
経営発達支援計画の概要 

実施者名   関ヶ原町商工会（法人番号 1200005004264） 

実施期間  平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

地域が持つ圧倒的な「『強み』を最大限活用した小規模事業者が増加し、自らの特徴あ

る付加価値を生み出し、結果として地域に 1社でも多くの事業所が生き残ること」をめざ

すべき姿ととらえ、①経営課題に対する意識を高め、地域の強みを十分に理解させた上で

これを自社の経営に活用させる、②地域が持つ「強み」を活用した形での事業承継、第二

創業、創業の増加させる、ことを目標とします。この目標達成のための実施方針として、

①自社の特徴ある経営を持続的に行うためのビジネスモデルの再構築を促すこと、②強み

を活かした戦略策定を支援し、これを事業承継、第二創業も含めた創業支援にも応用し、

積極的に事業承継、創業及び第二創業を支援することで地域経済の発展に寄与します。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域内の企業の景気動向など地域の経済動向に関する情報を総合的に収集、整理、分析

し、情報提供を継続的に行う。 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

事業者の財務情報を収集し、経営状況の診断、さらに、定性情報も収集し、事業者の強

みと市場の機会を発見し、経営課題を明確化する支援を実施する。 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

既存事業者だけでなく、創業予定者(第二創業含む)への策定支援も含めて、企業として

のあるべき姿の実現に向け、経営理念、経営ビジョンを整理したうえで、顧客のニーズ

と市場の動向、自社や自社が提供する商品・サービス・製品の強み、経営方針・目標と

今後のプランを取りまとめた事業計画の策定を支援する。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定した事業計画が順調に進むよう経営指導員が伴走型支援を行う。 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

事業者の商品・サービスに関する需要動向を、一次データ及び二次データから調査分析

しその個社に提供する。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

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

信、商談会・展示会等の開催又は参加による販売ルート/販売機会の開拓、さらには、持

続的な利益創出の模索まで、一貫した伴走支援を実施する。 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

①特産品販売と観光ツールを配布 

②「ＪＲ関ケ原駅前観光交流館」の活用 

③近隣市町村との連携による新規従業員の雇用対策事業 

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 

国、地方、県、広域、地域、個別レベルでの人的ネットワークを、これまで以上に充実

させる。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

全国連等の研修だけにとどまらず、商工会内で事例検討会やＯＪＴを通した情報共有と

支援能力の向上をはかる。 

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、事業の成果・評価・見直しの結果は公表し、閲覧と質問に供し、経営発達支援

計画検討会にて評価を受ける。 

連絡先 

関ヶ原町商工会 

〒503－1501 岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原 2682－2 

電話 0584－43－0270 ＦＡＸ0584－43－1591 

ホームページ http://www.gifushoko.or.jp/sekigahara/ 

メールアドレス sekigahara@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． 関ケ原町の特徴と事業者の状況 

 

（1）位置・地勢 

 【関ケ原は古来からの交通の要衝】 

岐阜県の西端に位置し、北は伊吹山を主峰と

する伊吹山地、南は鈴鹿山脈に囲まれている。

平野部でも海抜 100m～200m の高低差があり、変

化の多い地形が特徴で、東西 8.1km、南北 12.5km

の町である。町土の約 80％を山林が占め、豊か

な緑と史跡に恵まれている。 

古来より交通の要衝として位置づけられてお

り、三関の一つ「不破関」があった。「関東」

「関西」という呼び名も関ケ原を境としている

と言われている。日本史における天下分け目の

戦いが２度（壬申の乱・関ケ原の戦い）も行わ

れた地としても有名である。 

明治 22 年に町村制施行に伴い関ケ原村が成

立、さらに明治 30 年には 4村と合併し、新たな

関ケ原村が誕生。昭和 3 年に町制を施行し関ケ

原町となり、その後昭和 29 年 9 月には今須村、

玉村、岩手村の一部と合併し、現在の関ケ原町が誕生した。 

 

  現在でも交通の要衝として機能しており、以下の通り恵まれた立地となっている。  

 

（道路網） 

国道 21 号が町の東西を貫いてお

り、大垣市内までは車で 20 分程度、

岐阜市内までは 40 分程度となってい

る。町内には名神高速道路の関ケ原Ｉ

Ｃもあり、名古屋圏、関西圏へのアク

セスも容易である。町の西側には北陸

自動車道もあるため、北陸方面へのア

クセスもしやすい立地となっている。 

 

（公共交通機関） 

町内には東海道新幹線が通過しており、隣の滋賀県米原市には米原駅がある。また在来

線は東海道本線(在来線)の関ケ原駅がある。こちらも名古屋、京都へのアクセスもしやすく

なっている。 
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（2）人口の推移 

【0～14 歳の子どもが減る一方、 65 歳以上

の高齢者が増加。15～64 歳は減少が続く】 

平成 17 年の国勢調査人口は 8,618 人で

県内第 38 位の人口規模である。この数値

は前回の平成 12 年調査時に比較して 492

人の減少であり、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、522 人となっている。 

平成 26 年の年齢３区分別の構成比は、

0-14歳が789人で10.5％、15-64歳が4,124

人で54.6％、65歳以上が2,629人で34.8％

であり、この数値を平成 17 年値に比較す

ると 0-14 歳で 26.8％減、15-64 歳 21.7％

減、65 歳以上では 15.8％増と少子化・高

齢化が進む中、生産年齢人口の減少が続い

ていることを示している。 

また、平成 25 年の社会動態として転入

195 人、転出 286 人で 91 人の転出超過が続

いている。平成 52 年には、5,022 人と平成 27 年から 33.9％と大幅な減少となる見通しであ

る。（出典：総務省「国勢調査」岐阜県「人口動態統計調査」） 

 

（3）事業所・企業数 

【事業所・企業数は大きく減少。創業

比率は県内最低レベル】 

平成24年の事業所・企業数は345

事業所、従業者数は 3,158 人となっ

ている。事業所数は平成 21 年の前回

調査と比較して 73 社減、17.5％の減

少に転じ、従業者数でも 755 人減、 

19.3％減と減少している。 

これらの結果を踏まえると、この

ままの状態が続けば関ケ原町の事業

者数は 10 年後には大幅に減少してし

まうことが予想される。また、事業所

数の減少だけでなく、従業員の雇用と

いう面を見ても、平成 23 年の統計に

よると公務を除く非農林漁業の事業者数は 344 社で、そこで働く従業者数は 3,158 人となっ

ている。事業所の廃業は町の雇用にも直結する大きな問題である。 

（出典：総務省「平成 24 年経済センサス活動調査」） 

 

事業所数が減少するなかで、期待すべき創業の状況は岐阜県内において最低レベルとなっ

ている。当町での創業比率は、0.55％であり、全国平均を大きく下回っている。特に岐阜県

内においては 42 市町村中、41 位となっており、創業をいかに増やしていくかが課題となっ
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ている。 

 ( 出 典：まちひとしごと創生本部 

REASAS) 

 

（4）商工業の現状 

 【第 2次産業が 1/2 を占める産業構造】 

平成 24 年の町内総生産構成比を産業別に

見てみると、「製造業」の割合が最も高く、

全体の 51.6％を占めている。 

次いで「不動産業」の 9.5％、「運輸・通信

業」8.6％、「サービス業」7.3％、「卸売・

小売業」6.6％、「建設業」3.0％、金融・保

険業」2.4％、「電気・ガス・水道」1.2％、

その他 9.2%となっている。 

一方従業者数でも、「製造業」

が全体の52.3％で最も高い割

合となっている。 

次いで「建設業」12.3％ 「卸

売・小売業」10.7％「医療・

福祉」6.7％「宿泊業・飲食サ

ービス業」6.5％「運輸業、郵

便業」3.5％の順となってい

る。 

産業別の推移を平成 13 年と

24 年の比較からみると事業所数で

は、「第 2 次産業」が全体の 1／2 を

占め、従業者数でも全体 52.3%を占

めており、観光地のイメージがあり

ながら、実態は製造業の産業構造に

占める割合が高い地域特性となって

いる。 

（出典：「統計からみた関ケ原町の

現状」岐阜県生活部統計課） 

 

 

 

 

 

当町の事業者が、現在どのような状況にあるのか、数値だけではない生の声を聴く為、、平

成 27 年 7 月に「【経営発達支援計画】策定に係る事業者向けアンケート調査」を実施した。

その結果について、顕著な結果が浮き彫りになった下記 3 項目について記載する。（サンプ

ル数 223 事業所） 
 
「【経営発達支援計画】策定に係る事業者向けアンケート調査」結果より 
 

関ケ原町：0.55％ 
全国平均：1.84％ 
岐阜県平均：1.47％



- 4 - 
 

33件
46件

19件

34%

47%

19%

0%

50%

0件

50件

①いる ②いない ③未定

後継者の有無 件数 比率

Ⅰ.事業承継について 

後継者の有無について調査したとこ

ろ、サンプル数 98 件で「いる」と答え

た方が 33 件：34％、「いない」と答えた

方が 46 件：47％という結果になった。  

また、「いない」と答えた方の中で後継

者を探しているかについて聞いてみた

ところ、サンプル数 46 件で「探してい

ない」と答えた方が 40 件：87％という

結果になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、後継者を探していない理由について調査したところ、サンプル数 39 件で「廃業す

るから」が 26 件：67％と半数以上を占めていることが判明した。 

各設問に回答したサンプル数にバラつきがあるので、推測の域を脱しないが、少なくとも

半数の事業者が後継者が無く、現状では廃業予備軍となっている。廃業を 1件でも食い止め

る為に、円滑な事業承継を支援し、さらには「転業」や「第二創業」への支援が必要である。

 

Ⅱ.従業員雇用対策について 

自社の悩み・問題・課題について聞

いてみたところ、「売上の低迷」が 26％

と最も高く大きな問題ととらえられ

ている。 

一方で「従業員の高齢化」、「従業員

雇用難」がともに 10％と高く、当地

域は新規従業員の雇用確保について

対策が求められている。人材雇用の

課題は緊急のテーマであり、商工会

として至急対策を講じなければいけ

ない。 
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Ⅲ.観光振興について 

観光振興において当商工会にどの

ような取り組みを期待するか聞い

てみたところ、「観光関連業者のリ

ーダーシップによる地域経済への

波及効果を期待する」が 30％と高

く、当商工会が観光振興に対するリ

ーダーシップをとっていくこと、地

域に対して直接的な経済効果を与

えるような取組みが期待されてい

る。 

 

（5）業種ごとの現状と課題 

 ここでは町内で事業所数の多い「製造業」、「小売業」、「宿泊業・飲食サービス」の各業種に

おける現状と課題を抽出する。 

 

＜製造業＞ 

【製造業の出荷額はＨ21,25 年に大き

く減少】 

 

前述の通り、当町は総生産構成比で

「製造業」の割合が最も高く、全体の

51.6％を占めている。この要因として

当町には大規模な製造業の企業・工場

が立地しており、主要な企業としては

下記の事業所が存在している。 

 

 

 
 

企業名 業務内容 会社概要 

関ケ原石材㈱ 

天然石の加工・施工 

（総合石材メーカー） 

資本金：9,600 万円 

売上額：95 億円 

社員数：388 名 

ＴＨＫ㈱岐阜工場 

（本社：東京都品川区） 

機械要素部品の 

開発・製造・販売。ほか 

資本金：34,606 百万円 

売上額：218,393 百万円 

社員数：3,353 名 

㈱関ケ原製作所 

油圧機器、分岐製品、舶用製品、

大型製品（トンネル掘削機） 

精密機械製品の開発・製造 

資本金 2億 7,000 万円 

売上額 110 億円 

社員数：370 名 
 

 いずれも関西経済圏、名古屋経済圏へのアクセスの良さ、周辺地域と比較して安価な地価に

より当地に進出した事業所であり、これらが製造業製造品出荷額の大半を占めている。逆に地

元の小規模な製造業事業者は事業所数の割合は多いが、出荷額は低い割合となっている。 
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 小規模事業者が上記企業の下請けとなったり、上記企業と取引を行っている例は少なく、地

域に核となる企業（コア企業）が存在するという強みを活かせていない。今後は上記のような

企業をバイヤー、小規模事業者をサプライヤーとして位置づけ、双方のマッチングを図るなど

の施策を行うことで、この強みを活かさなければいけない。 

  

＜小売業＞ 

【小売業の商品販売額は激減】 

 

前述の通り、当町も少子化・高

齢化が進む中、個人消費の中心と

なるべき生産年齢人口の減少が激

しく、このままの状態では小売業

の衰退は止められない。 

また地理的な強みであるはずの

アクセスの良さ、交通インフラの

整備環境は、この面では逆に弱み

となっており、消費が確実に町外

へ流れている。町内の地区によっ

ては、同じ岐阜県内である大垣市や岐阜市よりも、県境を越えて滋賀県長浜市や彦根市に買い

物へ行く方が近い地域もあり、週末に滋賀県の大規模商業施設（三井アウトレットパーク滋賀

竜王）へ家族で出かけるという住民も多い。これらへの対策として、地域内での消費を外に逃

さないことも必要である(消費を地域内に留める)。そのためには、個店 1店 1店の魅力の再発

見から、顧客ニーズに基づく品揃えなど取り組むべきことはまだあると考える。 

また当町の人口も減少の一途を辿ることが確実な状況であり、地域内消費のみを頼りにして

いく訳にはいかない。今後はこのような状況の中、町外からの消費を呼び込むという面で、当

町を訪れる観光客に対し、「関ケ原」のブランドやネームバリューといった強みを活用した取

組みが有効であると考える。 

 

＜宿泊・飲食サービス＞ 

 

 当町の宿泊業は客室数も小規模な旅館・民宿が多く、宿泊客は観光客よりも建設業従事労働

者の宿泊が主要顧客となっている事業所も多い。当町への観光客も周辺の大垣市や岐阜市に宿

泊するケースが大部分であり、観光客を取り込めていない。 

 また飲食業に関しては主要幹線道路である国道 21 号線沿いに多く集積しており、一部の店

舗はランチタイムの回転率も高いが、それ以外、特に町内中心部の飲食店の落ち込みは厳しい。

当町では特に農産物等の特産品も無い中で、当地オリジナルなメニューの開発も進んでおら

ず、宿泊業同様に観光客を取り込めていない。 
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大谷吉継の墓 

（6）観光における状況 

 

 「地域ブランド調査 2014」（㈱ブラン

ド総合研究所）によると、関ケ原町の

魅力度は全国 244 位（調査対象 1,047

市区町村）に位置し、岐阜県の調査対

象 26 市町村においては第 6位で、全国

的にブランド力は高く、多くの方に知

られている。戦国の世から泰平の世へ

移行する契機となった「関ケ原の戦い」

の地として、広く知られている当町は

圧倒的強みを持ちながら、これまで十

分にこれを活かせずにいた。平成 27 年 3 月に関ケ原町と岐阜県により取り纏められた「関ケ

原古戦場グランドデザイン」（後述）の調査結果では、年間観光客の推移では、平成 19 年の

107.8 万人から平成 25 年 81.4 万人と大幅な減少となっている。 

（出典：「関ケ原古戦場グランドデザイン」）

 

 

 

一方でＨ22 に開催した「合戦祭り

410 年祭」では多くの観光客が来訪し

ていることから、今後「関ケ原古戦場

グランドデザイン」（後述）にも示さ

れているように「関ケ原古戦場」の歴

史的価値の保全、活用、魅力を伝える

工夫などの施策を進めていくことで、

より多くの観光客を取り込むことが

出来ると考える。 

 

さらに「関ケ原古戦場」を取り巻く状況は、従来

とは大きく異なってきている。「歴女」に代表され

る新しいマニア層の存在である。歴女とは歴史好

き、歴史ファンの女性を示す略語であり、歴史その

ものというより、歴史に登場する特定の人物や人間

関係に強い興味を持ち、まるで俳優やアイドルの追

っかけのようにゆかりの地を訪ね歩いたり、関連グ

ッズを買い求めたりする特に 10～30 代の若い女性

である。これまでの「歴史好きといえば中高年男性」

という常識を打ち破った新しいマニア層として注

目を集めている。自分の好みの歴史上の人物の関連

地を「巡礼」し、さらに彼女らの「客単価の大きい

消費意欲」は当町における活性化の起爆剤と成り得る。実際に「石田三成」や「大谷吉継」、

「島 左近」といったこれまで敗軍の将であり、あまり一般には注目を受けなかった武将達の

当町での陣跡、死没地、墓までもが歴女の「巡礼の地」として活況を呈している。 
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前述の通り、当町と岐阜県では、関ケ原古戦場の有効活用を図るべく「関ケ原古戦場グラン

ドデザイン」を策定し、古戦場が「地域活性化の重要資源」と位置付け、定住人口と交流人口

の拡大を図り、併せて未来へその歴史的意義を伝えていくという役割を担うことを重要な柱と

して、様々な取組みが予定されている。今後は地域の小規模事業者がこれをチャンスととらえ、

この強みを自らの経営に取り込むことが課題であり、当商工会としてはそれに対応する支援施

策、スキームが必要となっている。 
 

（参考） 

関ヶ原町の商工業者、小規模事業者の推移 

年度 商工業者 小規模事業者 

Ｈ17 389 344

Ｈ18 389 344

Ｈ19 389 344

Ｈ20 358 295

Ｈ21 358 295

Ｈ22 358 295

Ｈ23 358 295

Ｈ24 358 295

Ｈ25 358 295

Ｈ26 315 263

Ｈ27 315 263

基準日 各年度末 ３月３１日現在の人数。 

商工業者、小規模事業者は事業所統計、経済センサスによる。 

 

【現状と課題】～まとめ 

① 現状 
関ケ原町は、関ケ原古戦場を中心とする観光のイメージが強いが、実態は製造業の産業全体に占

める割合が高い地域特性である。またその観光も地域経済への波及効果には至っておらず、圧倒的

な強みを有しているにも関わらず、これを活かしきれていない。 

 

強み 

・「関ケ原」のブランド力の圧倒的強さ 

・関西経済圏、名古屋経済圏双方へのアクセスが便利 

・地域に核となる企業（コア企業）が存在 

弱み ・地域の強みを自社の経営に活かせていない 

機会 ・「関ケ原古戦場」に対する新たな動きが加速 

脅威 ・他地域と同様、少子高齢化、人口が減少している 
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② 課題 
関ケ原町の現状を踏まえると、産業の衰退に歯止めをかけることが急務であり、そのためには、 

(1) 地域が持つ「強み」を事業者が認識し、それぞれの業種業態に応じて自社の経営に活かす 

(2) 地域が持つ「強み」を活用した形での事業承継、第二創業、創業の増加 

が課題であると考えます。その結果として産業を振興し、地域を盛り上げます。 

 

４．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 

小規模事業者の今後 10 年を視野に入れためざすべき姿は、 

 

「関ケ原の『強み』を自社の経営に最大限活用している小規模事業者が増加し、自

らの特徴ある付加価値を生み出し、結果として地域に 1 社でも多くの事業者が生き

残ること」 

 
と設定します。 
事業者が減少することは、人口減少等の社会構造の変化の中で避けられないことかもしれない

が、交通の要衝としての「地の利」、関ケ原という「ブランド」など、地域の「強み」を事業者自身がし

っかりと認識し、これを最大限活用して経営を継続することが、今後 10 年先の事業者のめざすべき

姿だと考える。   

事業所数は多くはないかもしれないが、地域の中でこのようにキラリと光る事業所を当商工会が 1

社でも多く育て、増やしていくことが、地域全体を盛り上げることに繋がると考える。 

 

(総合的経済団体・支援機関としての商工会の役割) 

 

当商工会は、このような目指す姿を、関ケ原町の事業者とともに共有し、個々の事業者の事業に

ついてはもちろんのこと、地域経済の面的な活性化についても、取り組んでいく。 

これは決して当商工会単独で支援できるものではない。当商工会はその支援の中心となり、行政

をはじめとした関係団体や他の支援機関との連携により、これを実現していく決意である。 

 

５．小規模事業者振興の目標 

 

(目標と方針) 

関ケ原町商工会では、町内の小規模事業者の10年の中長期的な持続的発展を前提にして、今

後 5年間における経営発達支援の目標と方針を、下記のように設定します。 

 

(目標①) 

経営課題に対する意識を高め、地域の強みを十分に理解させた上でこれを自社の経営に

活用させる 

   (方針①) 

事業者自身が経営に対する意識を高めていくことを皮切りに、客観的な経営分析をする中

で、自社の経営に地域の強みを活かす戦略策定を全面的に支援します。その結果として、自

社の特徴ある経営を持続的に行うためのビジネスモデルの再構築を促します。 

(目標②) 

地域が持つ「強み」を活用した形での事業承継、第二創業、創業の増加 
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(方針②) 

現状では、事業承継が進んでおらず、また創業率も低いものの、その立地は、関西経済

圏、名古屋経済圏へのアクセスの良さという部分で、事業者にとって魅力ある地域といえま

す。また関ケ原のネームバリュー、ブランド力、観光資源は生かすべき大きな強みです。 

当商工会は、この魅力ある地域の特性を小規模事業者が最大限活用できるように支援を行

うことで、上記①での、特に既存事業者に対して実施する強みを活かした戦略策定を支援し

ていく活動に加え、これを事業承継、第二創業も含めた創業支援にも応用し、積極的に事業

承継、創業及び第二創業を支援していきます。 

 

これらの目標と方針を中心に、関ケ原町内の個々の事業者に対して、個社の現状と今後につい

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

な振興のあり方」に記載した、「「関ケ原の『強み』を自社の経営に最大限活用している小規模

事業者が増加し、自らの特徴ある付加価値を生み出し、結果として地域に 1社でも多くの事

業者が生き残ること」をめざしていきます。 
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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２９年４月１日～平成３４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】 

地域の経済動向調査は、小規模事業者が経営計画策定の上で重要な情報である地域内外の

経済動向を調査・収集・分析し、数値によるデータ蓄積を行い、小規模事業者の経営計画

策定や経営改善などの具体的提案のための分析資料として役立てることを目的とする。 

 

【現状と課題】 

現在は地域経済動向調査として、商工会独自による関ヶ原町内の定期的な情報収集や統

計調査を実施しておらず、岐阜県商工会連合会が実施する景況調査事業（四半期毎、事前

に選定された 15 事業者を対象）を受託し実施しているが、岐阜県単位の情報となってお

り、またその情報提供としては巡回時の冊子の配布のみであり、町単位での調査と効果的

な提供は実施できていない。 

また、人口減少、経営者の高齢化等により廃業が多くなっていることについて、具体的

な数値に基づく取組みではなかったため、本経営発達支援計画では、経済動向調査を実

施し、外部環境を把握し、経営戦略の立案に活かすことが課題であると感じている。 

 

【事業内容】 

そこで、上記の課題解決を図るため次の 4 つの事業に取組む。 

得られた情報は、収集・整理・分析し、レポートとして纏め、巡回指導等を通じて小規

模事業者に直接提供し、小規模事業者の事業計画策定の資料として有効活用していく。 

また、商工会のホームページに掲載し、誰でも閲覧出来る様、情報提供を行う。 

 

（１）巡回指導時「聞き取りアンケート調査」による情報収集【新規】 
 
当地域の小規模事業者の実態をより明確にするため、経営指導員等の巡回指導時に次の

項目等に係るアンケート調査票を作成し、聞き取りにより管内事業者の経済動向（地域経

済の変化・予測等）を把握するとともに、事業計画を策定する上のベースとなる地域経済

の基本情報を整備する。 

また、会員毎に経営カルテとともにファイリングし、少ない職員でも効率的に支援でき

るよう、職員全体で情報共有を図る。 
 
アンケート調査に係る調査目的・調査項目・具体的調査手順は以下の通りである。 
 
 

 

 

 

 

調査目的 

全小規模事業者のうち、調査に協力して頂ける小規模事業

者の経営内容を把握し、関ヶ原町管内の経済・景気動向を

業種別に正確に把握することを目的とする。 
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（目標） 巡回時聞き取りアンケート調査数 
 

 現  状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

アンケート数 未実施 35 件 35 件 35 件 35 件 35 件 

 

（２）「業種別景況調査」の活用による情報収集【拡充】 

これまで当商工会では、岐阜県商工会連合会が実施する景況調査事業（四半期毎、事前

に選定された 15 事業者を対象）において、15 事業者の協力を得て 4 半期に一度、売上・

採算等経営状況と設備投資、経営上の問題点などの事項について調査を実施してきた。 

調査データの活用については、調査先の理解を得て、業種別に地域経済動向を調査分析

する。 

調査結果は、経営指導員等の巡回時に、岐阜県商工会連合会が毎月発行する「ぎふ商工

連商工ニュース」の中小企業景況調査報告書概要により、県内業種別景況を情報提供する

とともに、当商工会職員ミーティングで結果を検証し、ホームページ上で閲覧できるよう

に体制を整える。 
 
（目標）業種別景況調査件数 
 

 現  状 H29年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33年度 
調査件数 15 件 15 件 15 件 15 件 15 件 15 件 

調査回数 4 回 4回 4回 4回 4回 4回 

 

調査項目 

●事業所概要 

（業種・従業員数・主要商品・サービス、取引先等） 

●事業所景況（現状・今後の見通し、売上・仕入の推移等）

●経営上の問題点 

（現在直面している課題、事業後継者の有無及び関係、 

 廃業予定年数等） 

●必要とする支援内容 

（補助事業申請、資金繰り、販路開拓支援等） 

具体的調査手順 

●巡回時に経営指導員が中心となり、職員全員で調査を実施

する。 

●関ヶ原町 8地区に分け、毎月ローテーションし、巡回訪問

を実施する。 

●対象事業所数としては、 

製造業 10 事業所とし、建設業・卸小売業・飲食業・サービ

ス業・その他事業を各 5事業所とする。 

●職員のヒアリングレベルを向上するために、関ヶ原町商工

会独自の「ヒアリングシート」を作成し、四半期毎に情報を

収集し、実施月の翌月までに情報の集約を行う。 

●複数の職員がヒアリングを実施することで、より正確な地

域経済動向調査が可能となる。 



- 13 - 
 

 
（３）地域金融機関及び行政との意見交換による情報収集【拡充】 

これまであまり出来ていなかった地域内の金融機関や、関ヶ原町の関係各課と連携を深

め、金融機関の支店長や町当局の担当課長等との意見交換を積極的に行う。 

また、四半期に 1 回を目途に関係者が一堂に集い「意見交換会」を開催し、金融機関・

行政当局との積極的な情報共有を図り、以下の経済動向について次の様な情報を収集す

る。 
 
○意見交換の主な項目 

県内・町内の景気・経済動向、物価、融資件数、土地情報や金融機関実施の調査情報・

域内の空き店舗の現状・空き家・遊休地などに関する情報、行政の小規模事業者に対す

る施策情報等 
 
（目標）金融機関・行政意見交換会開催回数 
 

 現  状 H29年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33年度 
実施回数 未実施 4 回 4回 4回 4回 4回 

 

（４）国・県・町及び関係団体の行う経済動向資料の活用【拡充】 

現在、多くの経済動向調査が行われているが、これらの資料が小規模事業者支援に効果

的に活用されていないため、次の情報を積極的に活用、整理をすることにより、広域的な

経済動向の把握を行うとともに小規模事業者の現状に合せた情報提供を行う。 

その際、よりリアルタイムで具体的な情報を提供するため、全国商工会連合会より提供

されているタブレット端末を活用し、経営指導員等の巡回指導時に小規模事業者に情報と

して提供する。 
 
※活用する情報 
 
●公共刊行物（政府、業界団体、日本政策金融公庫等が刊行する統計、白書、報告書）

●新聞・雑誌（日経流通新聞、地元出版刊行物、商工会誌、専門誌等） 

●インターネット（日経テレコン、中小企業ビジネス支援サイトＪ－Ｎｅｔ21 等） 

●各種マーケティング機関の資料 

●商工会職員の研修会(経営指導員等ネットワーク会議等) 等々 

 

日常業務において、小規模事業者の事業計画策定に役立つ資料については、適宜、専用

ファイルにファイリングを行う。 

また、「中小企業白書」「小規模企業白書」については、岐阜県商工会連合会西濃ブロッ

ク広域支援室の広域経営指導員との連携を図り、年一回を目途に、内容分析を行う。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【目的】 

自社(小規模事業者自身)の内部環境分析や経営分析を行い、事業計画策定や経営・販売

戦略立案のための基本資料とすることを目的とする。 

 

【現状と課題】 

これまで、セミナー開催時や、巡回・窓口での金融相談・税務相談時などに売上高経常

利益率や損益分岐点など簡易な経営分析をする程度で、本格的な事業計画策定や、経営・
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販売戦略等今後の方向性を導くための継続的な経営分析は実質的に行っていなかった。 

一部、会員企業から高度な経営分析を求められた際には、岐阜県商工会連合会が提供す

る専門家派遣（エキスパートバンク、ミラサポ等）を活用し、専門家に委託する形で対応

していた。 

当地域の小規模事業者は高齢な事業主が多く、新たな商品・サービスの提供や新事業分

野への進出等への意欲は薄く、経営分析の必要性を感じていない事業者が多いのが実情で

ある。 

また、小規模事業者以外においても日常的に経営分析や管理会計に対する意識が低く、

事業計画の策定を含め経営分析に至るケースが少ない状況にある。 

 

以上のことから、 

今後、高齢化が更に進み、後継者難や経営意欲の低下による事業廃止等の事態が多く発

生することを想定し、事業承継問題への速やかな対応や事業引継ぎの提案及び事業計画作

成の意義並びに経営分析の必要性について認識させることが重要であると考えている。 

後継者問題や経営意欲の低下に対応するべく、経営・販売戦略構築のため、内部外部環

境分析や係数に基づいた財務分析等による経営分析を行い、マーチャンダイジング・マー

ケティング戦略による、計画的な経営の実践を促していきたいと考えている。 

 

【事業内容】 

そこで、上記の課題解決を図るため、下記 3 つの事業に取組む。 

なお、経営分析で得られた情報は、既に行っている経営カルテ（ヒアリングシート含）

による管理に加え、数値化し、データ化し、個々の企業の事業計画策定や事業承継支援に

活用する。 

 

（１） セミナーの開催による経営分析の実施【新規】 

岐阜県商工会連合会西濃ブロック広域支援室との連携により開催する『事業計画策定セ

ミナー』や青年部・女性部を対象とした「若手後継者育成事業」による『事業計画策定セ

ミナー』に積極的に参加を促し、事業主の妻や青年部の若手後継者を中心に「経営分析」

の必要性と「事業計画策定」の必要性等について意識付けを行い、経営課題の抽出手法（Ｓ

ＷＯＴ分析・３Ｃ分析ほか）学習し習得するとともに、（独）中小企業基盤整備機構が提

供している経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」等の活用を促すことで、自ら「事

業計画作成」を手掛けようという意識の高揚を図る。 

 

○分析項目⇒提供する商品・サービス等の競争優位性・差別的優位性のポイント等 

ＳＷＯＴ分析→企業の強み、弱み、機会、脅威を抽出し経営課題を検証。 

３Ｃ分析→顧客・自社・競合の関係から、自社の強みや差別化ポイントを分析。 

 

（２）巡回・窓口相談指導時の経営分析【拡充】 

巡回での情報提供や金融・税務などの窓口相談指導時の機会を活かし、個々の企業に対

して、経済動向調査をより掘り下げた分析を行う為、次の項目についてヒアリングシート

による聴き取りを実施する。 

また、必要に応じ、（独）中小企業基盤整備機構が提供する「簡易経営自己診断システム」

を活用する。 
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○分析項目 

経営分析→取扱商品・サービス内容、ターゲット・顧客、販売方法、商品・製品の価格、

売上、取引先からの評価、独自性等。 

財務分析→決算書分析（収益性、安全性、成長性等）、売上推移、ＣＦ。 

組織分析→人員構成、販売体制、製造体制、営業体制。 

 

（３）記帳継続対象者に対する経営分析【新規】 

記帳継続指導対象者（記帳機械化含）に対し、商工会で税務・経理指導を行っている立

場を活かし、経営における経営分析・財務分析の重要性を説明し、その必要性を感じてい

ただけた方に対して、岐阜県商工会連合会が推奨している会計ソフト『会計王』の経営分

析ツールを活用した経営分析指導を行う。 

また、専門家派遣指導時には、ＯＪＴによる当会職員の資質向上を図り、経営指導員と

記帳担当職員が連携して経営分析支援を実施する。 

 

○分析項目⇒会計ソフト『会計王』の財務諸表を活用した収益性、生産性、効率性、

安全性、成長性、同業種指標比較等 

 

（目標）経営状況の分析に関する数値目標 
 

 支援内容（単位） 現  状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

① 事業計画策定セミナー（回） 未実施 2 2 2 2 2 

② 
事業計画（後継者育成）策定

セミナー（回） 

県連実

施 
2 2 2 2 2 

③ セミナー参加目標人数（人） － 30 35 35 40 40 

④ 
巡回における経営分析件数

（件） 
未実施 6 8 8 10 10 

⑤ 記帳継続対象経営分析件（件） 未実施 5 7 7 10 10 

 経営分析合計件数 （件） － 11 15 15 20 20 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)既存事業者への策定支援 

【目的】 

上述の「２.経営状況の分析」の結果を踏まえ、小規模事業者の抱える経営課題を短期的・

中期的として分類、課題解決の優先順位を把握した上で、企業の発達段階（経営状況）に

応じ、事業計画策定を支援することを目的とする。 
 
【現状と課題】 

事業計画については、特に最近では、小規模事業者持続化補助金の申請にあわせて、経

営計画策定セミナーと個別相談会を開催している。 

ただし、セミナーと個別相談会を開催しても、実際に事業計画まで策定する事業者の数

も少ない上に、実施においての伴走支援も補助金の実施段階等にとどまっているのが現実

である。 

今後は、持続的な事業者の発展とともに、事業承継などにも活用できることを意識して、
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関ケ原町内の事業者全体に対して、事業計画(経営計画)の策定の意識づけと策定支援が必

要と考える。 

また、既存事業者のうち、事業承継について悩んでいる事業者も多くなっており、実際

の巡回指導や窓口相談の現場では、最近、後継者への事業承継についての相談が増えてい

る。具体的には、「親族内に後継者候補がおり、本人も前向きに考えているが、どういう

手順で事業を引き継げばよいか?」、「先行き不透明な経営状況の中で子供に事業を引き継

いでよいのか迷っている」などといった話が聞かれる。 

事業承継の問題については、解決策としての後継者の存在がないと、事業そのものを閉

じてしまうことにもつながり、地域全体の活性化にも水を差すことになりかねない。 

そこで、関ケ原町商工会では、既存事業者への事業計画策定支援の中に、事業承継計画

の策定についても、積極的に取り込み、支援していく必要がある。 
 
【計画策定支援の考え方、対象】 

上述の「２.経営状況の分析」の結果を踏まえ、事業計画策定の提案を行う。事業計画セミ

ナーへの参加を通じて、事業計画書の内容を理解して頂き、個別相談により、小規模事業者の現

状の経営状況とこれからの企業としてのあるべき姿について検討するとともに、あるべき姿の実現に

向け、経営理念、経営ビジョンを整理したうえで、顧客のニーズと市場の動向、自社や自社が提供

する商品・サービス・製品の強み、経営方針・目標と今後のプランを取りまとめた事業計画の策定を

支援する。 
 
【支援の具体的手法】 

《集団セミナー》 

① 事業計画策定セミナーによる計画策定方法の指導 [拡

充] 

巡回指導や窓口相談の際に、事業者に対して、事業

計画策定の集団セミナーへの参加を促し、セミナーでは

事業計画書策定において検討すべき事項を明確化して

もらう。 

事業計画書策定において検討すべき事項として、「事

業への想い」「市場の機会/脅威」「自社の強み/弱み」

「目標」「達成手段」「実施上の課題」などについて提示

し、事業計画策定へとすすめる。なお、事業承継計画が

含まれる場合は、「事業承継の課題」「事業承継の具体的

計画」なども含む。 

《個別相談》 

②経営指導員による計画策定支援 [拡充] 

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

聞き出しながら、経営指導員が伴走して計画策定を支援する。特に、財務分析からの結果を踏

まえ、自社の強みと市場の機会から事業者の進むべき方向性を定め、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し、具体策を抽出する。 

また、持続的な発展のためには、確実な利益確保も必要になる。そのために、現在の利益
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の獲得状況をベースにして、次の活動へつながる利益確保についても計画策定の内容とし

て支援していく。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)などを

参考にして、適正な利益水準のレベルをアドバイスしていく。 

② 専門家によるブラッシュアップ [拡充] 

経営指導員が、自身では装備していない専門的なノウハウなどが必要であれば、経営指

導員は、専門家と共に、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、事業計画をブラッシュアップ支援する。各支援機関(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、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

える経営上の課題を明確にし、具体的な施策を計画として定着させ、実行へと向かわせる。 

なお、策定支援の回数は、②経営指導員によるブラッシュアップ、③専門家によるブラッシ

ュアップを合算して、課題に合わせて1事業者あたり3回程度を想定する。 

【定量目標】 

項目 単位 実績 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

事業計画策定 

事業者数 
社 5 10 12 12 15 15 

 

(2)創業予定者(第二創業含む)への策定支援 

 

【現状と課題】 

岐阜県内の西濃地域では、大垣商工会議所を中心に、岐阜県の西濃地域全体(商工会議所・商

工会・自治体)で、創業支援の体制が構築され、「西美濃地域創業支援ネットワーク(仮称)」として活動

しています。この体制を活用し、創業支援が最大の効果を上げるようにすることが求められています。

しかし関ケ原町内では、創業率が低く、現在の商工会活動の中でも、年に数件の窓口での相談に

とどまっているのが現実

です。 

「関ケ原」のブランド力

や交通インフラなどを強

みとして生かした創業が

重要テーマのひとつであ

り、創業の増加のために、

事業計画策定の段階から

手厚く支援することが求

められています。 

 

【目標】 

地域としての創業(第二

創業含む)支援体制を構築し、当商工会がその中心として、大垣商工会議所の創業支援体制ととも

に、事業計画策定を一貫して支援する。 
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【事業内容】 

関ケ原町・大垣商工会議所および他の支援機関と連

携する形で、当商工会にワンストップ創業支援窓口を設

置し、必要に応じて関係機関や専門家を紹介するな

ど、地域資源の発掘や新製品・サービスへのニーズの

掘り起こしから、事業計画の策定に至る領域について、

じっくり、かつ、きめ細やかな支援を実施する。 

 

① 創業支援窓口の設置 [拡充] 
関ケ原町および大垣商工会議所と連携した創

業(第二創業含む)の支援体制を構築する。同時

に、金融機関、岐阜県産業経済振興センター、岐

阜県信用保証協会等の支援機関においても創業

の支援を実施していることを紹介することで、様々

な角度からの事業の評価・支援体制を提供する。 

具体的な支援内容として、当商工会に、相談窓

口を設置し、経営指導員が、開業に向けたステップや手法、支援体制などについて相談に対応

する。 

 

② 創業塾・個別相談の開催 [拡充] 
大垣商工会議所を中心に、関ケ原町商工会も参画する「西美濃地域創業支援ネットワーク

(仮称)」が、各支援機関・金融機関等と連携し、中小企業支援ナビ、中小企業庁ミラサポ等と相

互協力して「創業塾」(第二創業含む)を開催する。当商工会からは、窓口として参加者を派遣

し、開業に向けた心構え、必要な知識、手法を取得するとともに、創業に向けた事業計画を具体

的に策定する。 

 

③  経営指導員による計画策定支援 [拡充] 
創業計画/第二創業計画策定に必要な検討事項に基づいて、計画書のストーリーを、事業

者及び創業予定者の考えを聞き出しながら、経営指導員が伴走して計画策定を支援する。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。 

特に、自社の強みを中心とした計画内容だけでなく、適切な利益が確保でき、持続的な発展

が可能になる財務計画について、深く支援していく。 

④  専門家によるブラッシュアップ [拡充] 
支援依頼を受けた経営指導員は、専門家と共に、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、創業計画/第二創業計画をブラッシュアップ支援す

る。 

さらに、事業者の意向により、創業補助金の申請などについても、認定に至るまで手厚く支援

する。さらには、事業計画に基づく専門家派遣などの支援策の活用についてもアドバイスする。

なお、策定支援の回数は、③経営指導員によるブラッシュアップ、④専門家によるブラッシュ

アップを合算して、1事業者あたり4回を想定する。 

 

実施の伴走支援

ワンストップ創業支援窓口
の開設・相談対応
(関ヶ原町商工会)

創業塾の開催
(西美濃地域創業支援ネット 

ワーク)

経営指導員による
計画策定支援
(関ケ原町商工会)

創業に 
向けた知識装備
事業計画策定

(必要な場合)
専門家による計画
ブラッシュアップ支援

創業計画の 
ブラッシュアップ

( 必要な場合)
創業計画  ブラッシュアップ

事業計画策定の 
必要性理解 

計画の実施へ
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【定量目標】 

項目 単位 実績 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

創業塾 

参加者紹介数 
人 １ 1 1 1 2 2 

創業計画 

策定支援回数 
回 １ 4 4 4 8 8 

創業／第二創業 

計画策定件数 
件 １ 1 1 1 2 2 

 

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】 

事業計画(既存事業者だけでなく、創業/第二創業、事業承継も含む)の実施については、前述の

通り、策定自体の数も少なく、また、策定後の伴走支援についても、補助金獲得における補助事業の

実施に伴うものにとどまっているのが現状です。 

今後は、持続的な事業者の発展のために、事業計画策定後の伴走支援の充実が必要になってい

ます。 

 

【目標】 

事業計画策定後、その計画が確実に実施されるよう、策定後の伴走支援を一貫して実施する。 

 

【事業内容】 

策定した事業計画が順調に進むよう経営指導員が伴走型支援を行う。計画と実態に差異が生じた

場合には経営指導員が適切な支援を行うが、必要に応じて他の支援機関と連携し丁寧にサポートす

る。 

① 経営指導員によるフォローアップ [拡充] 
経営指導員は、計画書策定が完了したら、既存事業者に対しては3か月に1度程度、創業事

業者に対しては2ヶ月に1度程度、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 (創業の場合は、立ち上がりを手厚く確実にフォローすることで、創業直後の廃

業率を下げるため頻度を多く設定している) 。 

なお、進捗が芳しくない、もしくは芳しくなりそうな兆しがある場合は、新たな支障が生じてい

る可能性があると推定した上で、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。 

その際には、表面上の問題だけにとらわれるのではなく、「なぜなぜ分析」(問題を引き起こし

た要因を提示し、さらにその要因を引き起こした要因を導き出すことをくり返すことで、重要な問

題にたどり着く分析手法)で原因を追求することで、効果的な解決策を導き出すことに努める。 

それでも、経営指導員で問題の要因追求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。 

② 専門家派遣によるフォローアップ [拡充] 
支援依頼を受けた経営指導員は、相談カルテ、策定された事業計画書に基づいて、対象と

なる小規模事業者の意向により、専門家とともに、事業計画の実施上での課題解決だけでな
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く、経営革新計画や経営力向上計画についての国、県の法承認、認定などについても手厚く

支援する。 

③ 資金面での支援・フォローアップ [拡充] 
立案・実施している事業計画を元に、必要な資金の調達においては、日本政策金融公庫や

地域金融機関と連携して、小規模事業者が持続的に事業を発展させていくために低利な資金

を斡旋する。同時に、調達後のフォローも随時実施する。(小規模事業者経営改善資金融資制

度[マル経融資]、小規模事業者経営発達支援融資事業などを活用する) 

 

【定量目標】 

項目 単位 実績 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
既存事業者の事業計画策定後 

フォローアップ支援回数 
回 5 40 48 48 60 60 

創業/第二創業計画策定後 

フォローアップ支援回数 
回 0 6 6 6 12 12 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

現在は、巡回指導や持続化補助金の申請などの際に、一部の事業者に対して、口頭などで情報

提供しているレベルであり、系統的な情報提供をするまでは至っていない。 

今後は、事業者の持続的な発展を意識すると、客観的なデータに基づいた経営判断が求められ

てきます。そのためにも、当商工会として、個々の事業者のそれぞれの商品・サービスに関係する需

要動向の情報を、その個社に確実に届けられ、それをきっかけに経営支援へと結び付けていくことが

できるような体制を構築していく必要があります。 

また、第二創業も含めた創業計画や新事業への進出計画など、今後ニーズも拡大していく領域に

対応するためにも、情報提供の体制が必要になっています。 

【目標】 

事業計画策定後を中心に、個々の事業者の事業に関わる市場情報の提供を、主体的に実施し、

その情報提供を踏まえて、事業者の環境変化への対応を一貫して支援する。 

 

【情報収集項目・調査分析の具体的手法】 

個社の商品・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。 [新規] 

 

① 情報提供先 
事業計画を策定した小規模事業者は、創業(第二創業含む)予定者や事業承継も踏まえた事業

者、新商品・新サービスの開発に意欲的な事業者、販路開拓に積極的な事業者、収益基盤の充

実に前向きな事業者などが多く、持続的な経営に積極的に取り組んでいこうとする事業者である。

そのことから、事業計画を策定した事業者すべてに対して、関係する市場情報を積極的に情報提

供する。 
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② 情報内容 
公開されている二次調査データなどのうち、下記のような個社の商品・サービスに関わるデータ

について、個別に関係ある資料を抽出し、情報提供を行う。 

 

また、二次データだけではカバーできない、需要動向については、一次調査としてオリジナル

の調査を実施して、個社の新商品・新サービスについての評価等について提供する。 

個々の調査については、調査対象とする個社の商品・サービスの内容に合わせて、具体的に

検討して、調査を実施するが、ここでは、想定されそうな調査について例示する。 

 

業種 
商品・ 

サービス 
調査対象 調査方法 調査項目 備考 

飲食業 

レストラン

の新メニュ

ー 

当該地元商圏

内の女性20～

30代 

商工会職員および商

工会女性部の家族の

内、対象層で試食を行

い、ヒアリング（サンプ

ル数1回あたり15を想

定） 

味・食感・価格・分

量・訴求方法など

についての生の評

価・声を収集 

ネーミングなどに

ついても聴取 

食品 

製造業 

百貨店・ス

ーパー向

け焼菓子 

女性40～50代

のギフト需要

のある層 

百貨店等のバイヤー

での商品評価ヒアリン

グ（出来るだけ複数の

バイヤーの意見を聴

取） 

商品評価、パッケ

ージ評価、POP評

価、価格・納入体

制評価 

商工会ルートでバ

イヤーを紹介 

部品 

製造業 

特殊機能

ネジ 

自動車部品メ

ーカーの担当

者 

製品に対する機能性

評価、技術評価、改善

要望をヒアリング（出来

るだけ複数のバイヤー

の意見を聴取） 

製品評価、改善要

望、業界でのニー

ズ等を一部アンケ

ート等で収集 

商談会や見本市

でブース出展によ

り実施するのも可 

カテゴリー 調査情報源 抽出項目 活用イメージ 

現在の市場

の定量情報 

「家計調査」、「経済センサ

ス」、「日経テレコン/POS」など

の統計・定量データ 

対 象 と す る 市 場

(BtoC/BtoB) の 規

模、地域、年代層等

想定ターゲットの市場規模

とその経年変化と予測 

現在の市場

の定性情報 

一般的な市場調査のデータを

集 め た 「 調 査 の チ カ ラ 」

(ITmedia社のホームページ)や

個社の事業に関連する商品・

サービスに関するブログやネッ

ト上の口コミなどとともに、関連

する新聞記事・雑誌記事等 

対象とするターゲット

の意識動向や競合

事業者等の動きと評

価 

想定ターゲットの抱える悩

み・不満点と、市場攻略の

アプローチ可能性 

今後の市場

予測情報 

業界分析を得意する「矢野経

済研究所」「富士経済」などの

発表資料 

文部科学省「科学技術予測調

査(デルファイ調査)」や野村総

合研究所「NRI未来年表」、日

経BP未来研究所の発行レポ

ート、博報堂生活総合研究所

「未来年表」、などの予測資料

など 

市場規模の推移と

今後の予測等 

個社の事業計画にかかわる

市場の今後の予測と戦略の

方向性へ反映 
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海外向

け食品

卸売業 

国内向け

菓子のア

ジア展開 

対象国から日

本の国内大学

への留学生 

留学生のネットワーク

での試食により、アン

ケートや生声を収集

（サンプル数1回あたり

15を想定） 

対象国への適合性

(味、デザイン、包

装・形状等)を評価 

大学等との産学連

携窓口に協力依

頼する形で実施 

 

③ 情報提供方法 
情報提供方法は、事業計画を策定した事業者の個社の商品・サービスについて、そのアイテム

レベルで、関連する情報を当該個社に対して提供するものとし、事業計画策定後の巡回指導、窓

口相談時に、資料として提供するとともに、必要であれば、随時、電子メールによる提供も実施す

る。 

 

【成果の活用】 

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

動へと反映させるように、経営指導員がアドバイスする。必要であれば、環境変化に合わせた事業

計画の変更も提案したり、計画変更の支援もすすめる。これにより、環境変化への対応能力を、事

業者に気づかせ、実行させていくことに結び付けていく。また、対象となる個社の商品・サービスに

ついて、現行商品・サービスのリニューアル、次期の試作品開発やブラッシュアップへとつなげて

いく。 

 

【定量目標】 

項目 単位 実績 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

情報提供数 
（既存事業者の計

画策定後フォロー

の支援時） 

回 0 11 13 13 17 17 

※創業／第二創業計画策定も含めて事業計画を策定した事業者のすべてを対象として情報提供するものとす

る。 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

【現状と課題】 

 現在、当商工会では、県連が実施する各種事業の「食のブラッシュアップ事業」「むらからまちから

館」「ニッポンセレクト」などについて町内事業所に斡旋したり、展示会である「メッセナゴヤ」の紹介の

みを行っている程度で、体系的に実施しているわけではありません。 

 また特に、個別の事業者の販路開拓等については、エキスパートバンクやミラサポを活用して、専門

家派遣により対応していますが、今後は、専門家派遣に頼るだけでなく、経営指導員が個別案件のノ

ウハウをストックして行き、情報発信から販売ルート開拓に至るまでのあらゆるジャンルの解決策を提

示できるような体制づくりが求められています。 

 

【目標】 

個々の事業者の事業について、商品・サービスの魅力付け、情報発信・PR、販売ルート開拓、利

益確保の実現まで、全面的に支援する。 
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【販路拡大支援の考え方・対象】 

 現代は「物余りの時代」であり「作れば売れる」という時代ではない。小規模事業者は特に販路開拓

の取り組みを苦手としており、そういった機会が少ないことは事実である。また、小規模事業者の保有

する技術や製商品によって、販売の対象ターゲット・対象市場・対象地域は異なるため、各小規模事

業者の個々の事情に適した支援が必要と考える。よって、本事業においては、小規模事業者それぞ

れの事情を考慮した情報発信の取り組みや消費者・バイヤーと接する機会の提供、ＩＴを活用した取

り組みを継続的に支援することで、認知度向上に貢献し小規模事業者の販路開拓を実現する。 

 対象としては、事業計画を策定した事業者で、市場投入や販路開拓を求めている小規模事業者と

する。 

 

【支援の具体的手法・支援連携体制】 

経営計画の策定・実施支援【指針②】の事業内容と連携し、

個別事業者の経営計画に合わせ、効果を最大化する販路開

拓の活動を、具体化し、伴走支援を実施する。 

 

① 個社の商品・サービスの販路開拓に向けた商品・サービ
スの変更/修正 [拡充] 

需要動向調査で得られた調査結果を反映し、各種の

業界に通じた専門家によるブラッシュアップにより、個社

の開発した商品・サービスの変更/修正を支援する。 

具体的には、商品・サービスの訴求コンセプトの規定、

商品のパッケージデザイン、商品・サービスの内容の改訂などについて、対象市場に通じた専

門家のノウハウを活用しながら、変更/修正をしていく。 

② 販路開拓を目的とする情報発信 [拡充] 
(1)マスメディアへの一斉プレスリリースの実施（新規事業） 

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

スメディア（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ）へのプレスリリースを商工会にて取りまと

めて一斉に実施する。一事業者として実施するよりも、公的支援機関として信頼感のあ

る商工会を通して実施することで、採用される可能性を高くする。 

  

(2)メディアの目を引く魅力向上支援（拡充事業） 

上記のようにプレスリリースを出す際、より洗練された技術や商品・サービスであっ

た方がメディアに取り上げられる可能性は高くなる。よって、メディアに取り上げて頂

くためのポイントを指導することで、効果の向上を図る。 

 

 (3)他社サイトを活用した情報発信型への支援 

事業者が他社の情報発信の仕組みを活用して発信する形の情報発信についても支援す

る。例えばオンラインショップも構築できる全国商工会連合会の「SHIFT」(インターネット事業者

支援)や、本格的なネットショップも簡単作成できる無料ホームページ作成サービス「Jimdo」や

「Wix」等を活用して、売上に直結する「売り場」としての個社のホームページの構築支援も実施

する。商工会ルートだけでのノウハウだけでなく、専門家の派遣もしながら支援を実施する。 

商品・サービスの
変更/修正

販路開拓のための
情報発信

(自社から、他社活用)

販売ルートの開拓
販売機会の獲得

効果的な
情報発信活動

販売機会の
獲得

商品・サービスの
ブラッシュアップ

持続的発展へ
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③ 販売ルートの開拓、販売機会の獲得 [拡充] 
(1)異業種交流展示会「メッセナゴヤ」への出展提案（拡充事業） 

地域外への販路拡大を目指す小規模事業者を対象に、ビジネスマッチングの機会を提供

するため、毎年開催される異業種交流展示会「メッセナゴヤ」に、巡回や窓口相談時、商工

会ホームページを利用し積極的に出展の告知・案内を行う。また、展示会の出展について

は、岐阜県商工会連合会と連携して出展料の一部助成などの支援を行い、小規模事業者の

販路開拓・販売促進の取り組みに対し支援を図っていく。なお、岐阜県商工会連合会ブース

での出展となり、1社単独で出展するよりも存在感を醸し出すことで、訴求力も高まる効果があ

る。 

（2）全国商工会連合会のコンテンツを活用（拡充事業） 

地域外への販路拡大を目指す小規模事業者を中心に、全国商工会連合会が関係する

「むらからまちから館」・「ニッポンセレクトcom」・「ニッポン全国物産展」への出展による販路開

拓・販売促進支援を実施する（むらからまちから館は年２回募集、ニッポンセレクトは随時募

集）。なお、「むらからまちから館」・「ニッポンセレクトcom」は常設販売することで、知名度向

上・売上増加が期待でき、「ニッポン全国物産展」への出展は、県を代表しての出展となるた

め、注目度は高く、出展による販路拡大の効果は高いと考える。 

（3）地元信用金庫等主催のビジネスマッチングへの参加提案（拡充事業） 

地元信用金庫が主催するビジネスマッチングへの参加を提案する。本ビジネスマッチング

は参加企業に中堅・中小企業が多いため、小規模事業者にとっても継続的な取引につなが

る可能性が大きく、商談に向けての助言・指導も行う。 

(4)十六銀行「逆見本市商談会」への参加提案（新規事業） 

大手企業との商談・取引を希望する製造業の小規模事業者を対象に、十六銀行と連携

し、同行が開催している「逆見本市商談会」への参加を促し、中堅・大手企業との商談機会を

創出する。十六銀行と岐阜県商工会連合会が包括連携協定を締結していることから、このル

ートを使い、前述の通り町内に存在する核となる企業と小規模事業者とのマッチングを促進

する。 

※「逆見本市商談会」は、製造業を中心とした中堅・大手企業のバイヤーを招聘する商談会

（1社のバイヤーに対し1回の商談会を開催）で、平成23年から80回以上開催し、延べ1,000件

以上の商談を行っており、成約率は30％を超えている。 

なお、販路拡大の支援により、1事業者に対して3件程度の商談を実現することとする。 

【定量目標】＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

マスメディア活用支援

上段：プレスリリース

実施事業者数 

下段：魅力向上支援事

業者数 

0 4 4 5 5 6

0 6 6 6 7 7
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他社サイトを活用した情

報発信実施事業者数 
0 4 4 5 5 6

各種展示会の出展支援

事業者数 

・メッセナゴヤ 

 

0 2 2 2 3 3

0 6 6 6 9 9

全国商工会連合会のコ

ンテンツを活用 
・むらからまちから館 

・ニッポンセレクト 

・ニッポン全国物産展 

0 2 2 3 3 4

地元信用金庫開催のビ

ジネスマッチング 

上段：出展事業者数 

中段：商談件数 

下段：商談成立件数 

0 0 1 1 2 2

0 0 3 3 6 6

0 0 1 1 2 2

十六銀行「逆見本市商

談会」 

上段：出展事業者数 

中段：商談件数 

下段：商談成立件数 

0 0 1 1 2 2

0 0 3 3 6 6

0 0 1 1 1 2

※原則、事業計画策定事業者にはいずれかの支援を実施する。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

【現状と今後の方向性】 

当町と岐阜県は、平成 27 年 3 月に古戦場の「保存活用基本構想」「保存管理計画」も踏ま

えながら飛躍的な交流人口の拡大のチャンスとも言える 2020 年の東海環状自動車道全線開

通を視野に、関ケ原古戦場の整備と活用の指針となる「関ケ原古戦場グランドデザイン」を

策定した。 

関ケ原観光協会では、新たな観光魅力づくりを推進する「計画」に積極的に取り組み、関

ヶ原古戦場の紹介、ホームページを活用した観光情報を含む情報化の推進、関ヶ原ガイドの

実施などを推進している。  

このような状況を踏まえて当商工会としても、観光協会の活動と連携して、各種イベント

開催、新たな視点から当地域を案内する観光パンフレット作成等、魅力ある観光地づくりを

目指して活動する。 

加えて、個々の小規模事業者の持続的発展と新規従業員の雇用対策に係る支援を実行する

ことで、地域全体の経済の活性化に繋がる取組みを実施する。 

 

【事業内容】 

（１）「関ケ原合戦まつり」において特産品販売と観光ツールを配布。【新規】 

関ヶ原合戦まつりは関ヶ原の合戦をもとにして武者行列や合戦パフォーマンスを実施し

たり、多くの事業者によるバザーの実施等で町内外から多くの来訪者のある関ヶ原町のビ
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ックイベントである。 

しかし現在特産品販売コーナーがなく、それを設けることは特産品の販路構築につなが

るため、関ヶ原特産品開発事業において開発できた商品を紹介するブースを設けて販路拡

大支援を行う。 

また観光リーフレットの作成事業で作成したリーフレット及び広域観光コース別マップ

を一年で最も町への来訪者が多い合戦まつりにおいて配布することで町内の事業所の紹

介と地域内消費の拡大を効果的に実施する。 

  

（２）「ＪＲ関ヶ原駅前観光交流館」の活用【新規】 

関ヶ原古戦場グランドデザインで計画されたＪＲ関ヶ原駅前観光交流館が平成 27 年 10

月にオープンした。 

しかし現状関ヶ原町の特産品が少なく販売所において外部の商品が販売されており、販

売所側も町内の特産品を探している。また今後順次観光者向け公的施設の開設が予定さ

れ販売所が増加していくので、商工会としてその販売所における商品の販売棚確保を行

い販路拡大につなげていく。 

 

（目標）観光振興に係る地域活性化への協力 
 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 

特産品販売 未実施 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 
観光ツール 

配布 
未実施 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

販売所での 

販売棚の確保 
未実施 1 か所 1 か所 2 か所 3 か所 5 か所 

 

（３）近隣市町村との連携による新規従業員の雇用対策事業を展開【新規】 

【目的】 

先に実施したアンケート調査結果から、比較的規模の大きい事業者は新規従業員の雇用難

を抱えており、新規人材雇用への取組みを行うことを目的とする。 

 

【現状と課題】 

会員アンケートによると、自社の問題として従業員雇用難を挙げた方が 10％となっており

雇用確保に関する要望が高いが、現在は商工会として雇用対策に関する支援は特に実施でき

ていない。 

 

【事業内容】 

①近隣市町村の関係機関との連携による新規従業員雇用促進。 

岐阜市、大垣市、名古屋市で開催されている“就職フェア”（（例）岐阜新聞社：合同企

業説明会、名古屋市：就職博など）への町内企業の出店促進を行うことで、地元出身者や古

戦場がある関ヶ原町に住みたい・働きたい学生・転職者とのマッチング支援を実施する。 

 

②「就職フェア」出展支援 

当地域における比較的規模の大きい事業所に対して、従業員確保に向けた支援策として

就職フェアに出展するための費用を助成したり、経営指導員が同行し地元企業の魅力のＰＲ

と関ヶ原町のＰＲと生活の説明を行い、マッチング率の向上を図る。 
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（目標）従業員雇用対策支援 
 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 

従業員雇用対策 １件 １件 １件 １件 １件

従業員雇用対策関係 

巡回件数 
10 件 20 件 30 件 40 件 50 件
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※「関ヶ原古戦場グランドデザイン」の概要（参考） 
 

グランドデザインの策定構想は、平成 19 年度の「関ヶ原古戦場保存活用のための基本構想」

を関ヶ原町がまとめ、平成 21 年度の「史跡関ヶ原古戦場保存管理計画」を基にして、岐阜

県と共同で纏めあげたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．関ヶ原古戦場の課題 

「関ヶ原古戦場グランドデザイン策定懇談会」及び観光客へのアンケート調査結果として

下記の課題が浮き彫りとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．関ヶ原古戦場を訪れる観光客の属性 
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３．グランドデザインのテーマ設定 
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４．取組方針 
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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 
 
【目的】 

他の商工会間や支援機関及び外部専門家との積極的な連携によって、需要の動向や国・

県・市等施策の概要・運用に関する情報交換を行うと共に地域小規模事業者の経営課題及

び支援における考え方やノウハウの共有化を図る。 

併せて支援ニーズの掘り起こしを行い、各団体の理解を深め連携を強化することで、新

たな需要の開拓を進める基盤の構築を図ることを目的とする。 
 

【現状と課題】 

当商工会には経営指導員が 1名しかおらず、今まで十分な支援体制が構築出来ていない

ことから、下記の（１）～（６）に取組むことによって、マンパワー不足による支援力不

足を解消し、連携による支援体制を確立する。 
 

【実施内容】 

（１）岐阜県西濃地域の 9商工会において、年間 4回開催される各商工会長による地区連

絡協議会や事務局長・ 経営指導員による西濃地区職員会議を通じて、支援の現状や課

題、支援ノウハウについて情報交換を行うとともに、地域の経済情勢や需要動向等に

ついても情報交換を行う。 
 
（２）小規模事業者への支援の効率化と利便性を図る為、各単位商工会の補助事業の申請

や、事業計画作成支援事例や専門家派遣による税務・労務・法律・事業計画作成事例

等の情報収集、データ化を図り、支援者の能力向上を図るとともに地域商工業者への

効果的な支援を図る。 
 

（３）各単位商工会に配置されている職員数が少なく、高度・専門的支援分野への支援が

十分実施出来ていない状況から、岐阜県商工会連合会では平成 24 年度より広域支援体

制を整備し、県内 5 圏域に「広域支援室」を設置し、ブロックに所属する経営指導員

等の「バックオフィス」として、高度・専門的支援分野への対応と職員のＯＪＴ教育

に重きを置いた支援を行っている。 

設置から 4 年目となり、小規模事業者の「事業計画策定」や「モノづくり補助金等

各種補助金・助成金の申請」「消費税転嫁に係る支援」等着実な実績を挙げつつある。 

今後、専門的な経営課題解決や気付きのヒントになる機会を創出するためにも、広

域支援室を中心とした単位商工会との連携による会員経営診断等の情報交換を密にし

ていく。 
 
（４）岐阜県連西濃ブロック広域支援室の主導により、地域内各単位商工会の経営指導員

が担当している支援案件をそれぞれ持ち寄り、グループワーク形式による（仮称）「課

題解決検討会」を開催し、支援能力向上を図る。 
 
（５）国・県・町等関係団体との連携はもちろんであるが、また、岐阜県商工会連合会で

も商工会長会議や事務局長会議を開催し、情報の交換等支援力向上に向けた会議を開

催している。 

更に岐阜県商工会連合会が代表機関である「がんばる企業応援ネットワークぎふ」

の地域プラットフォームが、去る平成 26 年 4 月に“経営支援に係る包括的連携協定”
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を締結していることからこれを有効活用し、近隣の商工会・商工会議所・町内の金融

機関と支援案件の情報を共有し、支援力の向上や課題解決の為の連携を図っていく。 
 
（６）更に、旧不破郡内商工会（垂井町商工会、大垣市上石津商工会）並びに大垣商工会

議所において、経営発達支援事業に関わる職員の連絡会議を立ち上げ四半期に１回を

目途に会議を開催し、各地域の調査事業の報告・検討など情報交換を行う。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

(現状と課題) 

 本事業の計画推進に特に必要な能力は、「コミュニケーション能力」と「経営支援能力」である。「コミ

ュニケーション能力」については、若手ベテラン問わず磨く必要がある。一方、「経営支援能力」（経営

支援に資する能力）については、各種情報収集から、経営分析、事業計画策定、その後のフォローア

ップまで、自力で体系立てて支援をすることは、どの経営指導員・業務職員についても難しい状況で

ある。これらの支援能力を向上させる仕組みが必要である 

 

(考え方・目指す姿) 

  全国商工会連合会・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

研修に経営指導員が参加することで、「コミュニケーション能力」と「経営支援能力」を確保すること

を重視した支援能力の向上を図ることは、岐阜県商工会連合会および西濃ブロック広域支援室と

協力した育成施策とともに、継続的に実施する。 

さらに、関ケ原町商工会の業務内において事例検討会やＯＪＴを通した情報共有をはかり支援能

力の向上をはかる。同時に、共有した情報は、組織のノウハウ資産としてカルテ・データベースとし

て、ストックし、いつでも見直したり、活用したりできる体制を構築する。 

 

(具体的な取り組み策・ノウハウの共有活動・体制) 

（１）ＯＪＴによる支援ノウハウの向上 

①専門家への同行 

岐阜県商工会連合会西濃ブロック広域支援室と連携して、毎月 1 回以上専門家派遣事業に同

行し、ＯＪＴによる企業支援能力（ヒアリング手法、支援の進め方、分析の視点、事業展開の手法等）

を高める。 

 

②職員同士の同行 

ベテラン職員に若手職員が同行し、事業者との接し方を学ぶとともに経営支援に関するノウハウ

を断片的に学ぶこととする。 

 

（２）ＯＦＦ-ＪＴによる支援ノウハウの向上 

①研修参加によるノウハウの習得 

岐阜県商工会連合会が主催する研修に積極的に参加し、企業支援ノウハウを習得する。 

 

②見本市や商談会、マッチングでの情報収集・ノウハウ化 

見本市や商談会、マッチングイベント等に積極的に赴き、出展企業の魅力的な展示方法やＰＲ

手法を学ぶとともに、参加企業からヒアリングを行うことで商流や商慣習等について学び、小規模事

業者の売上・利益向上につながるノウハウとして蓄積する。 

 

③専門家講師によるセミナー参加 

経営指導員、職員を問わず、専門家が講師を務めるセミナーには参加し、経営支援に関するノ

ウハウの習得に努める。 

 

（３）情報共有に関する仕組み 
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職員間の情報交換により組織内での企業支援ノウハウを共有する。具体的には日々の指導後には

指導カルテを作成し、データベース化して常に閲覧できる仕組みを構築する。また、経営指導員のみ

ならず、他の職員が担当する支援、担当団体の運営上から得た情報を月１回の職員会議で共有し、

データ化しづらい情報も、職員相互の情報交換を積極的に行うことで支援に役立てる。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 
【目的】 

事業の評価・見直しを行うために、各目標達成の進捗状況管理や外部有識者からの評

価・意見・対応策等について提言・助言を受けることで、修正部分及び課題が明確化し、

対応策等についての情報共有や取組みの統一性を図ることを目的とする。 
 
【現状と課題】 

当商工会は、現在、事業の評価・見直しについて特に取り組んでいない。 

こうしたことから支援方針の統一性に欠け、支援体制について十分な対応が出来ていな

かった。 

今後は、下記の（１）～（４）に取組むことによって、事業の評価・見直しを行い、支

援方針の統一性を図る。 
 
【実施内容】 

（１）事業の評価・見直しについては、各目標について事務局長が月々の進捗状況管理を

行い、月１回の職員ミーティングに外部有識者として、岐阜県商工会連合会西濃ブロ

ック広域支援室長にも加わってもらい、事業の進捗状況のチェックを行うとともに評

価、意見、対応策などについて話し合い、 修正および課題について協議し、問題があ

れば対応策を検討する。 
 
（２）更に、本商工会内に組織する（仮称）「経営発達支援事業評価委員会」においても

外部有識者（中小企業診断士等）を委嘱し、年 1回（毎年 2～3月）経営発達支援事業

に係る事業評価及び改善等の提言、助言ついての検証を行う。 

①（仮称）「経営発達支援事業評価委員会」の構成員 

●内部関係者（７名） 

会長・副会長２名・商業部会代表・工業部会代表・観光部会代表・青年部代表・

女性部代表（副会長兼務）  

●外部関係者（３名） 

関ヶ原町地域振興課長（行政機関代表、観光協会代表兼務）・顧問税理士１名 

中小企業診断士１名 

●事務局（２名） 

事務局長・経営指導員１名  
 
（３）事務局内での評価や、「経営発達支援事業評価委員会」の評価・意見については、 

その内容について、本会の理事会の議案事項に上程し、経営発達支援事業の進捗状況 

として報告。理事会において評価・見直し案等を行うとともに、最終的には、その結 

果を総会資料の実績項目に記載、周知を図る。 
 
（４）また、商工会のアクションプランとして毎年県連にも報告し、次年度の計画も明確

にし、ＨＰ に掲載する。 
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併せて毎月会員事業所に配布している広報「商工会のお知らせ」に掲載し周知を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
★経営発達支援計画：ＰＤＣＡサイクルイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

地域事業所の実態調査及び経済動向
調査・分析・把握、経営分析・需要
動向調査・分析・把握、事業計画の
策定・創業・第二創業の実施支援、
販路開拓・売上拡大支援、地域活性
化に資する取組み等について、岐阜
県商工会連合会西濃ブロック広域支
援室からの助言・情報も参考に事務
局で精査し、経営発達支援計画を策
定する。 

【ＰＬＡＮ（計画））】 

目標を設定し、そのために 

何をするのか精査し、計画策定を行う。 

【ＡＣＴＩＯＮ（改善））】 

発見された改善すべき点を是正する。 

●事務局内の評価や、評価委員会の評
価・意見を踏まえ、次に繋げる改善
策を検討。計画全体の質を上げてい
く。 

●その内容については本会の理事会の
議案事項に上程し、承認を得る。 

●最終的に総会資料記載し、周知を図
った後、改善を含め次年度の計画も
明確にし 当会のアクションプラ
ンに記載。県連合会によりＨＰに
掲載。 

●全会員への周知は、当会の広報に
より巡回時に配布、周知を図る。 

●指導員・業務職員・記帳担当職員等各自が、経営
発達計画の内容を理解し、巡回・ 訪問計画を基
本に、巡回事前準備により適切な説明や課題抽
出ができるよう努 め、管内を 8 地区に分け月１
回/全事業所訪問を目標に巡回。 

●小規模事業者にも 発達計画の理解を促し、実態
調査・地域動向の調査から得られた支援を必要
と する小規模事業者をピックアップ。 

●担当者が、責任を持ち他職員や連携団体のアド
バイスを受けながら小規模事業 者の経営改善
やニーズ達成に向け調査内容の把握・計画策
定・創業や販路拡大 等支援等を実施。経営向上
計画申請につなげられるよう取組む。 

【ＤＯ（実行））】 

 計画に沿って業務を行う。 

【ＣＨＥＣＫ（評価））】 

 計画にそって施策が展開されて 

     いるか、検証・評価を行う。 

●担当者が各目標について毎月、進捗状況の管理
を行い、毎月 1 回の職員ミーティン グに外部
有識者として、岐阜県商工会連合会西濃ブロッ
ク広域支援室長にも加わってもらい、他商工会
の 事例の助言も含め、進捗状況報告を行い評
価、意見、対応策について話し合う。 

●次に本商工会の「経営発達支援事業評価委員会」
に外部有識者（中小企業診断士等）を委嘱し、
年 1 回、 経営発達支援計画についての検討会
を実施、評価・意見等を会長に報告する。 
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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 

 

関ケ原町商工会事務局組織図 

（平成 28 年 11 月 1 日現在 職員数：計 5名） 

 

 
 

担当職名 現在の主な事務分掌 発達計画支援事業の事務分掌 

事務局長 
①商工会の運営 
②事務局の統括・外郭団体関連
③補助金・会員体連携 

① 事業全体の統括 
② 事業における行政、支援機関等の調整 
③ 事業の収支予算の管理 
④ 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 

① 事業の円滑な推進に関わる業務全般 
② 支援機関との調整に関わる業務全般 
③ 事業推進のためのデータ管理 

業務職員 
①労働保険事務組合 

②軽微な経営改善普及事業 

① 事業の円滑な推進に関わる業務の補助 
② 事業の推進に関わる事務全般 
③ データ収集・管理に関する業務 

記帳指導員 
①記帳指導 
②軽微な経営改善普及事業 

① 記帳指導におけるデータ収集及び分析 
② データの管理と共有データの作成 

 

 

（2）連絡先  

関ケ原町商工会 

所在地：岐阜県関ケ原町関ケ原２６８２－２ 

電 話：0584-43-0270  
ＦＡＸ：0584-43-1591  
ＨＰ：http://www.gifushoko.or.jp/sekigahara/ 

 メールアドレス：sekigahara@ml.gifushoko.or.jp 

   

 

 

経営発達支援計画実施体制

事務局長

1名

経営指導員

1名 
業務職員

2名
記帳員 
1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） 

 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額  22,500 22,500 22,500 22,500 22,500

 経営改善普及

事業指導職員

設置費  

経営改善普及

事業指導事業

費  

20,500 

 

 

 

2,000 

20,500 

 

 

 

2,000 

20,500 

 

 

 

2,000 

20,500 

 

 

 

2,000 

25,500 

 

 

 

2,000 

（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 

岐阜県補助金、関ケ原町補助金、会費収入、各種手数料収入等 

 

 

（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 地域経済動向・需要動向調査にかかる連携 

② 事業計画策定・事業計画の実施支援にかかる連携 

③ 資金調達支援にかかる連携 

④ 創業支援にかかる連携 

⑤ 事業承継支援にかかる連携 

⑥ 販路開拓支援にかかる連携 

連携者及びその役割 

 

(1)岐阜県 商工労働部商工政策課ほか       

  知事 古田 肇   岐阜県岐阜市薮田南２丁目１番１号 

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

② 経営革新計画申請にかかるアドバイスを受ける 
③ 商工業振興施策活用についてのアドバイスを受ける 
④ 許可業種の開業時等のアドバイスを受ける 

 

(2)岐阜県商工会連合会・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丁目 14-53 ふれあい福寿会館９階 

  西濃ブロック広域支援室   岐阜県大垣市昼飯町 108  大垣市赤坂商工会内 

① 地域経済動向・需要動向の情報提供と詳細についての指導を受ける 
② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 
③ 商品・サービスのブラッシュアップにかかる専門的な支援を受ける 
④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 
⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 
⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける  

 

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

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

  (よろず支援拠点 : チーフコーディネーター 三輪知生) 

① 地域経済動向・需要動向の情報提供を受ける 
② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 
③ 商品・サービスのブラッシュアップにかかる専門的な支援を受ける 
④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 
⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 
⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 

 
(4)岐阜県中小企業団体中央会  

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

① 地域経済動向・需要動向・組合活動の情報提供を受ける 
② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 
③ 商品・サービスのブラッシュアップにかかる専門的な支援を受ける 
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④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 
⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 
⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 

 

(5)中小企業基盤機構 中部本部                  

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

① 地域経済動向・需要動向の情報提供と詳細についての指導を受ける 
② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 
③ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 
④ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 

 

(6)日本政策金融公庫 岐阜支店                 

  支店長 木村正明  岐阜県岐阜市吉野町 6-31 岐阜スカイウイング 37 西棟 2Ｆ 

① 地域経済動向・需要動向の情報提供を受ける 
② 資金調達にかかる支援を受ける 

 

(7)岐阜県信用保証協会                         

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

① 地域経済動向・需要動向の情報提供を受ける 
② 資金調達にかかる支援を受ける 

 

(8)関ケ原町                      

  町長 西脇 康世  岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原 894-58 

① 人口統計など地域経済動向・需要動向の情報提供と詳細についての指導を受ける 
② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 
③ 資金調達にかかる支援を受ける 
④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 
⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 
⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 

 

(9)関ケ原町内の金融機関(大垣共立銀行、十六銀行) 

大垣共立銀行関ケ原支店 支店長 荒井 学 岐阜県不破郡関ｹ原町関ｹ原 900 

十六銀行関ケ原支店 支店長 松原 俊彰  岐阜県不破郡関ｹ原町関ｹ原 2083-2 

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 資金調達にかかる支援を受ける 
④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 
⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 
⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 
 

(10)西美濃地域創業支援ネットワーク[仮称] (大垣商工会議所)                           

  (大垣商工会議所会頭 堤 俊彦)  岐阜県大垣市小野 4丁目 35 番地 10 大垣商工会議所内 

① 創業支援にかかる情報の収集・提供と創業塾の開催、および、高度かつ専門的な支援指

導を受ける 
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(11)岐阜県事業引継ぎ支援センター                           

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

① 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 

 

(12)各種専門家                           

 (中小企業診断士、税理士、弁護士、IT コーディネーター等) 

① 地域経済動向・需要動向の情報提供を受ける 

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

③ 資金調達にかかる支援を受ける 

④ 創業支援にかかる専門的な課題について支援を受ける 

⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援指導を受ける 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ミラサポ】地域ＰＦ“がんばる企業
応援ネットワークぎふ”

（垂井町・大垣市上石津商工会）
（大垣商工会議所）
岐阜県信用保証協会

(独)中小機構中部本部
(公財)県産業経済振興センター
(公財)ソフトピアジャパン
日本政策金融公庫岐阜支店
岐阜県事業引継ぎ支援センター
岐阜新聞

関ヶ原町

【町内の各種関係機関】

関ヶ原観光協会
関ヶ原町歴史民俗資料館
ＪＲ関ヶ原駅前交流館
㈱十六銀行関ヶ原支店
㈱大垣共立銀行関ヶ原支店
ＪＡにしみの関ヶ原支店
ＪＡにしみの今須支店

関ヶ原町
商工会
④⑤

（仮）『経営発達支援事業評価委員会』

関ヶ原古戦場グランドデザイン策定懇談会

西濃ブロック
広域支援室

岐阜県連

関ヶ原町の小規模事業者

①

②③
⑧

⑥⑦ ②
⑨

⑩

⑫

⑪
⑫

①⑧

⑪


