待ち」の商法から「攻め」の商法に積極的に参画していかなければならない。 

今回は、異業種の事業者団体を結成しニッチの部分を掘り起す事業を展開する。 

具体的には、Ａの事業者はＢの事業者の事業内容も把握しておき、話の内容から出てきた

「してほしい」ことを敏感に察知してＢの事業者に伝えるなど、仲間内のネットワークを密

にして取り組む。アフターサービスの部分にも十分配慮し、売りっぱなしの大型店とは差を

つけることで生き残りをかける。 

宅配だけではなく簡単な工事等も受注してネットワークを広げる。 

一般消費者より宅配の依頼があった際には、各組合員が自社製品・サービスを住民宅へ配

達する。組合員の増強による対応業種・事業規模等の拡大をすることで、地域内の資金を循

環させ、地域の活性化を図る。 

 

  （買い物支援サービス目標） 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

チラシ作成・新聞折り込み 未実施 12 12 12 12 12

組合員（事業所数） 9 15 15 20 20 25

宅配依頼（一般住民から）件 未実施 150 160 270 280 290

 

(5)  経営安定（若手労働者対策）「外国人技能実習制度」の活用 

 

（事業内容） 

比較的堅調な製造業では価格競争と人手不足に悩まされている。 

そのため養老町では平成１１年度から「外国人研修生受け入事業」（平成２４年度から

「外国人技能実習生事業」に法律が変更された）を実施している。 
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この制度は、先進国である日本の優れたものづくり技術を発展途上国の技術向上を目指

すもの。「技能実習」と銘打っているものの実際に受け入れる日本の企業は「若年労働者の

雇用」「低廉な賃金」による生産性の向上と価格競争の対抗手段として受け入れているのが

実情である。 

しかし現在受け入れている小規模企業においてはなくてはならない存在となっており人

手不足の解消に一役買っている。 

毎年、職員も国際感覚を身につけるため、中国・ベトナムへ面接に出かけて次期受け入

れる技能実習生の面接・試験を、「受け入れ事業所」に同行しながら実施している。それら

の事業を通じて労働者の確保をし、次年度以降の生産計画や受注計画を立てている。 

２０２０年東京オリンピックが開催されることとなって関東地区での労働者不足が懸念

されている。そのため政府は業種を限定しながらも外国人技能実習生の実習期間を従来の

３年から５年に延長する閣議決定をして平成２７年４月１日から実施される。 

商工会としても現在受けている「一時受入機関」としての認定を継続し「技能実習監理

責任者」資格を維持し、監理する職員と中国人通訳を継続採用した上で事業推進する。 

 

  （技能実習生受け入れ目標） 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

実習生受け入れ（数） 65 68 68 75 80 85

受け入れ事業所数（社） 13 15 15 18 18 19

受け入れ期間年数（年） 

（在留期間一人につき） 
3 3 5 5 5 5

 

(6) 養老カード振興会の指導育成 
 

（事業内容） 

養老の加盟店でのお買い物の利用の際に、ポイントが貯まり、ポイントが満点になると、加

盟店でお買い物代としてご利用できる制度です。また、イベント参加へのパスポートとなる

など大変お得な地域応援カードで、カード会員入会は無料。 

◆カードは加盟店で。無料。 

カードは、加盟店での買い物ご利用のときポイントを打ち込んで渡します。次回の買いもの

には必ず提示してもらう。 

◆買上金額 108 円毎に 1ポイントが。 

加盟店での買い物利用のとき「養老スマイル

カード」を渡し、108 円の買い物利用（消費

税は含みません）ごとに１ポイント、3 ポイ

ントで「スマイルげんちゃんマーク」を 1つ

印字する。 

 

※ 現在養老町立図書館利用者に1ポイント

をつけている。 

※ 養老町が運営するオンデマンドバス車

内にも町と協議の上、カード端末機を設置し

て乗    車ごとにポイントを付与している。 

※ カード端末機は５年前経済産業局の補助制度を活用して導入している。 

◆満点カードは、養老町の第 2の通貨。 
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満点カードは、スマイルカード加盟店で利用することが出来る。 

満点カードは、預金することが出来る。 

（取扱い金融機関は大垣共立銀行養老支店、十六銀行養老支店、大垣西濃信用金庫養老支店、

大垣西濃信用金庫笠郷支店） 

◆満点カードは、イベント参加へのパスポート。 

例えば・・・ 

●ご招待旅行 

●旅行券、食事券などの交換 

●養老鉄道クーポン券に交換 

●その他楽しさいっぱいのイベント 

 

（養老カード振興会現況と目標） 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32年度

現在の加盟店数 47 49 50 51 52 53

養老町施設 ポイント数 

（図書館・保健センター・中央

公民館・総合体育館・オンデマ

ンドバス・スポーツプラザ養老） 

9,088 10,000 12,000 13,000 14,000 15,000

養老鉄道クーポン券発行高：千円 1,312 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800

応募者数（人） 780 800 800 800 850 850

養老町ごみ袋回収高（千円） 1,616 1,650 1,650 1,700 1,700 1,800

 

(7) 「養老町地域商品券」・「養老町プレミアム商品券」の発行について 
 

養老町地域商品券について 

 （事業内容） 

地域商品券については、プレミアム率はなく、商工会が一般の消費者に対してギフト用と

して売り出しているものである。 

 プレミアム商品券同様、消費購買力を地元商店・商店街に取り戻し消費を喚起することに

より、地域経済の振興、活性化を図ることを目的とする。 

 そのため事業所が金融機関で換金する際にも手数料は商工会負担としている。 

 地域商品券のうち、１，５００万円分は全額養老町の補助と

して「リフォーム商品券」を流通させている。 

 養老町内の一般家庭の住宅リフォームに対して最高１０万

円の「リフォーム商品券」を発行している。 

 

「養老町プレミアム商品券」は町の補助を受け、毎年発行し

ている。 

（事業内容） 

本事業は、消費購買力を地元商店・商店街に取り戻し消費

を喚起することにより、地域経済の振興、活性化を図ること

を目的とする。 

商品券の購入対象者は、町内外を問わず原則一般消費者と

する。ただし、加盟店が消費者の立場で商品券を利用するこ

とは可能とするが、限られた商品券であるので、極力、一般
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消費者を優先させる。 

本事業においては、前述したとおり、大型商業施設でも協力的であり使用可能となってい

るが、それら大型商業施設に偏ることなく発行制限を設けている。 

消費者が小規模企業にも一定額の購買を行ってもらうために発行価額のうち６３パーセ

ントを共通券として大型商業施設・小規模企業のどちらでも使用できる券と残り３７パーセ

ントを小規模企業のみで使用できる券とに分けて発行している。 

 

（地域商品券・プレミアム商品券発行について） 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32年度

地域商品券発行 25 百万 25 百万 25 百万 25 百万 25 百万 25 百万

(上記のうちリフォーム分) 15 百万 ５百万 要望中 要望中 要望中 要望中

プレミアム商品券発行 1 億
２億 4

千万
5千万 5千万 5 千万 5 千万

(上記のうちプレミアム率） 10％
20％～

30％
10％ 10％ 10％ 10％

(上記のうち町補助金) 
900 万

4千5百

万
400 万 400 万 400 万 400 万

(上記のうち購買率) 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

(上記のうち換金率) 99.8% 99.8% 99.9% 100% 100% 100%

取扱い加盟店数 184 社 200 社 200 社 200 社 200 社 200 社

      

 



- 24 - 
 

 
 

注 1 波及効果は、平成 21 年産業連関表の逆行列係数表([I-(I-M)A]-1)を用いて「逆行列係数」×「新規需要額」で計算した。 

注 2 「直接効果」は、「新規需要」の発生に伴い、直接的に効果を受ける額を、「波及効果」は、「新規需要」の発生に伴い、 

間接的な効果を受ける額を示す。 

***プレミアム商品券を１億円投入したときの経済波及効果*** 

 

【①　新規需要】 【②　経済波及効果】

部門コード 部門名 新規需要 部門コード 部門名 直接効果 波及効果 計

０１ 農林水産業 0 ０１ 農林水産業 0 100,649 100,649

０２ 鉱業 0 ０２ 鉱業 0 67,422 67,422

０３ 飲食料品 0 ０３ 飲食料品 0 59,784 59,784

０４ 繊維製品 0 ０４ 繊維製品 0 299,412 299,412

０５ パルプ・紙・木製品 0 ０５ パルプ・紙・木製品 0 1,679,106 1,679,106

０６ 化学製品 0 ０６ 化学製品 0 588,324 588,324

０７ 石油・石炭製品 0 ０７ 石油・石炭製品 0 1,089,514 1,089,514

０８ 窯業・土石製品 0 ０８ 窯業・土石製品 0 176,805 176,805

０９ 鉄鋼 0 ０９ 鉄鋼 0 497,559 497,559

１０ 非鉄金属 0 １０ 非鉄金属 0 121,606 121,606

１１ 金属製品 0 １１ 金属製品 0 591,765 591,765

１２ 一般機械 0 １２ 一般機械 0 379,415 379,415

１３ 電気機械 0 １３ 電気機械 0 132,490 132,490

１４ 情報・通信機器 0 １４ 情報・通信機器 0 29,394 29,394

１５ 電子部品 0 １５ 電子部品 0 201,097 201,097

１６ 輸送機械 0 １６ 輸送機械 0 661,522 661,522

１７ 精密機械 0 １７ 精密機械 0 110,373 110,373

１８ その他の製造工業製品 0 １８ その他の製造工業製品 0 2,196,306 2,196,306

１９ 建設 0 １９ 建設 0 1,218,975 1,218,975

２０ 電力・ガス・熱供給業 0 ２０ 電力・ガス・熱供給業 0 2,340,976 2,340,976

２１ 水道・廃棄物処理 0 ２１ 水道・廃棄物処理 0 553,203 553,203

２２ 商業 110,000,000 ２２ 商業 110,000,000 3,402,671 113,402,671

２３ 金融・保険 0 ２３ 金融・保険 0 8,537,099 8,537,099

２４ 不動産 0 ２４ 不動産 0 3,514,690 3,514,690

２５ 運輸 0 ２５ 運輸 0 7,050,581 7,050,581

２６ 情報通信 0 ２６ 情報通信 0 6,820,201 6,820,201

２７ 公務 0 ２７ 公務 0 207,522 207,522

２８ 教育・研究 0 ２８ 教育・研究 0 710,029 710,029

２９ 医療・保健・社会保障・介護 0 ２９ 医療・保健・社会保障・介護 0 3,521 3,521

３０ その他の公共サービス 0 ３０ その他の公共サービス 0 133,164 133,164

３１ 対事業所サービス 0 ３１ 対事業所サービス 0 10,683,179 10,683,179

３２ 対個人サービス 0 ３２ 対個人サービス 0 206,729 206,729

３３ 事務用品 0 ３３ 事務用品 0 478,636 478,636

３４ 分類不明 0 ３４ 分類不明 0 784,026 784,026

合計 110,000,000 合計 110,000,000 55,627,745 165,627,745

① 新規需要を見込んだ部門に
その需要額を入力してください。

② ①の入力後、新規需要額と同額が「直
接効果」欄に表示されるとともに「波及効果」
欄に誘発される生産額が表示されます。
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⑤ 養老改元 1300 年祭企画参加について 

 

今を遡ること約 1300 年前、奈良時代の女帝・元正（げんしょう）天皇は、西暦 717 年

に養老の地へ行幸され、当地の美泉をご覧になった後、元号を「霊亀（れいき）」から「養

老」に改元されました。この出来事は、奈良時代の基本史料である「続日本紀（しょくに

ほんぎ）」にも記されています。また、養老町には、古くから「滝の水がお酒になった」と

いう「十訓抄（じっきんしょう）」等から広まった親孝行の孝子（こうし）物語が今に語り

継がれており、この物語の由来となったのが、元正天皇による「養老改元」と言われてい

ます。 

これらのことは、現在の養老町の成り立ちに強

い影響を与えており、私たちは、これまで孝子物

語に基づく親孝行の精神を大切にし、誇りとして

きました。今後は、この貴重な歴史や文化を再認

識し、次世代に継承するとともに、元号を町名に

取り入れている数少ない地方自治体の一つとし

て、全国に向け、更なる情報を発信し続けていく

ことが求められます。 

こうした中、本町では 2017 年(平成 29 年)、養

老改元から 1300 年という記念の年を迎えます。

町では、この養老改元 1300 年という節目を、養

老町がさらに発展、飛躍する契機ととらえ、地域

住民や各種団体、事業者等との協働による「養老

改元 1300 年祭」を開催し、県内外からの交流人口の拡大や地域活性化を図っていきます。

そして、この「養老改元 1300 年祭」が単なる記念イベントで終わることなく、2017 年以

降も地域力に下支えされたイベントとして継続・発展していくように取り組みます。 

本町では、現在、「新生養老まちづくり構想」に基づき、ふるさとの貴重な歴史や文化、

自然などの地域資源を有効に活用した新しい夢あるまちづくりを進めています。また、岐

阜県においても「清流の国 ぎふ」造りの一環として、広域観光の推進に重点が置かれて

います。このため、「養老改元 1300 年祭」の事業計画づくり等においては、県はもとより、

近隣市町、元正天皇ゆかりの地などに協力・連携を求めながら進めていきます。（養老町

HP より抜粋） 

 

これら町が企画運営する「養老公園」内で実施される養老改元１３００年祭に商工会と

しても小規模企業者の出店計画・運営部門を担い、また商工会独自の企画として商業部会・

工業部会・養老カード振興会・青年部・女性部がそれぞれの立場から参画している。 

平成２６年度の小規模企業出店社は約４３社あった。 

 

 

⑥ 養老町商工会中小企業総合振興支援事業 

 

養老町商工会（以下「商工会」という。）の会員で中小企業者（中小企業基本法（昭和

３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。）が事業活動の活性

化、経営基盤安定に向けた計画等を立てることで、より実践的な支援を図り、養老町商工

会会員中小企業の活性化に資することを目的とする。 

（事業内容） 

 地域内の資金の循環を図り、設備投資の促進や運転資金の有効利用を図るために、地域
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内の中小企業者の融資支援を行う。 

支援策は 

  （１）経営相談 

（２）経営支援計画の策定 

（３）財政的支援を含めた情報提供 

 

支援内容は以下の通りである。 

  別表 1 利子補給制度 

   別表 2 保証料補給制度 

  別表 3 中小企業退職金補給制度 

 

  別表 1 利子補給対象融資 

金融機関名等 対象融資 摘要 

日本政策金融公庫 

 

 

 

 

 

 

その他金融機関等 

経営改善貸付（マル経融資） 

普通貸付 

新規開業貸付 

新企業育成貸付 

企業活力強化資金 

生活衛生改善貸付 

その他会長が必要と認めたもの 

商工貯蓄共済制度融資 

（上記のうち商工会を経由した融

資に限る） 

 

商工会員に限る 

（申請時会員申込書と同

時提出の場合は可とす

る） 

 

別表 2 保証料補給対象融資 

金融機関名等 対象融資 摘要 

岐阜県信用保証協会 

日本政策金融公庫 

商工会を経由して申請する融資

に限る 

商工会員に限る 

（申請時会員申込書

と同時提出の場合は

可とする） 

 

別表 3 中小企業退職金共済補給 

従業員数 補給金率 支給金対象掛け金月額 

３０人以下 １０％ 掛け金月額 5,000 円を限度とす

る。 

商工会員に限る 

（申請時会員申込書と同時提出

の場合は可とする） 
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(8) 高田夏まつり 
   

1.事業の目的 

高田夏まつりは高田天神祭が起源とされ、毎年８月の第一金曜日に高田商店街を歩行者

天国にして、「行灯飾り」、「売り出し大抽選会」、「ライブ」、「バザー」など各種催し物を

実施している。地域の人々とのふれあいを深め、消費者と商店がより近づき、楽しくお

買い物が出来る街づくりを目途とすることはもとより、ひいては養老町の発展に寄与す

ることを目的とする。 

 

2.事業の実施概要 

高田商店街を歩行者天国として午後４時から９時までの５時間にわたり夏まつりを開

催し、バザー、大抽選会、行灯飾り、飾り神輿、ライブ等を行う。商工会員をはじめ地

元住民、国際交流協会、手筒花火同好会、老人保健施設など多くの地域住民が参加し、

養老町の夏のイベントとして地域に深く定着している。 

 

3.課題 

・まつり主催者の高齢化が進み、事前準備、まつり当日の設営・撤去等、危険が伴う作

業があり、特に撤去作業は深夜となり事故が懸念される。 

・商店街の衰退により協賛金への理解を得ることが厳しくなっている。 

 

4.成果目標及び指標 

平成２４年度 １３店舗（実績） 

平成２５年度 １３店舗（実績） 

平成２６年度 １５店舗（実績） 

平成２７年度 １５店舗（予定） 

 

5.費用対効果 

まつりの実施時間はわずか５時間だが、事前

打ち合わせ、会場準備、後片付け等、目に見

えない作業があり、これを通して商店、地元

住民、各種団体との結び付きが高まり、昨今

危惧されている地域コミュニティの成立に役

立っている。また、高田地区の商店がまつり

に協賛して大売出しを実施、まつり当日に豪

華景品の当る大抽選会を行うなど商店の活性

化にも寄与している。さらに子供たちにとっ

ては楽しい夏の思い出として深く心に残り、

ふるさとへの愛情、情操教育といった視点で

の効果も生み出している。 

 

  ⑧ ビジネスマッチング 

   ・基本的な考え方とやり方 

地域には「独自の技術やノウハウ」を活かして製品や部品などを生産している事業所も

多く存在している。ただし、製品や部品の販売先が固定化され、限られた業種での取引に

終始している。そこで、平成２４年度からお互いの「買います・売ります」のニーズを商

工会が取材して商工会のホームページ上に取引製品・加工部品や取引条件などを掲載して



- 28 - 
 

広く取引の活性化を図っている。 

     また、養老町商工会管内の小規模事業者は廃業率が開業率を上回っており年々廃業者が

増加している。このままでは地域での雇用の確保が厳しい状況に陥ってしまう。 

後継者がいなくて廃業する事業所があり、その一方で創業を希望する創業者がおり、

お互いのメリットを享受して廃業率低下の仕組みづくりに着手していく。そこで、新た

に「事業を起こしたい創業者」と「事業を譲りたい事業者（商工会でリストアップ）」を

マッチングさせる仕組みを現在のホームページ上で構築していく。 

さらに、商工会として創業者に限定した創業資金の融資相談会も実施していく。 

 

（ビジネスマッチング目標） 

項目 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

売・買マッチング数 22 25 30 33 35 40

売・買マッチング成立件数 3 5 8 10 15 20

事業を起こす事業者登録数 0 3 5 5 5 5

事業を譲りたい事業者登録数 0 10 12 15 20 20

事業譲渡マッチング数 0 3 5 8 8 10

事業譲渡成立件数 0 1 2 2 3 5

創業者融資相談会（開催数） 0 2 2 2 3 3

 

 今後の地域経済の活性化全体の考え方と方向性（まとめ） 

地域経済活性化の考え方 地域経済活性化の方向性 

活性化の主役は地域の事業者や住民であり、

商工会は地域に対する支援やフォロー及び情

報提供などが役割である 

①地域事業者や各種地域団体との連携強化を

図り相乗効果を高める 

②小規模事業者や地域住民を巻き込んだ活動

を基本とする 

地域事業者や住民が参画しやすくする ①多くの参画を目指し、地域に根付いた地域

目線での活性化策を指向する 

②参加意欲を高める情報を提供する 

費用対効果の視点から考える ①費用に対する効果は、小規模事業者の経営

改善、経営基盤の強化による事業の継続 

②地域での事業承継や創業は地域の活力を生

む原動力となり、雇用の確保と雇用増に寄与

する 
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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 
 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 
 

町内金融機関との包括連携協定締結 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  金融機関はいずれも「養老支店」 

 

【目 的】 

  町内の小規模事業者を取り巻く経営環境は年々厳しさを増し、競合他社との差別化がキーワ

ードとなっている。こうしたことから経営戦略を総合的に支援するためにそれぞれの支援機関

の強みを活かした支援の仕組みづくりを関係機関と締結した。 

 

【内 容】 

(1)連絡会議の開催 

  定期的に連携会議を開催し、国・県などの小規模事業者の施策の勉強会や情報共有を図りな

がら、町内における小規模事業者の案件の掘り起し、支援課題の現状、今後の対策などの改善

提案・検討等を行い、連携が有効に機能するような仕組み作りを行う。 

  (2)連携する項目。 
    ①国・県補助金制度活用並びに金融問題に係る支援 

・持続化補助金事業計画支援 

・創業補助金事業計画支援 

・ものづくり補助金事業計画支援 

・地域活性化ファンド助成金事業計画策定支援 

・農商工ファンド助成金事業計画策定支援 

・その他補助金助成金事業計画策定支援 

・経営改善計画策定支援 

     ②各種計画策定に係る支援 
・創業計画策定支援 

・事業計画策定支援 

・経営革新計画策定支援 

・認定三法（農商工連携、地域資源、新連携）計画策定支援 

     ・六次産業化事業計画策定支援 
③ビジネスマッチングの創出（新規・第二創業等） 

    ・国や県などが主催する展示会などへの周知 
・金融機関の主催する展示会などへの町内事業者への周知 

養老町商工会 

大垣西濃信用金庫

十六銀行 

大垣共立銀行 

連携会議 
（幹事十六銀行）
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 ・廃業事業者と創業事業者とのマッチィング支援 

・商工会ホームページ内ビジネスマッチングの推進 

④セミナーの共催・研修会開催 

    ・国・県などの小規模企業施策についてのセミナーの共同開催 

・金融機関系シンクタンクからの講師派遣 

     ・セミナー開催時における共同告知  
      指導員の巡回指導時に参加勧奨を行い、セミナー等で受講した内容を実際の事業に取

り入れやすくするための意欲を喚起する。 

⑤その他（新たな施策・事業実施に係る協働支援） 

 

【支援力向上効果】 

取り組み内容を迅速・確実に実施することで以下の支援力向上効果が期待できる 

①各機関との連携の強化による各種有益情報収集力 

②金融機関との包括連携協定による融資情報や事業者融資の円滑化・迅速化力 

③各種補助金情報の提供や補助金申請の支援・助言による事業者メリットへの寄与力 

④各種支援活動による商工会や連携機関の信用力強化及び組織力向上 

⑤各セミナー開催で事業者のニーズやセミナー参加の経営上のメリット把握力 

⑦ ビジネスマッチングによるビジネスの新たな機会提案力向上 
⑦事業者への各支援による企業経営の全体最適化の指向力向上 

⑧情報や支援ノウハウの共有化による標準化力 

 

  

2.経営指導員等の資質の向上等に関すること 
  

地域小規模事業者の発展には商工会の指導力が不可欠であり、経営指導員をはじめ他の職員

も、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の中小企業支援担当者等研修を年 1回以上受講する 

(2)中小機構・全国連・県連が行う一般・特別研修のＷＥＢ研修を受講する 

(3)若手経営指導員等はベテラン指導員等に同行し、指導・助言内容、情報収集を学び、情報

を共有し伴走型の支援能力の向上を図る 

(4)経営指導員等が身に付けた支援ノウハウを職員間で共有するため、月 1 回職場内での勉強

会を行う。又タブレット端末を利用できるようにして情報を共有する 

(5)県連合会が主催する経営支援事例発表会へ積極的に参加する 

(6)県連合会西濃ブロック広域支援室との連携によるＯＪＴの実施 

(7)商工会・商工会議所主催による資質向上のためのセミナーに参加する 

(8)個人職員の公的資格の取得推進を図る 

(9)商工会職員は突発的に受講を必要とする研修があると思われるが、できる限り早めの受講

予定を立てる 

(10)販路開拓支援事業に積極的に同行し、商談実務や陳列方法などを学び支援力向上につなげ

る 

（11）国際感覚を身につけるため、毎年、中国、ベトナム、ミャンマー等へ指導員等職員を派

遣し地元の国営企業公司・技術工場と交流を図る 
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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 
  

 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小規模事業者支援については、当該年度実施した個社支援に係る成果並びに今後の経営戦

  略について「ＣＳ調査」を実施し検証を図る。 

（ＣＳ調査項目） 

①指導効果 ②対前年比売上高 ③対前年比利益率 ④今後の要望   

 

②（仮称）養老町小規模企業振興委員会の設置 

養老町内の外部有識者、団体代表及び外部専門家を招いて、仮称「養老町小規模企業振興

  委員会」を設置し、経営発達計画の事業の進捗状況の把握、成果の評価・検証などの見直し

案の提示を行う。 

       ※（仮称）養老町小規模企業振興委員会 

  幹事 役 職 名 

1  養老町議会産業建設委員会委員長 

2  養老町産業建設部長 

3  町内金融機関幹事行 

4  養老町観光協会長 

5  養老町建築組合長 

6  養老町建具組合長 

7  養老町畳組合長 

8  養老町水道組合長 

9 〇 養老カード振興会長 

10  中小企業診断士 

11  養老町商工会長（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

12  養老町商工会事務局長（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

 ③仮称「養老町小規模企業振興援委員会」検討結果の具申・公開 

   仮称「養老町小規模企業振興委員会」の答申を受け、商工会長は今後の「経営発達計画」

の方針・目標について再度検討を図り、経営発達計画の内容について更新を行っていく。ま

た結果については養老町商工会のホームページにおいても公開し、商工会が毎月発刊してい

る「商工会だより」において掲載し、会員事業所への周知を図る。 

   また、商工会総代会・理事会・各地区支部総会において、経営発達計画の進捗状況や成果

等についても報告を行う。  
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 ④ＰＤＣＡサイクルによる評価・検証と見直しの仕組みを明確にして支援の向上を図る 

  

PDCA サイクル 内容 評価・検証者 時期や頻度 

Ｐ 計画 事業計画 養老町小規模企業振興委員会 

商工会長・副会長 

計画策定時 

計画修正時 

Ｄ 実行 実施・実施支援 養老町小規模企業振興委員会 

商工会長・副会長 

経営指導者会議 

事業計画に基づいた

スケジュール 

Ｃ 検証 評価・見直し ＣＳ調査 

養老町小規模企業振興委員会 

商工会総代会 

専門家 

定期（各年度 2月） 

見直しを要する事柄

が発生した都度 

Ａ 再実行 見直し後の実行 養老町小規模企業振興委員会 

経営指導者会議 

検証後の 2週間後 
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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 

（H２８年２月現在）

（１）組織体制 

 

 ・経営発達支援事業実施者 

  事務局長（１名） 

  経営指導員（２名） 

  経営指導員補（1名） 

  外国人技能実習生受入担当 

 一般職員（１名） 

 嘱託職員（１名） 

  記帳指導 一般事務（２名） 

 

 ・養老町商工会組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（２）連絡先 

     〒503-0545 岐阜県養老郡養老町高田 3879 番地 3 

       養老町商工会  

       TEL.0584-32-0549 FAX.0584-32-2862 

              

              ホームページ URL  http://yoroshokokai.net/ 

              ビジネスマッチング URL  http://bizmatch.yoroshokokai.net/ 

       E-mail: yourou@ml.gifushoko.or.jp 

 

総 代 会（125 名） 

理 事 会（29 名） 監 事（2名） 事 務 局（8名） 

事務局長     

経営指導員  

経営指導員  

経営指導員補  

記帳指導職員  

事務職員      

事務職員   

嘱託職員  

委 員 会（若干名） 

・総務委員会 

・金融審査委員会 

・地域活性化推進委員会 

・外国人技能実習生受け入

れ委員会 

支部（9支部）（全会員所属） 

・高田支部 ・養老支部 ・広幡支部 ・上多度支部 ・池辺支部 

・笠郷支部  ・小畑支部 ・多芸支部 ・日吉支部 ・その他 

部  会 

・商業部会（商業者） 

・工業部会（工業者 

青年部（35 名） 女性部（69 名）
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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） 

科 目 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

必要な資金の額 38,840 39,340 39,640 39,940 40,190 

 人件費 

事務費等 

展示会出展費 

旅費・交通費 

通訳委託費 

地域振興費 

商業振興費 

工業振興費 

経営対策費 

金融対策費 

22,000 

4,000 

1,000 

800 

2,340 

5,000 

1,500 

800 

400 

1,000 

22,200

4,100

1,100

800

2,340

5,000

1,500

800

400

1,100

22,300

4,150

1,200

800

2,340

5,000

1,500

800

400

1,150

22,400 

4,200 

1,300 

800 

2,340 

5,000 

1,500 

800 

400 

1,200 

22,500

4,250

1,400

800

2,340

5,000

1,500

800

400

1,200

（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 

・小規模事業指導費補助金・・岐阜県 

・養老町商工業振興補助金・・養老町 

・会費収入・・会員より会費徴収 

・特別賦課金・・出展料等 

・特別会計繰入金・・振興資金引当金繰り入れ 

（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 

① 地域の経済動向調査に関すること 
 （連携者） 
養老町・大垣共立銀行養老支店・大垣西濃信用金庫養老支店・十六銀行養老支店・岐阜

県産業経済振興センター・日本政策金融公庫岐阜支店・岐阜県商工会連合会・中小企業

庁 

 （連携内容） 
地域内の経済の現状と動向を調査分析することにより小規模企業者が抱える課題を抽出

し指導助言に役立たせる 

金融機関の地域景況調査結果の活用および相互共有 

② 経営状況の分析に関すること 
 （連携者） 
大垣共立銀行養老支店・大垣西濃信用金庫養老支店・十六銀行養老支店・岐阜県商工会

連合会・岐阜県産業経済振興センター・日本政策金融公庫岐阜支店 

 （連携内容） 
小規模事業者の持続的発展に向けた指導員の巡回相談・窓口相談、セミナー受講者等の

経済動向調査で得た課題を元に経営分析し経営上の悩みや解決策をサポートする。 

③ 事業計画策定支援に関すること 
 （連携者） 
大垣共立銀行養老支店・大垣西濃信用金庫養老支店・十六銀行養老支店・岐阜県商工会

連合会 

 （連携内容） 
事業計画を目指す小規模事業者に対する支援および経営改善計画書策定支援をする。岐

阜県信用保証協会の保証付き融資の相談および実行 

地域における新産業創出や雇用拡大、創業者の開業準備など各種制度の周知および専門

家派遣を支援する 

経営革新計画策定支援や創業支援を行う 

④ 事業計画策定後の実施支援に関すること 
 （連携者） 
養老町・大垣共立銀行養老支店・大垣西濃信用金庫養老支店・十六銀行養老支店・岐阜

県産業経済振興センター・岐阜県商工会連合会西濃ブロック広域支援室 

 （支援内容） 
事業計画策定後のフォローを経営指導員が連携機関からの情報等を共有し、必要があれ

ば専門家派遣を支援する 

⑤ 需要動向調査に関すること 
 （連携者） 
大垣共立銀行養老支店・大垣西濃信用金庫養老支店・十六銀行養老支店・岐阜県商工会

連合会西濃ブロック広域支援室・日本政策金融公庫岐阜支店・岐阜県経済振興センター

 （連携内容） 
小規模事業者の持続的発展に向けた指導員の巡回相談・窓口相談、セミナー受講者等の

需要動向調査で得た情報を小規模事業者に提供し経営改善の参考にする 
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⑥ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 （連携者） 
養老町・大垣共立銀行養老支店・大垣西濃信用金庫養老支店・十六銀行養老支店・岐阜

県商工会連合会西濃ブロック広域支援室・岐阜県産業経済振興センター 

 （支援内容） 
地域において埋もれている商品や先進的技術などの販路開拓や販売促進を支援する 

養老町が掲げる「養老：活力」戦略プログラムによる小規模企業者の経営安定、情報化

社会に対応した販売促進策の活用 
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連携者及びその役割 

連携者 

連携者氏名又は名

称 

代表者の 

氏名 

住所 

電話番号 
役割等 連携することの効果 

・養老町 町長  

大橋 孝 

養老町高田 798 番

地 

TEL.0584-32-1100

事業計画の策

定・実施支援を

する上で抽出

された課題か

ら企業が求め

る目標に対し

て町の施策を

活用して包括

的にバックア

ップをする。 

町が掲げる「養老・活

力」戦略プログラム「養

老町第五次総合計画」

に則った小規模企業者

の経営安定化、及び育

成をする。企業誘致計

画・雇用人材確保・租

税収入・養老スマート

ＩＣ・東海環状道養老

ＩＣ開通後の活用方法

等、町の理解のもと経

営発達支援計画を推進

する。 

大垣共立銀行 

養老支店 

 

大垣西濃信用金庫 

養老支店 

 

十六銀行 

養老支店 

 

日本政策金融公庫

岐阜支店 

 

 

岐阜県信用保証協

会 

支店長  

山田祥博 

 

支店長 

浅野雄二 

 

支店長 

稲川武美 

 

支店長 

木村正明 

 

 

理事長 

坂 正光 

養老町高田 108-2

TEL.0584-32-1111

 

養老町押越 550-2

TEL.0584-32-1311

 

養老町押越 414-1

TEL.0584-34-1016

 

岐阜市吉野町 6-31

岐阜スカイウイン

グ 37 西棟 

 

岐阜市薮田南

5-14-53  

 

実際に連携協

定書を交わす。

小規模企業者

等の作成する

事業計画の策

定・経営分析に

ついて情報共

有するととも

に、その結果必

要な融資等の

実行とフォロ

ーアップを担

い事業の継続

化・持続発展を

推進する。 

小規模企業者の経営改

善普及事業を推進する

上で、資金の融資を通

じて事業の継続・持続

発展に寄与する。 

創業・販路開拓・販売

促進するための資金提

供。 

特に地元金融機関 2

行・1庫は商工会会員登

録をしていることもあ

って常日頃から情報交

換を密にしており、当

地区の小規模事業者は

何らかの形でこの金融

機関と取引状態にあ

る。プロパー資金、信

用保証付き資金、経営

改善資金の円滑化が期

待できる。 

岐阜県商工会連合

会 

 

岐阜県産業経済振

興センター 

 

西濃ブロック広域

支援室 

会長 

岡山金平 

 

理事長 

丹羽義典 

岐阜市薮田南

5-14-53  

 

岐阜市薮田南 

5-14-53 

 

大垣市赤坂町 

各種専門家派

遣 

国・県の施策の

連絡調整 

小規模事業者の経営改

善を図るうえでの専門

家派遣を受けることが

できる。 

国県の施策の普及促進

を図ることができ、各

種助成金給付指導等を

受けることができる。 
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連携体制図等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 町内金融機関 2行・1庫との包括連携協定締結 
② 会員事業所による組合結成団体との連携 
③ 関係団体支援機関との連携 
④ 外部有識者による支援体制の検証 
⑤ 養老町内小規模事業者分類では、会員企業については「組織形態」「資本金」「従業員数」「申
告形態」「事業種目」を全社について把握済 

 

養老町商工会

小規模企業振興委員会

商工会HPで公開

①【地域の経済動向調査】
④【事業計画策定後の実施支援】
⑥【新たな需要の開拓に寄与】

・養老町
②【経営状況の分析】
③【事業計画策定支援】

・大垣共立銀行養老支店

・十六銀行養老支店

・大垣西濃信用金庫養老支店

③【事業計画策定後の実施支援】
⑤【需要動向調査】

・岐阜県商工会連合会

・西濃ブロック広域支援室

【養老町内の小規模事業分類】

・建設業

・製造業

・卸売業

・小売業

・飲食業

・サービス業

・その他

【町内の関係団体】
・養老町工場会

・養老町建築組合

・養老町建具組合
・養老町畳組合

・養老町水道組合

・養老カード振興会

・養老町観光協会

①【地域の経済動向調査】
⑥【新たな需要の開拓に寄与】

・中小企業基盤整備機構

・岐阜県産業経済振興センター

・日本政策金融公庫

【外部有識者】

・養老町産業建設部長

・地元幹事金融機関

・養老町議会産業建設委員長

・中小企業診断士 他


