
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
 七宗町商工会（法人番号４２００００５００７１５７） 

実施期間  平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

中長期的な振興のあり方を踏まえた小規模事業者振興の目標 

1）積極的な創業促進と円滑な事業承継による小規模事業者数の維持 

2）経営を持続できる経営資源を最大限に活用した小規模事業者の育成 

3）交流人口の増加による観光消費の創出 

事業内容 

 

１.経営発達支援事業 

 1）地域の経済動向に関する情報提供【指針③】 

   ・経済動向を把握し、的確な支援を行うための資料として活用します。 

   ・情報提供により課題抽出や経営計画の策定に役立てます。 

   ・各種データをわかりやすく加工した『総合レポート』を作成し提供します。 

2）経営状況の分析に関すること【指針①】 

   2段階の分析方法により、経営分析の経験のない事業者でも抵抗なく分析を受けら

れるよう工夫します。分析結果について詳細に説明する過程で、事業計画策定の

必要性に対する認識を深めていきます。 

 3）事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   ・個社支援により事業計画策定について伴走型支援を行います。 

  ・セミナー参加者に対し、関係機関と連携しながら策定支援を行います。 

   ・創業個別相談会を開催し創業希望者の事業計画策定を支援します。 

 4）事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   ・計画策定者全員を定期的に巡回し、進捗状況のチェックを行うと共に計画遂行

上の課題がある場合には、専門家派遣制度により課題解決を図ります。 

   ・創業者－毎月 1 回以上、事業承継者－4 半期に 1 回以上定期的フォローアップ実

施し手厚いフォローを実施します。 

 5）需要動向調査に関すること【指針③】 

   ・商品開発や販売促進に各種データからの情報抽出と独自調査のデータを組み合

わせた情報提供を行います。 

 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】 

   ・販路拡大のために展示会等やビジネスマッチングへの出展を促し新たなビジネ

スチャンスの発掘を支援します。 

     ・ＩＣＴを活用し、全国・世界への販路拡大を支援します。 

 

２．地域経済の活性化に資する取組 

・地域特産品の販売、商品開発を積極的に行います。 

 ・地域の特産品及び観光資源の発掘・魅力アップと周知を図ります。 

 

連絡先 

七宗町商工会  〒509-0401 岐阜県加茂郡七宗町上麻生 2277-1 

        Tel 0574-48-2080 Fax 0574-48-1994 

         Mail：hichisou@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 

Ⅰ地域の概要 
 

１．地域の概要 

七宗町は、日本列島のほぼ中央岐阜県

の中南部に位置し、加茂郡に属していま

す。美濃加茂市まで約１７㎞、県都岐阜

市まで約４５㎞、名古屋市までは約５９

㎞の距離にあって、東西・南北はそれぞ

れ約１２㎞の広がりをもち、面積は９０．

４７㎢あり、飛騨川沿いに国道 41 号線が

また、JR 高山線上麻生駅があります。 
 町域の９０．３％は標高２００～７０

０ｍの山林が占め、平地は極めて少なく

町内を流れる飛騨川・神渕川及びこれら

の支流の渓谷沿いに農地や宅地が点在す

る状況となっています。本町を形成する

地域としては、大きく分けると神渕、上

麻生、川並、中麻生となり、学校区では、

神渕校区と上麻生校区に分かれ、地域の均衡ある発展が図られています。 
 また、七宗橋から勝橋間の飛騨川には、大小合わせて約８８０個余りの甌穴群（ポッ

トホール）が点在し、その風光明媚さから、飛騨木曽川国定公園・名勝「飛水峡」とし

て訪れる人々を魅了しています。 
 
２．歴史と気象 

古代より豊かな森林と清流に恵まれた土地として、人々の営みを育んできました。町

内の各所で発見される出土品からみて、石器時代より多くの先人たちが住み着いていた

形跡がうかがわれます。 
 奈良・平安時代には、御佩郷（みはぎごう）という郷が神渕地区を中心に形成され、

地方行政区域の基礎が確立されました。 
 明治に入り岐阜県の管轄となり、明治２１年町村制の施行により、神渕村、上麻生村、

上吉田村、下麻生村となり、以後小規模な境界変更や合併、編入が行われた。 
 昭和４６年に町制の施行により七宗町が誕生した。平成１５年には美濃加茂市と本町

を含む１市６町１村において、市町村合併について検討を重ねてきたが、最終的には合

併を見送り、これまでどおり七宗町として自立したまちづくりを進めていく方向を選択

し、現在に至っています。 

 また、豊富な山林資源を利用し、林業を中心とした産業が発達してきましたが林業経

営にかかる生産コスト増大や木材価格の低迷、林業従事者の減少や高齢化等、林業にお

ける生産活動は著しく停滞しています。 
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３．人口の推移 

七宗町の人口は、昭和６０年（１９８５）の６．５２７人をピークとして減少傾向が

続いており、平成２２年（２０１０）に４．４８４人となっています。年齢別にみると

年少人口、生産年齢人口は減少していますが、老年人口は増加傾向にあり、特に人口が

ピークであった昭和６０年と構成比を比較すると、年少人口は１９．９％から１０．２％

と半減している一方で、老年人口は１６．１％から３６．５％と倍増しており、少子高

齢化の進行がみられる。 
世帯数も緩やかながら、減少及び一世帯当たりの世帯員も減少していることから、核

家族化の進行もうかがえる。 
人口の減少に歯止めがかからない状態が続く中、子供の減少、65歳以上の高齢者の増

加、特に現役世代の人口減少は、地元企業における労働力の確保、一世帯当たりの世帯

員の減少と相まって消費活動における消費金額の減少と、地域経済活動に影響が生じて

いる。 

 
４．産業構造の推移（業種構成・業種別の事業者数の推移等） 

平成１３年の商工業者数３０７事業所、小規模事業者数２８５事業所から平成２４年

の経済センサス数値では、商工業者数１９３事業所、小規模事業者数１８３事業所と商

工業者数で３７．１％の減少、小規模事業者数は３５．１％の減少となっています。 

七宗町では、木材加工業・家具製造業を中心とした製造業と建設業の割合が高い産業

構造となっており、近年では、特に飲食業と製造業の減少が目立っています。 

 

                       小規模事業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業 種 平成 18年 平成 24年 増 減 

建設業 67 58 ▲9 

製造業 41 32 ▲9 

卸・小売 47 44 ▲3 

飲食業 20 12 ▲8 

サービス業 41 35 ▲6 

その他 1 2 1 

合 計 217 183 ▲34 
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５．地域の特産品・地域資源等 

①特産品 

・岐阜県製茶産地“美濃白川茶” 

・川魚の加工品 

・山菜加工品 

    鮎の甘露煮      イワナの骨酒        梅ジャム 

 

②地域資源（観光資源） 

・飛水狭（甌穴群） 

・日本最古の石博物館（飛騨木曽川国定公園内） 

・道の駅ロック・ガーデンひちそう（飛騨木曽川国定公園内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

               甌穴郡（ポットホール） 

   飛水峡 

   日本最古の石博物館        道の駅ロック・ガーデンひちそう 
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Ⅱ地域の小規模事業者の現状と課題 
１．卸・小売業の現状と課題 

七宗町の卸・小売業は全体として個人の小規模事業者が経営する小売店舗が多く、

消費者ニーズに対応したものとはなっていないのが現状です。 

また、消費者の行動範囲の拡大や、消費者ニーズの多様化により購買力は近隣市町 

の大型店や専門店への流出が著しく、売上の減少と商業者の高齢化が進み、後継者不

足の問題も生じ、厳しい経営環境にあります。山間部に位置する七宗町では、町内の

小売店舗の廃業により食料品や日用品の買い物が困難となっている高齢者も見受けら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．製造業の現状と課題 

七宗町の製造業は、製造品出荷額の約８０％を占める木材加工業・家具製造業を中 

心に、一般機械器具、電気機械器具等、加工組立型産業が主な業種となっていますが、 

その多くは経営規模の小さい小規模事業者であり、生産性の水準が低く、雇用面の不

利な条件で若年層の地域外流出の要因にもなっています。 

また、平成２２年には１２０人を雇用する（内８割が地元採用）工場の撤退があり、 

地元の雇用の場を失った経緯もあります。 

地元の製造業においては、若者の就労機会の拡充や町経済の発展に密接に関連し、

重要な役割を担っていますが、今日の急激な情報化、ソフト化、技術の進歩に的確な 

対応ができていないのが現状で、平成２０年のリーマンショック以降製造品の出荷額、

従業者数ともに回復できていないのが課題です。 
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３．建設業の現状と課題 

七宗町内の多くの小規模事業者は個人事業者の一人親方で、昨今の住宅着工件数の 

減少と大手ハウスメーカーの地方進出により、減少傾向にあります。七宗町で長年事 

業をしてきた信頼により紹介や口コミでお客さんを会得してきましたが、ハウスメー 

カーの攻勢や異業種からの参入など苦戦している状況です。 

また、土木においても、公共事業の減少や近隣市町村の大手企業の参入により、仕 

事の減少、売上の減少に苦しんでいます。 

多くの小規模事業者が販売促進には力を入れておらず、下請体質だったこともあり、

今後の事業継続に大きな問題となっています。 

 

４．サービス業の現状と課題 

卸・小売業と同様に、消費者の行動範囲の拡大や、消費者ニーズの多様化により購 

買力は近隣市町の大型店や専門店への流出が著しく、人口の減少に伴う消費の減少の 

影響が非常に大きく小規模事業者の経営を圧迫している。 

特に自動車整備販売業や理美容業においては、人口の減少は顧客の減少であり、厳

しい経営環境にあります。 

 

５．飲食業の現状と課題 

  飲食業においては、国道沿いで営業している一店舗を除き、すべての店舗は小規模

事業者である。 

国道沿いで営業している店舗と山中で営業している店舗と分かれ町の中心部には飲

食店がない状況です。国道沿いの店舗では一見さんのお客様が多く利用されていまし

たが、最近ではコンビニを利用する方も増え、売上は横ばい状態です。また、山中の

店舗では、知名度が低く地元町民の利用がほとんどであり、こちらも売上は横ばい状

態で七宗町らしいメニューの開発やＰＲ不足が問題となっています。 
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６．地域資源の現状と課題 

近年、余暇時間の増大や広域高速道路網を中心とした交通体系の整備を背景に、 

人々の行動範囲は広域化し、自由な時間を有効に活用するための空間や施設への需要 

が高まっています。 

七宗町では国道４１号線沿いの飛騨木曽川国定公園内に「日本最古の石博物館」 

「道の駅ロック・ガーデンひちそう」の施設が整備されており、これらの施設が十分 

機能していくことが、観光振興を左右する重要な鍵となっており、集客力アップにつ 

ながるイベントの開催や特産品の PRなど、より一層交流人口が増加することが望ま 

れています。 

また、特産品販売においても、商品の品質は良いのですが、広告宣伝・販路開拓を 

あまり取り組んでいなかったため、商品の知名度が低く、顧客ニーズや市場の変化に 

対応できていないのが現状です。 

 

７．七宗町総合計画および産業ビジョンについて 

「七宗町第５次総合計画」では、少子高齢化と人口減少の進行、社会経済のグローバ

ル化、消費型社会への転換、自主自立の分権型社会への移行等、町民生活や地方自治

体を取り巻く環境が大きな変革期を迎え、新たな対応が求められるようになったなか

で、日本の原風景が残る美しい自然環境を生かしながら、次世代を担う子供たちが「ず

っと住み続けたい」転出した若者が「いつかは帰りたい」町外の方が「一度は行って

みたい、訪れてみたい」と思えるような魅力を感じる町づくりにむけて基本コンセプ

トを 

「住みたい 帰りたい 訪れたい 美しいまち ひちそう」 

と設定し、産業分野においては、 

「地域資源を生かした魅力と活力あふれる産業づくり」 

と基本目標を設定し 

・農林水産業の振興 

農林水産業従事者の不足や高齢化に対して、新たな人材の確保、育成を図るとと 

もに、生産基盤の充実、経営体制の強化を促進します。 

また、観光との複合的な発展を目指し、農産物のブランド化や特用林産物の開発 

を推進します。 

・商業の振興 

商業団体の組織強化を図るとともに、後継者や新規企業の育成・誘致、経営環境 

の改善を促進し、地域に根差した商業の振興を目指します。 

また、関連分野間の緊密な連携のもと、商業、金融、医療・福祉、行政機能等、 

暮らしを支える多様な機能を集積させることで地域コミュニティの維持・活性化を

促進します。 

・工業の振興 

東海北陸自動車道や東海環状自動車道の東回りルート、リニア中央新幹線等の広 

域交通体系の整備状況を注視しつつ、企業誘致に向けた諸条件の整理、体制強化を 

推進するとともに、既存企業の近代化と体質強化を図ります。 

また、地域資源を活用した新たな産業の開発、育成に努めます。 
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・観光の振興 

定住・交流人口の増加も含めた総合的な発展の核となる分野として、恵まれた自 

然環境や既存の観光資源に磨きをかけることで、さらなる観光の振興を図ります。 

また、地域おこし協力隊員の配置や他産業との連携強化により自然体験型観光の 

魅力を高め、付加価値の高い観光産業の確立と充実に努めます。 

・雇用・勤労者福祉の充実 

既存企業の経営強化、新規企業の誘致により、若者や女性の地域内就業を促進し 

  ます。 

また、高齢者の知識や経験を生かした雇用機会の創出や仕事と生活の調和の実現

を目指します。 

と定め、第５次総合計画（平成 28年度～平成 37年度）に産業政策の取組として、掲 
げられました。 

 

Ⅲ商工会の役割 
１．これまでの七宗町商工会について 

 ①これまで七宗町商工会が取り組んできたこと 

日本政策金融公庫・岐阜信用保証協会の斡旋による「金融支援」、税理士会・国税 

庁システム e-Taxを活用した「税務支援」、会計ソフトを使用した「経理支援」、岐阜 

県商工会連合会・岐阜県産業経済振興センター・中小機構・ソフトピアジャパンによ

る専門家派遣制度を活用した「経営支援」、労働保険事務組合による「労務支援」、全

国商工会連合会ホームページ作成システム（Shift）による「情報化支援」、町内消費

増加策としてのポイントカード（レッキーカード）の普及とポイントカード会の運営

支援、町内木材加工業者、建築業の振興策としての七宗素材建築組合の運営支援を実

施してきましたが、小規模事業者からの相談や要望に対応する状況がほとんどでした。 

 

 ②これまでの取組から浮かび上がった課題 

・小規模事業者の高齢化による廃業や人口減少による売上の減少が見込まれる小規模 

事業者のノウハウを活かした新商品開発や販路開拓ができていなかった。 

・廃業する小規模事業者に対して、後継者の育成や機械設備の有効利用策など事業承 

継策の支援ができていなかった。 

・新規創業を目指す者が減少しているなか、創業に挑戦する者への支援や人材育成が 

できておらず、結果、新規創業者の減少に拍車がかかってしまった。 

・工業製品出荷額の減少（特に木工製品の減少）が平成 20年のリーマンショックよ 

り立ち直っておらず、独自技術やノウハウを活かした新商品開発、販路開拓、人材の 

 育成ができていなかった。 

 

 ◎上記のとおり、これまでは金融・税務・労務といった基本的な経営改善普及事業を 

主に行ってきましたが、小規模事業者の売上や利益の確保、人材の確保や人材育成を 

し、事業を継続させ、新たな事業者を増やす支援ができていなかったことが、大きな

課題です。 
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 ２．今後七宗町商工会に求められる役割 

 ①地域の総合経済団体として求められる役割 

  七宗町唯一の総合経済団体である七宗町商工会は、観光協会や業界団体等とこれま 

でより一層連携を密にし、七宗町役場と協力して地域産業の維持発展に貢献すること。 

 

 ②小規模事業者支援機関として求められる役割 

・地域の規模も商工会の規模も零細であることを逆手にとり、一人ひとりの小規模事

業者と向き合い、徹底してカスタマイズした支援を行うことで地域の小規模事業者が

利益を確保できるように支援すること。 

・今後も人口減少が著しいと予測される地域内のみを商圏とする事業は継続が困難で

あることから、新たな商品開発・ICT 活用を含めた新たな販路開拓を積極的に行うこ

と。 

・近年急増しているインバウンドを当地域内へ誘導し新たな観光消費を創出できる支

援体制の整備。 

 

Ⅳ小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
１．当商工会の小規模事業者の中長期的な（向こう 10年程度）振興のあり方 

  上記の現況・課題・町の産業ビジョンを踏まえた当商工会の「小規模事業者の中長

期的な（向こう 10年程度）振興のあり方」は次の通りです。 

 

『地域の人口減少と高齢化の進展という厳しい経営環境の中で、地域住民の生活イン

フラとしての役割を果たすべく小規模事業者の売上増加と利益の確保及び、地域経済

力の向上として、小規模事業者数の割合が高い建設業、製造業の活発な経済活動の向

上を図ります。加えて、小規模事業者数維持のため、創業支援と円滑な事業承継を積

極的に支援します。また、観光資源、地域資源を活用した交流人口増加を図ります』 

 

  商工会は、本経営発達支援計画に基づき、個々の事業者の経営課題に取組、外部環

境の変化を把握しつつ、自社の強みを最大限に活かした事業計画の策定及び実施支援

を伴走型で実施します。その為に、経営指導員等の資質向上を図りつつ関係する諸機

関（岐阜県商工会連合会・岐阜県産業経済振興センター（よろず支援拠点）・中小機

構・地元金融機関等）と連携を図りながら以下の目標を達成します。 

 

Ⅴ小規模事業者振興の目標 
１．中長期的な振興のあり方を踏まえた小規模事業者振興の目標 

 ①積極的な創業促進と円滑な事業承継による小規模事業者数の維持。特に地域経済の

基盤となっている建設業、木材加工業・家具製造業においては経営の強化を図り小

規模事業の事業継続力を向上させる 

 ②経営資源、地域資源を最大限に活用し、今後のさらなる人口減少が予測される中で

も経営を持続できる小規模事業者の育成 

 ③観光資源の活用による交流人口の増加による観光消費の創出 
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２．小規模事業者振興のための実施方針 

①全職員があらゆる機会（巡回指導・経営相談・記帳・税務・労務等の指導）を捉え

て支援案件の発掘を行い、事業計画の策定のみならず定期的フォローを含めた実施

支援を行い、小規模事業者に寄り添った伴走型支援を実施します。 

 

②買い手の立場に立って、買い手が必要とするものを提供する発想で、顧客ニーズや

市場動向を敏感にキャッチできるよう、幅広い情報収集を行い小規模事業者個々の

実情に応じた的確な情報提供を行います。 

 

③製造品出荷額の約８０％を占める木材加工業・家具製造業等の活発な経済活動を支

援するため、異業種交流、展示会等の情報提供を行います。 

 

④過疎地域ゆえ商圏外での取引を拡大するために、ICT を活用したネット販売や都市

部での見本市やビジネスマッチング等への積極的な出展を支援します。 

 

⑤地域の小規模事業者数の維持のために行政や近隣の商工会等と連携し、創業セミナ

ーの開催や円滑な事業承継のための個社支援を展開します。例えば高齢廃業する小

規模事業者の設備を借用し創業・事業承継者を育成するなど地域産業の持続化の支

援を行う。創業・事業承継後は、定期的なフォロー支援を実施します。 

 

 ⑥地域の資源を活用し、新商品・特産品開発を支援し、観光資源と併せてホームペー

ジの整備、各種イベントへの出展による情報発信を行い、交流人口増加による観光

消費を支援します。 
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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３０年４月１日～平成３５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】 

 

（1）現状と課題 

経済動向については、全国商工会連合会や岐阜県商工会連合会が実施する小規模事業者関

係の景況調査など数多くある。これまで景況調査をはじめ各種動向等の情報提供を行ってき

たが、公表された情報を加工、編集せずそのまま提供を行っていたためわかりにくく小規模

事業者が有効利用するまでに至っていない。また、職員も商工会が事業者支援を行うにあた

って地域を把握する有益な情報として活用していなかった。 

今後は、複数の他機関が調査集計した経済動向調査（２次データ）から情報を集約し、当

商工会独自が行う調査（１次データ）の結果と比較検証することで地域の経済動向を正確に

把握し、的確な指導を行うための基礎資料とし、当商工会地域の小規模事業者に合わせた情

報を提供していく。 

 

（2）目標 

業界、地域の経済動向を把握し個社に合わせた情報を掴むことで小規模事業者に対して的

確な支援を行うための資料として活用する。また、小規模事業者にとって有益な情報提供を

行うことで、小規模事業者の抱える課題抽出や経営計画の策定に役立てる。 

 

（3）調査分析の具体的手法 

全国、岐阜県、七宗町の発表するマクロレベルで収集した経済動向や経営動向に関する情

報（2 次データ）を総合的に収集、整理する。収集する情報は、以下のものとし、全国、県、

町レベルでの情報を集約する。これに加え、年１回地域内の事業所経営動向・景況動向など

に関する「七宗町商工会地区経営状況把握調査」（独自調査）を実施することで 1次データを

収集し、当商工会地域の景況情報を比較検証した結果を把握する。 

 

 

（4）事業内容・情報収集項目 

① ２次データを活用した地域の経済動向情報【拡充】 

 下記の調査資料等を活用し、当商工会の産業構成を踏まえ関連する業界・業態の景況情報等を

収集する。 
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＜経済動向等の情報源とその活用＞ 

情報源 情報収集項目 活用方法 頻度 

「小規模企業白書」

（中小企業庁） 

全国の小規模事業者

が抱える経営課題な

どの項目 

七宗町商工会地域小

規模事業者の経営課

題等と比較(「独自調

査」 )し、七宗町商工

会地域の傾向を分析 

年 1 回(白書公開後) 

「中小企業景況調査」

（全国商工会連合会・

岐阜県商工会連合

会） 

業種別景況 DI 値（売

上、仕入、資金繰り、

全体の景況感等） 

全国や岐阜県と、七

宗町商工会地域の DI

値と比較 ( 「独自調

査」 )し、七宗町商工

会地域の傾向を分析 

年 4 回(下記「独自調

査」と合わせて行う) 

「経済センサス・商業

統計」（総務省統計

局） 

事業所数・販売額・従

業員数等 

岐阜県の同項目と比

較し七宗町商工会地

域の傾向を分析 

調査結果に合わせて

(約 2 年に 1 回) 

「ぎふ経済レポート」

（岐阜県商工労働部：

毎月） 

「景況調査」 (岐阜県

産業経済振興センタ

ー：四半期) 

DI 値(景況調査と同

じ)等 

岐阜県全体の結果と

の比較により七宗町

商工会地域の傾向を

分析 

四半期 (七宗町のデ

ータは年 1 回の「独自

調査」の結果との比

較) 

  

② １次データを活用した地域の経済動向情報（七宗町商工会地域経営状況把握調査） 

【新規】 

情報源 情報内容 

職員による地域の小規模事

業者を対象としたヒアリン

グ調査 

（新規事業） 

＜調査項目＞ 

全国商工会連合会・岐阜県商工会連合会が発行する中小

企業景況調査の景況動向と比較検証できるよう次の 2 点

を小規模事業者に巡回の上ヒアリング調査する。 

①業種別景況 

収集項目：売上、仕入、資金繰り、利益状況、雇用状況、

設備投資、全体の景況感 

②経営上の問題点 

＜調査頻度＞ 

１回／年度 

＜目標・収集方法＞ 

目標ヒアリング事業者数 40サンプル 

上記、中小企業景況調査に合わせ、４業種（製造業 8 件、

建設業 12 件、卸小売業 9 件、飲食サービス業 11 件）で

調査を実施。巡回時にヒアリングにて調査を実施。 

 

（5）成果の活用方法 

上記で記載した方法によって収集した情報を整理・分析することで、地域の経済動向を把

握したうえで小規模事業者支援に活用する。また、収集した情報は、当商工会地区に合わせ

た経済動向調査表を四半期に１回、レポートにまとめ情報提供を行うことで小規模事業者自
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身に経済動向を把握していただき個社ごとの経営に活用していただく。そのうち 1 回は七宗

町商工会地域経営状況把握調査の結果を踏まえ他の情報と比較検証した情報をまとめた総合

レポートを作成する。 

レポートは、以下の方法で小規模事業者に提供し、マクロ・ミクロの双方の情報として課

題の抽出や経営計画作成時等に活用する。 

 

① 適切な指導を行うための基礎資料としての活用 

  小規模事業者支援を行う上で、業界動向や景況動向の把握は欠かせない。マクロ情報だけで

なく、当商工会地域のミクロ情報を把握し業種別に比較検証することで当商工会地域に合わ

せた情報として支援に活用する。 

 

② 個社支援時の事業計画立案への活用 

個社支援時には、収集した情報の中から対象となる個社に合わせた情報を抽出し、経営分

析、事業計画策定時におけるデータとして活用していく。全国、県、町、商工会地区と比較

することで地域特性などを確認できるため、より有効的な情報として活用できる。 

 

③ 結果の公表・提供 

レポート化した調査結果や情報は職員の巡回を通して地域内の小規模事業者に提供する

他、商工ニュース配布時に同封し郵送にて配布する。更に、レポートの作成毎に七宗町商工

会ホームページにより公開・情報発信を行うことで、管内小規模事業者が細心の情報を閲覧、

取得できる体制を整備する。 

 

④ 巡回を通じた情報提供 

 職員の企業巡回時に、作成したレポートを個々に配布し説明を行い、経済動向を考慮した

経営を促すことで自社の経営分析に繋げる。 

 

（6）定量目標 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

七宗町商工会地区経営状

況把握調査の実施 
－ 1 1 1 1 1 

レポート発行回数及び HP

での公開・情報発信回数 
－ 4 4 4 4 4 

（総合レポート発行回数） － 1 1 1 1 1 

巡回を通じた情報提供小

規模事業者数 
－ 40 45 45 50 50 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 ①現状 

  これまでは、金融斡旋や補助金申請書への記載事項として必要であることから経営

状況の分析を行うことはありましたが、小規模事業者の経営改善に向けた分析につい

ては行っていませんでした。 

 

 ②課題 

  金融斡旋や補助金申請書での経営分析を必要に迫られて行っていたが、その経営分

析結果を小規模事業者に適切に提供することができず、経営改善に活かすことができ

ていない。 

 

 ③課題を解決するための実施方針・改善策 

巡回訪問や窓口相談時に経営改善に意欲的な小規模事業者について、中小機構の『経

営自己診断システム』ソリマチ社製『会計王』を経営指導員が活用し、収益性・効率

性等の分析や経営課題の抽出を行います。 

第１段階として『経営自己診断システム』『会計王』により比較的簡便な分析による

収益性や効率性を把握できることで、これまで経営分析の経験のない小規模事業者の

数字（実績）に対する興味関心を促すことにより、第２段階である３Ｃ分析やＳＷＯ

Ｔ分析の実施につなげ、さらには事業計画の策定につなげていきます。 

 

④事業内容 

⑴ 『経営自己診断システム』『会計王』を活用した簡易な経営分析＜第１段階＞ 

（新規事業） 

・目  的 

小規模事業者の経営分析を行い、その結果を小規模事業者に提供することで事業 

計画策定に役立てることを目的とします。 

・対象者 

地域内小規模事業者のうち 

①商工会で記帳指導・決算指導を受けている小規模事業者 

②①以外で経営分析を希望する小規模事業者 

・分析方法 

小規模事業者の決算書の売上・売上原価・資産・負債等の数字を使用し対象者①

の小規模事業者はソリマチ社製『会計王』を活用し、①以外の対象者は中小機構

『経営自己診断システム』を利用して財務分析を行います。 

・頻  度 

年１回実施（随時実施・マル経資金あっせん先） 

・分析項目 

「収益性」「効率性」「生産性」「安全性」「成長性」 

・活用方法 

小規模事業者が経営判断するときや事業計画を策定時の参考資料として活用  

します。 
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・提供方法 

結果を紙面にまとめ、経営指導員が巡回時、窓口相談時に個社ごとに説明します。 

・期待する効果 

経営状況を表す数値への関心と理解を促し、事業計画策定の必要性を図ります。 

 

  ⑵経営指導員による分析＜第２段階＞（新規事業） 

・目  的 

簡易な経営分析後、外部環境の変化や自社の強みの把握活用により精度の高い事 

業計画策定に役立てることを目的とします。 

・対象者  

⑴で簡易な経営分析を行った小規模事業者のうち、経営意欲の高い事業者や新た 

な事業計画を持っている事業者・経営革新に取組む事業者 

・分析方法  ⑴の分析を行った小規模事業者へのヒアリング調査を行い 

と分析項目 ３Ｃ分析（自社・競合他社・顧客） 

ＳＷＯＴ分析（企業の強み、弱み、機会、脅威） 

を行い経営課題を抽出します。 

・頻  度 

年 1回実施（⑴の経営分析終了後） 

・分析概要 

経営指導員が主体で行い、事業所の経営状況によっては専門家派遣等の制度を活 

用し、中小企業診断士等の支援を受けながら行います。 

また岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室の職員（中小企業診断士）も活 

用する。 

・活用方法 

小規模事業者が事業計画策定時の基幹資料として活用します。 

・提供方法 

結果を紙面にまとめ、経営指導員が巡回時、窓口相談時に個社ごとに説明を行い 

ます。専門家の支援を受ける場合は、専門家が経営指導員の説明を補完して説明 

します。 

・期待する効果 

より精度の高い具体的な経営分析により、事業計画策定の指針となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業者の選定 

・所得税、消費税の確

定申告時 
・記帳指導、記帳機械

化利用者 
・融資斡旋時 
・経営分析希望の小規

模事業者 

分   析 

①『経営自己診断 

システム』『会計王』 
・収益性 ・効率性 
・生産性 ・安全性 
・成長性 
②さらなる分析 
・３C 分析 
・SWOT 分析 

事業計画策定 

・支援課題の明確化 
・支援方針の確立 
・専門家派遣の利用 
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⑤経営状況の分析に関する目標 

簡易な経営分析 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 
「会計王」による分析実施数 未実施 20 20 20 20 20 
「経営自己診断システム」での分析実施数 0 5 5 5 5 5 

 
経営指導員による分析 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

 経営指導員による分析実施数 0 14 14 14 14 14 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①現状 

事業計画の立案・策定については、一部の事業者が関心を持っているだけで、そも

そも“事業計画とは何か？”という理解が得られていないのが実情で支援としても行

っていない。現在は小規模事業者持続化補助金等の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をしているだけである。 

 

 

②課題 

地域内小規模事業者に対し“事業計画とは何か？”“事業計画がなぜ必要か？”とい

うことを周知・啓蒙し重要性の認識を促すことで、自社の経営の持続的発展に有効な

手段となることを理解させる。 

  

③課題を解決するための実施方針・改善策  

⑴事業計画作成支援（個社支援） 

・事業計画の重要性について以下の内容を含めた個別相談会を開催する。 

  １）事業計画とは何か 

２）特に小規模事業者の事業存続のために何故事業計画が必要なのか 

  ３）現状分析・外部分析（市場動向・需要動向・競合分析等）・内部分析（自社の

強み・人材育成・経営資源の掘り起こし等）の上、差別化できる販売戦略によ

り売上増を図る道が見いだせること。 

 

・個社支援の実施 

１）経営課題について詳細に把握し指導助言する 

２）専門的な相談支援については、中小企業診断士等の各種専門家派遣事業を活用 

して多様な経営課題に対応する 

  ３）岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室なども活用し支援に対応する 

  ４）事業計画策定のみならず実践に至るまで伴走型支援に対応する 
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（事業内容） 

  ⑴既存事業所の事業計画策定支援（個別相談会）の実施（新規事業） 

  ・目  的 

地域内小規模事業者に対し“事業計画とは何か？”“事業計画がなぜ必要か？” 

を周知・啓蒙するとともに、“事業計画の立て方・目標設定の仕方・実践方法” 

を学ぶことにより、スムーズな事業計画策定につなげます。 

  ・対象者 

「経営状況の分析に関すること【指針の①】④事業内容（２）」経営状況の分析 

を行い、経営課題の抽出まで実施した小規模事業者および事業計画に興味・関心 

を持つ小規模事業者。 

  ・支援方法 

中小企業診断士を講師に事業計画策定個別相談会を開催します。 

  ・参加申込者支援 

業績の低迷に苦しんでいる方、新事業展開を考えている方や事業計画策定に興味 

を持たれた方を抽出し、岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室と連携し、 

計画策定まで個社支援を伴走型で実施します。 

  ・期待する効果 

これまで行っていない事業計画作成支援（個別相談会）の開催により自らの事業 

について再考するきっかけとなり、事業計画を策定し前向きに取り組む小規模事 

業者の増加が期待できます。 

 

  ⑵創業・第二創業を積極的に支援します 

廃業による小規模事業者の減少は避けられないため、今後も現在の小規模事業者数 

を維持していくためには、創業や第二創業を促進し、創業者等が事業を軌道に乗せ、 

継続できるよう支援しなければなりません。 

創業や第二創業を軌道に乗せるためには、将来のあるべき姿を描きそこへ到達する 

ための事業計画の策定が欠かせません。そこで、創業者等が経営計画を策定できるよ 

う伴走型で計画策定を支援します。 

 

  内 容 

  ・目  的 

地域内小規模事業者数を 10年後も維持するために、廃業等により減少する小規 

模事業者数と同数あるいはそれ以上の創業者・第二創業者（以下、創業者等とい 

う）の確保を目的とします。 

 

  ・対象者  

当地域内で創業及び第二創業を希望する者。  

  ・支援方法 

七宗町役場企画課等と連携し創業者等の掘り起こしを図り、伴走型支援で確実に 

創業に結び付けます。 

＊創業者等にとって有益な「創業セミナー」については当商工会の規模では独  

自開催が困難であるため、近隣商工会と共催するなど柔軟な対応を図ります。 
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・開催後のフォロー 

セミナー出席者に対し巡回訪問し創業計画の策定を個別に支援します。外部環境 

の分析方法や自社の強みの発掘と活かし方、需要動向や販路開拓に関する情報提 

供や資金繰りと資金調達に関する支援も併せて実施します。岐阜県商工会連合会 

中濃ブロック広域支援室と連携し、計画策定まで個別支援を伴走型で実施します 

・期待する効果 

当地域内で一人でも多くの創業者が増加することが、小規模事業者数の減少に歯 

止めをかけ、地域全体に活気をもたらすと期待できます。 

 

⑶事業承継を積極的に支援します 

廃業による小規模事業者の減少を極力減らすためには、小規模事業者の事業に魅力

があり、経営力がなければなりません。また、後継者の経験や知識を養っていく必要

があります。事業承継がスムーズに行われるよう、事業計画の策定と人材育成が欠か

せません。そこで、事業承継を見据えた経営計画を策定できるよう伴走型で計画策定

を支援します。 

 

  内 容 

・目  的 

地域内小規模事業者数を 10年後も維持するために、廃業等による小規模事業者 

数を極力少なくし、既存事業者の近代化と体質強化を目的とします。 

 

・対象者  

小規模事業者の親族・従業員・同業の創業希望者  

・支援方法 

七宗町役場企画課等と連携し事業を引き継ぐ意思のある者の掘り起こし、事業主 

の意向、従業員の意向を基に、経営計画の策定と人材育成を伴走型支援で確実に 

事業承継に結び付けます。 

＊後継者にとって有益な「経営計画策定セミナー」「人材育成セミナー」につい

ては当商工会の規模では独自開催が困難であるため、近隣商工会と共催するなど

柔軟な対応を図ります。 

・開催後のフォロー 

セミナー出席者に対し巡回訪問し事業計画の策定を個別に支援します。外部環  

境の分析方法や自社の強みの活かし方、需要動向や販路開拓に関する情報提供や 

税務、労務、財務、資金繰りと事業に必要な知識、資金調達に関する支援も併せ 

て実施します。岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室と連携し、計画策定 

まで個別支援を伴走型で実施します。 

・期待する効果 

当地域内の小規模事業者の減少に歯止めをかけ、人材育成を行い既存事業所の経 

営体質の強化と技術の伝承に期待できます。 
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④目標 

◆事業計画策定（事業承継含む）支援の目標 

 現 状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 
個別相談会開催回数 0 1 1 1 2 2 
個別相談会出席者数  0 10 10 11 11 12 
事業計画策定件数 0 10 10 11 11 12 
 

◆創業（第二創業含む）支援についての目標 

 現 状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 
支援件数 0 1 1 1 2 2 
計画策定件数  0 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】 

①現状 

これまでの事業計画策定は、融資の実行と補助金申請のための策定であり、補助金

をもらうことだけが目的となっていました。結果として、計画策定時に検討した事業

のあるべき姿に向けての外部環境、内部環境の分析結果を事業に反映されることが出

来ませんでした。 

 

②課題 

  事業計画を実施する際に、小規模事業者の発展に向けた伴走型支援体制が整ってい

ないことが課題であり、しかも課題解決となる専門家等の情報体制が整っていません

でした。 

 

③課題を解決するための実施方針・改善策 

【伴走型支援の実施方針】 

（１）経営計画策定時に実施のための見える化としてスケジュール表を作成します。 

（２）進捗状況管理のために半期ごとにスケジュール表と比較して進捗管理をし、必 

要に応じ小規模事業者と共に事業計画の見直しを行います。 

（作成後２年間は年間４回の個別フォローアップ、３年目からは年２回のフォ

ローアップの実施） 

（３）事業推進にあたって問題となる事項を抽出し、解決の手段を検討し、必要に応 

じて中小企業診断士等専門家派遣を実施します。 

（４）小規模事業者への伴走型支援の際には、岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域 

支援室職員を積極的に活用し、より効果の高い支援を行います。 
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 ④事業内容 

  ⑴既存事業者に対する実施支援（新規事業） 

  ・目  的 

事業計画を策定した小規模事業者が、着実に計画を実践し、売上増と利益の確保 

を図ることを目的とします。 

  ・対象者  

事業計画を策定した小規模事業者。  

  ・支援手法 

①四半期ごとに事業計画が着実に実施されているか巡回訪問により確認すると 

ともに、定量的目標（売上・利益額等）や定性的目標（人材の育成や口コミ評価 

の向上等）の達成度を評価します。 

評価する際には、職員及び岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室職員にて 

達成度を評価します。 

②計画と実績値に差異が生じた場合には、原因の究明と課題の解決策を一緒に考 

えます。解決が困難な場合には、専門家派遣も活用しながら支援の高度化を図り 

ます。 

③環境変化に応じて事業計画の見直しを行いながら、着実な計画実施を支援しま 

す。 

・支援方法 

四半期ごとに行うフォローアップにおいて、計画実施の妨げとなるような課題が 

発生した場合等は必要な助言・指導を行います。その課題が高度かつ専門的であ 

るときは、国・岐阜県・よろず支援拠点・ミラサポ・岐阜県商工会連合会等の専 

門家派遣制度を活用し、着実な実施支援を行います。 

  ・期待する効果 

事業計画を着実に実施していくことで、小規模事業者の確実な経営改善につなが 

ります。  

 

 

  ⑵創業者に対する実施支援（新規事業） 

・目  的 

創業者が七宗町内で長く継続できる事業に育成することを目的とします。  

・対象者  

創業計画を策定した者。  

・支援手法 

①毎月事業計画が着実に実施されているか確認するとともに、定量的目標（売 

上・利益額等）や定性的目標（人材の育成や口コミ評価の向上等）の達成度を評 

価します。 

評価する際には、職員及び岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室職員にて 

達成度を評価します。 

②計画と実績値に差異が生じた場合には、原因の究明と課題の解決策を一緒に考 

えます。解決が困難な場合には、専門家派遣も活用しながら支援の高度化を図り 

ます。 
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③環境変化に応じて事業計画の見直しを行いながら、着実な計画実施を支援しま 

す。 

  ・支援方法 

創業計画策定後１年間は、毎月１回以上の巡回訪問または窓口相談により計画の 

進捗状況をチェックします。特に売上と利益の確保ができているかどうか、資金 

繰りに問題はないかなど、事業継続のためにネックとなる事項については資料確 

認も含め伴走型支援を行います。創業直後は当初想定しなかった問題等さまざま 

な事態が発生します。その場合は中小企業診断士等の専門家派遣制度を活用し支 

援を行い安定した経営につなげます。 

  ・期待する効果 

創業者が遭遇する問題に対し、経営指導員等がフォローアップ支援を行うことで 

スムーズに事業を軌道に乗せられるようにします。 

 

⑤目標 

◆既存事業者・事業承継者に対する支援目標 

 現 状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 
事業計画実施支援対象事業者数 0 10 10 11 11 12 
フォローアップ回数 0 40 40 44 44 48 
 

◆創業者に対する支援目標 

 現 状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 
計画実施支援対象事業者数 0 1 1 1 2 2 
フォローアップ回数 0 12 12 12 24 24 
 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（1）現状と課題  

小規模事業者の多くはプロダクトアウトの考え方が主流であったが、顧客の顕在化したニ

ーズに合わせた商品サービスを提供するマーケットインの考え方が重視されてきている。こ

れに対応できるように、商工会として新商品開発セミナーの参加を促すことや、専門家派遣

制度を活用する中で一部の事業者に対してマーケットインの考え方を指導してきた。しかし、

考え方の説明のみに留まり、行動に移すための具体的な方法を支援していなかった。 

小規模事業者は独自で情報を収集し、分析することは難しい。今後は、考え方を示すだけ

でなく、個社に対応した具体的な需要動向調査実行までの方法を示した上で顧客が持つニー

ズの収集、分析までを支援していく。その後、商品開発から販路拡大までを総合的に支援す

る。 

 

（2）目的 

小規模事業者が、持続的に発展していくためには買い手のニーズに合わせた商品・サービ

スを提供していくことが重要である。そこで、事業計画を策定した全事業所を対象に個社の

商品・サービスレベルで需要動向を把握し、買い手のニーズに合った商品・サービスの開発、

販路開拓等に関する個社支援を行う。 
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（3）調査分析の具体的手法 

個々の事業者の商品・サービスに関する市場情報を、経営指導員が主体的に収集し、提供

する。独自に収集した 1次データから買い手からのニーズを的確に把握し、これに加え一般

に公表されている他機関が調査した 2次データを収集し、1次データと合わせて総合的に分

析することで市場全体でのニーズに適合しているか、優位性が持てるか判断を行う材料とす

る。 

 

 ＜需要動向調査に関する俯瞰図＞ 

 
 

 （4）情報収集項目 

① 1次データの収集方法とその活用【新規】 

 需要動向調査の第一段階として、個社に合わせた独自調査を実施し、顧客の持つ顕在化したニ

ーズと潜在化したニーズを収集する。調査方法は、ヒアリング調査又はアンケート調査とする。

調査対象は、業種業態、経営計画策定時に想定した顧客ターゲットとなる対象に応じてア）取引

先調査、イ）消費者調査の 2種類を想定しており以下で示す方法で行うこととする。 

 

 ア）取引先調査（製造業・建設業を想定） 

 取引先調査は、取引先からのニーズを収集するため、ヒアリング調査にて実施する。本調査は、

既存取引先だけでなく、新規取引先に対するニーズ調査も含み、取引先から個社の製品に対する

要望やニーズを直接収集することを目的とする。 

 

ⅰ）対象業種及び調査項目 

対象業種 調査方法 調査項目 

製造業 

建設業 

バイヤー（個人を含む買い手）

へのヒアリング 

性能、品質、価格、デザイン、改善希望、技

術、製品に対するニーズ等 

尚、対象業種は例示であり、調査項目は個々の業種業態、取引先との関係性を考慮し決定する。 
 

取引先調査は、個社の業種、製品に合わせて調査対象、調査項目を設定することになるが、こ

こでは想定されそうな業種について具体的に例示する。 
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ⅱ）取引先調査の想定される具体例 

業種 
商品・ 

サービス 
調査対象 調査方法 調査項目 

部品 

製造業 
特殊機能ネジ 

自動車部品メーカー

の担当者 

メッセナゴヤ等の製造業向け商

談会や見本市でブース出展す

ることで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 

製品評価、改善要望、業

界でのニーズ等 

食品 

製造業 

こんにゃく、豆

腐 
スーパーのバイヤー 

商工会地区内にあるスーパー

に持ち込み新商品に対する商

品評価、パッケージ評価につい

て試食を含めた感想をヒアリン

グ 

商品評価、パッケージ評

価、価格・納入体制評価等 

 

ⅲ）調査方法 

 取引先ニーズ調査は各小規模事業者の既存取引先や、「メッセナゴヤ」等の展示会、岐阜県商

工会連合会が企画する「バイヤーニーズ対応型商談会」等において見込み取引先担当者へのヒア

リングにより情報収集を行う。 

 限られた時間の中で取引先のニーズを的確に把握するため調査項目は、個々の目的や商品に応

じて事業者と共に事前に検討する。検討内容を踏まえた調査票を作成し、調査票に基づきヒアリ

ング調査を行う。個々の事業者と共にヒアリング事項を検討する事により、基本的な項目の他に、

業種業態や取引先との関係性、専門性を考慮したヒアリング事項の決定が可能となり、顕在化し

たニーズ、潜在化したニーズを引き出すことができる。 

 

ⅳ)サンプル数の想定  

調査１案件ごとに 5件のバイヤーに対するヒアリングを行うことを目標とする。 
 
イ）消費者ニーズ調査（卸売・小売業・サービス業・宿泊業を想定） 

消費者ニーズ調査は、個々の商品・サービスにおける経営計画策定時に想定した顧客ターゲッ

ト等の意見を収集するため、アンケート調査にて実施する。本調査は、地域内外関係なく対象者

の意見を多く収集し、個々の商品・サービスに対する率直な意見、感想、ニーズを収集・分析す

ることを目的とする。 

 

ⅰ）対象業種及び調査項目 

 

尚、対象業種は例示であり、調査項目は、個々の業種業態、ターゲット属性を考慮し決定する。 

 

 消費者ニーズ調査は、個社の業種、商品・サービスに合わせて調査対象、調査項目を設定する

ことになるが、ここでは想定されそうな業種を具体的に例示する。 

 

 

対象業種 調査対象 調査項目 

卸売・小売業 
経営計画策定時に想定

した顧客ターゲット等 

商品評価（味、デザイン、価格）、年齢、性別、感

想、ニーズ等 

サービス業 

宿泊業 

年齢、性別、住所、サービスの質、価格適正、設備、

雰囲気、感想、ニーズ等 
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ⅱ）消費者ニーズ調査の想定される具体例 

業種 
商品・ 

サービス 
調査対象 調査方法 調査項目 

飲食業 
レストランの新

メニュー 
女性20～30代 

商工会職員および商工会女性

部の家族の内、対象層での試

食とアンケート 

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 

製造小売業 
季節限定贈

答用和菓子 
40～60代の男女 

町内施設に来場される来客者

のうち対象層への試食とアンケ

ート 

味、価格、季節感、贈答品と

して適切かどうか等の意見、

評価 

 

ⅲ）調査方法 

 消費者ニーズ調査は、経営計画策定時に想定した顧客ターゲットの属性に合わせて a)地域内

イベントを活用した調査、b)商工会組織を活用した調査のいずれか、または双方によって調査を

行う。 

地域内イベントは年に数回しかなく、時期によっては調査できないことが想定される。そのた

め、商工会主導で行うことができる商工会組織を活用した調査を行うことで、時期によらず随時

調査を実施できるようにする。 

 

a ）地域内イベント等を活用した調査 

地域内の道の駅や地域内イベントであるいこ舞ひちそう夏まつり、おいでよひちそうふる里ま

つり、レッキーマラソン等において、来場者や参加者に対するアンケート調査を実施する。 

イベント名 来場者数 来場者属性 

道の駅ロック・ガーデンひち

そう 
年間来場者 23万人 

・来場者住所地 

県内 40％ 県外 60％ 

・特徴 

国道 41 号線を利用者する愛知

県方面と富山県方面の両方面

からの利用者がある。 

いこ舞ひちそう夏まつり 

 

 

8 月最終土曜日の午後 5 時よ

り開催 

約 1,200人の来場  

   

 

・参加者住所地 

町内 70％、町外 30％ 

・特徴 

本町住民を中心として老若男

女の幅広く来場 

近年は、町外者が増加傾向 

おいでよひちそうふる里ま

つり 

10月の最終日曜日に開催 

約 800人の来場 

 

・参加者住所地 

町内 80％、その他 20％、 

・特徴 

行政、商工業者等の各種団体の

実行委員会組織により運営 

老若男女の幅広く来場 
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レッキーマラソン 

マラソン参加者約 1,000人及

び家族・応援者約 300人 

合計で 1,300 人の来場 

 

・参加者住所地 

町内 40％、その他県内 50％、

県外 10％（老若男女の幅広く） 

・特徴 

1.5 ㎞から 10㎞の 17部門での

開催。老若男女幅広く参加者が

あり、町外者からの視点に立っ

た意見が吸収できる 

調査を行うイベントについては、調査対象とする商品・サービスのターゲットが来場客属性と

一致するイベントで行うこととする。限られた時間の中で消費者ニーズを的確に把握するため調

査項目は、個々の目的や商品に応じて事業者と共に事前に検討する。検討内容を踏まえアンケー

ト調査票を作成し、調査票に基づきアンケート調査を行う。 

例えば、具体的な例示で示した製造小売業であれば、参加者が多いスポーツイベントであるレ

ッキーマラソンにて調査対象とする 40 から 60 代の男女に味、価格、季節感、贈答品として適切かど

うか等の意見、評価をいただくことニーズの収集を行う。 

 

ｂ）商工会組織を活用した調査 

商工会独自のネットワークを活かし、個々の商品・サービスにあったターゲット属性を限定し

たアンケートを職員、女性部、青年部等に対して実施することでニーズの収集を行う。例えば、

若い男性をターゲットにしたメニューを開発した飲食店の場合、事前に調査票を準備した上で、

青年部の行う会議の際に試食会を実施し対象商品に関するアンケート調査を行い率直な意見を

収集することでメニューの改良を行う。 

 

ⅳ)サンプル数の想定  

a ）地域内イベントを活用した調査、ｂ）商工会組織を活用した調査のいずれか又は、双方で

1案件につき 30件の消費者に対するアンケート調査を行うことを目標とする。 

 

 

② 1次調査の活用方法 
 1次調査で行う取引先調査及び消費者ニーズ調査は、個々の事業者に対し、収集した情報を整

理分析し、事業者の持つ強みと合わせて取引先のニーズに合った改良、開発ができるようにフィ

ードバック、提案を行うために活用する。また、提案を行うだけではなく実際に行動に移せるよ

う関係各機関(専門家等)と連携を図りその後の商品改良・開発支援から新たな販路の開拓まで一

貫して支援を行っていく。 

 

③ １次データを補完するための 2 次データの収集方法とその活用【新規】 

第 2段階として、一般に公表されている他機関が調査した 2次データを利用する。2次データ

は、1次データの分析結果を補完するものとして利用する。 

 

ⅰ）実施内容 

行政機関や業界団体・企業が実施している調査結果を調査・収集し提供することで、客観的な

視点で小規模事業者の保有する製商品・サービスの需要動向を把握することができる。これによ

り、販売ターゲットの選定や販路の選定、開発商品の選定等において独自に収集した１次データ

と他機関の提供する２次データを合わせて、全国的な需要動向であるのか、地域的な需要動向で
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あるのか等を検証することで、より需要の高いものを選択し、事業の精度を高めることを目的と

する。 
 
（a）内閣府が実施する「全国消費動向調査」 

情報の 
収集・分析 

内閣府が発表している「消費動向調査」の結果を収集し、全国の一般消費者が消費

に対してどのような考えを持っているか、またその推移を分析する。商業・サービス

業など直接の保有商品等との関連がある小規模事業者に限らず、製造する部品が使用

されている商品、保有する技術によって生み出されている商品等の情報を収集するこ

とで、最終商品を製造していない小規模事業者も活用することができる。 

調査項目 
消費者の意識（毎月）、物価の見通し（毎月）、旅行の実績及び予定（6、9、12 及び 
3 月）、自己啓発、趣味・レジャー・サービス等の支出予定（6、9、12 及び 3 月）、

主要耐久消費財等の保有・買替え状況（3 月）、世帯の状況（毎月） 

目  的 
「全国消費動向調査」を活用し、全国的な消費動向から消費者需要を確認する。独自

調査によって収集した１次データの情報を合わせて検証することで小規模事業者の

販売戦略・商品戦略・広報戦略の立案に活かしていく。  
 

（b）市場情報評価ナビ「MieNa」 

情報の 
収集・分析 

市場情報評価ナビ「MieNa」を活用し、個社に合わせた市場情報をミクロ市場で

収集、分析をする。個社に合わせた商圏内での人口構成、世帯構成、購買力等の数

値データを収集・分析することで地域内での需要を推測することができる。これに

よって個社に合わせた有益な情報提供を行うことができる。 

調査項目 都道府県の経済動向、県内・市内の経済水準、指定範囲での市場規模、人口詳細(人
口年齢別構成、世帯構成、世帯収入、流入流出、人口伸び等)、業種別事業所数 等 

目  的 

市場情報評価ナビ「MieNa」を活用しミクロ市場での消費動向・購買力、近隣地域

においてどのような分野で消費需要があるかを把握し、独自調査によって収集した

１次データの情報を合わせて検証することで小規模事業者の販売戦略・商品戦略・

広報戦略の立案に活かしていく。 
 

（c）日経ＰＯＳ情報・売れ筋ランキング  

情報の 
収集・分析 

日経テレコンが公表しているデータを活用する。全国のスーパーマーケット 店頭

で販売されている加工食品・家庭用品のＰＯＳデータ（商品１品ごとの販 売データ）

に基づく売れ筋商品ランキングを収集し、刻々と変化する市場の動向を速く、正確

に把握する。商業・サービス業など直接の保有商品等との関連がある小規模事業者

に限らず、製造する部品が使用されている商品、保有する 技術によって生み出され

ている商品等の情報を収集することで、最終商品を製造していない小規模事業者も

活用することができる。 

調査項目 小規模事業者の保有する製商品・サービスに応じて、商品分類ごとの商品別ラン

キング、金額シェア、平均価格 

目  的 
日経ＰＯＳ情報・売れ筋ランキングから収集した情報を、独自調査によって収集し

た１次データの情報を合わせて検証し、トレンドや流行りを見極めることで、売れ

る商品開発、仕入れなどに活かしていく。 
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④ １次データと２次データを総合した活用方法 

事業計画を策定した事業者や、その他販路開拓を目指す事業者の内、独自調査を実施し１

次データを収集した個社に対して、１次データの分析結果を補完する目的で関連する２次デ

ータと合わせてレポートを作成し個社へ提供する。 

収集した情報を集計し、年齢や性別など関連性の高い項目はクロス分析を行うことで個々

の商品・サービスのコアターゲットにズレはないか明確にする。また、消費者のもつ客観的

な意見やニーズを商品・サービスの改良や改善に活かすことができるように、個社ごとにレ

ポートを作成し、収集した情報と、集計結果から見えてきた傾向や課題を巡回時及び窓口相

談時に説明。その後、課題解決に向けた取り組みを支援する。必要であれば、関係各機関と

連携を図りその後の商品改良・開発支援から新たな販路の開拓まで一貫して支援を行ってい

く。 

 

（5）需要動向調査後の展開 

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。環境変化に合わせた事業計画の

変更も提案し、計画変更の支援もすすめる。これにより、日々変化する顧客のニーズや市場

環境に合わせた商品・サービスを適用できるようになる。 

また、収集した需要に応じ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。 

 

（6）定量目標 

項目 
単

位 

実

績 

30年

度 

31年

度 

32年

度 

33年

度 

34年

度 

取引先調査＋２次データで補完して作成した

個社ごとの需要動向に関するレポート提供 

（製造業・建設業を想定） 

社 - 3 3 4 4 4 

消費者ニーズ調査＋２次データで補完して作

成した個社ごとの需要動向に関するレポート

提供 

（卸売・小売業・サービス業・宿泊業を想定） 

社 - 7 7 7 7 8 

目標合計 社 - 10 10 11 11 12 

※各項目の内訳は支援対象先の業種・業態によって変化するが、目標合計件数は固定する 

 

 

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】 

①現状と課題 

これまで、七宗町と連携して、地元イベントや国・県主催の物産展等に参加し、地 

元産品の販路拡大を図ってきました。しかしながら、ともすれば一時的な売上の創出 

だけに終始し、その後の継続的な取引に結び付けることが出来ていませんでした。 

今後は、本年度設立された七宗町観光協会（商工会にて運営）にて、川下情報の入 

手だけでなく物産展等を活用し、顧客ニーズや市場の要請を的確に把握しなければな 

りません。さらに商工会が提供する需要動向調査の情報と複合させることも課題で 

す。 
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②支援に対する考え方 

現代は「物余りの時代」であり「作れば売れる」という時代ではなく、小規模事業 

者は特に販路開拓を苦手としている。また小規模事業者の保有す商品・サービスや技 

術によって、販売ターゲット・対象市場・対象地域は異なるため、各小規模事業者も 

個々の事情に適した支援が必要と考える。よってフォローアップをおこなった小規模 

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。 

 

③事業内容 

⑴商品パッケージのデザイン、プロモーション支援（拡充事業） 

食品製造業、小売業の小規模事業者が開発する商品に対して、各種専門家派遣制度

を活用しパッケージ等のフォローアップ個社支援を行います。必要に応じてプロの営

業マンやデザイナーのアドバイスを受けながら、商品パッケージ等の見直しとプロモ

ーション戦略について提案支援をします。 

 

⑵新商品・新サービス・新技術のプレスリリースを行います（新規事業） 

新商品・新サービスにも関わらず、周知・PRができていないために商品・サービス

が埋もれてしまっていることがあるため、小売業・飲食業・サービス業・建設業の小

規模事業者を対象に積極的にマスコミ（中日新聞・岐阜新聞・フリーペーパー）を利

用し随時プレスリリースを行い、近隣地域への販路拡大支援をおこないます。 

 

⑶IT活用による販路開拓支援（拡充事業） 

七宗町役場と連携して楽天市場に出店し、ふるさと納税対象商品の PR を行うこと

で、商品の需要動向や売れ筋商品の把握を行います。 

まだホームページを持っていない小規模事業者があることから、業種を問わず、積

極的にホームページを立ち上げ、自社の商品・サービス・製品・技術を広く公開する

ことによって、販路拡大支援を行います。 

小売業では、地方発送できる商品、サービス業・建設業では対応できる地域を、製

造業では技術に特化したホームページ、場合によっては外国語対応のホームページと

業種に合わせた工夫をしたホームページ作成支援を行います。 

必要に応じて、中小企業診断士やプロの営業マン、デザイナーのアドバイスを受け

ながら、商品パッケージ等の見直しとプロモーション戦略、ソフトピアジャパンの IT

応援隊の協力得て SEO対策などホームページ作成について支援します。 

              

⑷全国規模の展示会・見本市に関する情報提供を行います（新規事業） 

全国あるいは海外の市場へ進出するビジネスチャンスを実現するために、全国規模

の展示会・見本市に関する情報提供を小規模事業者の業種に応じて行うと共に、出展

意欲のある小規模事業者の参加について出展申込みからブースのディスプレイ、パッ

ケージデザイン、需要動向調査による商品のブラッシュアップ、来場者のデータ管理、

取引に係る信用調査等について伴走型で支援します。 
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また、技術力の高い小規模事業者については、岐阜県商工会連合会として毎年出展

している日本最大の異業種交流展示会『メッセナゴヤ』（愛知県・名古屋市・名古屋商

工会議所主催）への出展等を支援します。 

 

⑸金融機関が開催する販路開拓支援（新規事業）  

東濃信用金庫が行う異業種交流会やビジネスマッチング会等に参画し、販路開拓、

技術の提供や受注、サービスの提供、商品購入の支援をおこない、中堅大手企業との

商談機会を創出し、小規模事業者の経営課題を解決する有効な手段の一つとして活用

します。 

 

◆目標 

 

 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 
１．七宗町観光協会の事業支援（新規事業） 

 ①現状と課題 

  七宗町は豊かな自然を有し、町を流れる飛騨川には飛水峡があり、飛水峡には甌穴

群（ポットホール）が存在します。また、川魚の加工品、山菜の加工品が特産品とし

て販売されています。しかし、環境整備不足、PR 不足により、ごく狭い地域での知

名度しかありません。 
観光協会の役割を担っていた「七宗町ふる里会」が町内の観光振興、特産品開発を

おこない「道の駅ロック・ガーデンひちそう」や町内イベント時に新商品の試食会等

をおこなってきました。しかし、参加事業者の固定化、活動のマンネリ化を起こし、

平成 28年度をもって解散します。 

同時に、平成 28年度に七宗町観光協会が発足しました。新たに発足したばかりの観

光協会ですが、その主要メンバーである小規模自事業者には積極的に活動する意欲の

ある方が多くモチベーションも高いことから、小規模事業者・七宗町・七宗町商工会・

農業従事者・林業従事者・町民・各種団体が連携し地域資源を活用した観光振興・新

 現 状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 
商品パッケージデザイン支援件数 0 2 2 2 2 2 

 

プレスリリース件数 0 11 11 12 13 14 
 

IT 活用による販路開拓支援件数 0 11 11 12 13 14 
IT 活用による売上上昇率目標 100% 101% 101% 102% 102% 103% 

 

展示会の情報提供件数 0 11 11 12 13 14 
展示会出展による売上上昇率目標 100% 102% 102% 103% 103% 104% 

 

金融機関との連携者件数 0 11 11 12 13 14 
売上上昇率目標 100% 102% 102% 103% 103% 104% 
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商品・特産品開発を推進し、七宗町の観光資源・特産品が七宗町の宝として共通認識

を持って地域の活性化につなげていくことが課題です。 
②目標 

観光協会のメンバーを小規模事業者・七宗町・七宗町商工会・農業従事者・林業従 

事者・町民・各種団体で構成し、地域資源の掘り起こし、観光資源の掘り起こしを、  

おこない、観光振興は小規模事業者だけではなく地域全体で推進することが重要であ 

ることを共通の認識とし、今後の地域の方向性、観光客の誘客によるにぎわいの創出

や、新商品・特産品（食・木材加工品等加工品・観光）開発を推進することで地域経

済の活性化につなげることが目標です。 

 ③事業内容 

  観光協会の事務局は商工会であるため、観光協会の構成メンバーを広く多岐に選定 

することが可能で、より多くの意見を取り入れることができるよう工夫し、「七宗町 

活性化ビジョン（仮称）」策定委員会を設置し、２か月に１回委員会を開催しビジョン

の骨子を作成。作成された骨子を３か月に１回行う観光協会の定例会において発表し、

平成２９年度中にビジョンを策定する。策定後は３か月に１回行う観光協会の定例会

において策定したビジョンの進捗状況、活動内容等検討を行い、各地区にある観光資

源や謂れのある場所、今ではなくなってしまった食材・料理等をもちより、地域資源

の掘り起こしを行い、地域の資源を活用した商品・特産品開発と観光資源と併せ交流

人口増加による観光消費増加につなげる。 

  商工会においては、開発された商品・特産品開発の支援、観光資源と併せてホーム

ページの整備、各種イベントへの出展による情報発信を行い交流人口増加による観光

消費を支援します。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

【現状と課題】 

小規模商工会ゆえに、マンパワー不足という点は否めません。こうした状況を鑑

みて、他の支援機関との連携や公的支援制度による専門家派遣制度を有効に活用す

ることや、経営指導員等の早急な支援ノウハウの向上が課題です。 

 

【事業内容】  

 ①可児・加茂地区商工会協議会・中濃ブロック広域支援室との情報会議（拡充事業） 

   可児・加茂地区内８商工会及び２商工会議所の経営指導員 20名と中濃ブロック広

域支援室の専門・広域指導員 4名による勉強会・打ち合わせ会において、高度・専

門的なテーマに係る研修だけでなく、広域支援体制のあり方についての協議や支援

事例の紹介や支援ノウハウ、企業マッチングに係る情報交換を行います。また、中

濃ブロック広域支援室と毎月 1回情報会議を開催し、地区内及び県内における支援

事例の紹介を受けると共にビジネスマッチングの可能性を探ります。 
   ※可児・加茂地区商工会・商工会議所名 
    美濃加茂商工会議所・可児商工会議所 
    坂祝町商工会・富加町商工会・川辺町商工会・七宗町商工会・八百津町商工会 

白川町商工会・東白川村商工会・御嵩町商工会 
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 ②金融機関との情報交換（拡充事業） 

  地元金融機関の、めぐみの農業協同組合上麻生支店・神渕支店及び、近隣金融機

関である大垣共立銀行川辺支店及び東濃信用金庫川辺支店とのネットワークを構築

し地域経済の動向やその安定を図るための課題や金融支援のノウハウ（金融審査・

経営の安全性・企業の格付け等）について、年に１回「金融懇談会」を行い情報交

換することによって、地域の小規模事業者との橋渡しになれるようにします。 

 

  ③公的支援機関との情報交換（拡充事業） 

  岐阜県産業経済振興センター（よろず支援拠点）と連携を図り、『ものづくり』『販

路開拓』分野のコーディネーター等の活用により、専門的かつ実践的な支援の導入

を図ります。また、ＩＣＴを活用したネットビジネスに関する支援スキルの分野で

は、財団法人ソフトピアジャパンの“ＩＴ応援隊”の支援に同行し情報交換を行い

ます。公的支援機関との情報交換により支援のノウハウ（分野別専門家の選定方法）

を高め、支援スキルの高度化を図ります。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

基本的な考え方 

これまで個社支援に対する意識が低く、事業計画の策定・実施支援や高度で専門的

な課題解決に対する支援ノウハウが十分ではありません。しかしながら、経営発達支

援事業において経営指導員等に求められる能力は、小規模事業者の売上増と利益の確

保に資するノウハウです。その能力を取得し高めるために以下の取組を行います。ま

た、各職員が年度当初に目標値を設定し、目標達成のための能力向上を図ります。 

⑴各種関係機関の研修会への参加（拡充事業） 

毎年 4月に事務局長と全職員が面談を行い、職員のスキルレベル、不足している

スキルを把握し、職員のスキル向上に必要な研修会への参加についての判断材料と

します。 

岐阜県・商工会連合会が行う研修会の参加に加え、経済産業局・中小機構・金融

機関が開催する研修会に経営指導員だけでなく、職種ごとに関係する内容を精査し

不足しているスキルと自己判断し、事務局長が必要なスキルと判断した研修会には

全職員年 1回以上積極的に参加することにより、各職員の不足しているスキルの向

上を図ります。 

特に、個社支援に必要な経営分析・事業計画策定方法は事務局長以外の職員全員

に個人のレベルに応じた研修会に参加し支援スキルの向上を図ります。 

また、七宗町商工会開催の研修会、近隣商工会が開催する研修会にも積極的に参

加し小規模事業者事業者の経営課題に対応するための幅広い知識の習得を図りま

す。 

⑵共有体制の構築（新規事業） 

全職員が小規模事業者支援の相談窓口となることが必要です。そのために「勉強

会」を定期的に開催し、情報の共有と支援スキルの伝達を行います。また共有され

たスキル、各種アンケート調査の結果および小規模事業者の経営分析データ等を組

織として基幹システムを活用し蓄積したデータを常に閲覧できる状態にすること
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で、より効果的な小規模事業者支援の実施を目指します。 

勉強会開催時には、岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室職員に協力得て

開催することで個社支援に必要な専門的スキルの向上も併せて図ります。 

①勉強会の開催 

目 的：職員全員で地域の小規模事業者を支援するために、情報の共有化と支

援スキルの伝達を行います。 

頻 度：毎月一回開催します。 

出席者：全職員 

内 容：【情報の共有】 

         ・国・県・市の産業振興施策についての情報の共有を図ります。（全職

員が施策普及の窓口になります） 

・地域内の小規模事業者の動向について情報の共有を図ります。 

        【支援スキルの伝達】 

・経営指導員の支援スキルを他の職員にも伝達するために、各種セミ 

ナーや専門家派遣同行で学んだ支援スキルについてまとめた支援スキ

ルレポートの詳細な説明を行います。 

②支援ノウハウを共有する仕組みの構築 

目 的：支援案件に関する情報・支援ノウハウ・支援事例や、小規模事業者の経

営分析データ等を組織として蓄積し全職員が必要に応じて活用できる体

制を整えることを目的とします。 

方 法：全国商工会連合会が運用している基幹システムを活用し、経営カルテに

支援ごとの内容を記載する。それにより必要に応じてすべての職員が情

報の共有を図ることで、支援ノウハウの蓄積につながる。 

    ※基幹システムで共有できる情報 

     ・組織形態・従業員数・創業年・売上高・利益推移 

     ・保有する知的財産・経営上の問題・過去の支援内容（経営カルテ） 

頻 度：支援後、常にデータ化 

効果等：これまで個々の職員が個別に管理していた支援案件情報や経営分析デー

タ等を組織として一元管理することで情報の共有が可能となり活用しや

すくなります。 
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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 

 これまで商工会の事業実施は、『計画』『実施』は行うものの『検証』『改善』が欠け

ていた感が否めません。この反省を踏まえ、職員による「勉強会」と役員や外部委員

で構成する「経営発達支援事業評価委員会」での『検証』『改善』に力点を置いた評価

見直しの仕組みを確立します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事業評価委員会の構成と開催時期 

◆事業評価委員会（12名）の構成  

①内部委員（11名）：会長（1名）・副会長（２名）・理事（8名） 

②外部有識者（１名）：七宗町役場 企画課長 

◆事業評価委員会の開催時期 毎年４月（各年度 1回） 

  

②事業評価の手順 

・毎年 4月に事業評価委員会を開催し事業評価を行います。 

①各事業の進捗状況の確認と評価 

  ②各職員の目標達成度の確認と評価 

 

③計画の修正 

「勉強会」において「事業評価委員会」の評価・提言等の審議内容を反映させた次

年度計画の目標・取組内容計画の修正案を作成し「事業評価委員会」に報告します。 

【頻度】各年度 1回 

 

 

「事業評価委員会」の

総合評価，提言・「勉

強会」での自己評価を

踏まえ、次年度の計画

に反映させる修正点

について協議します。 

職員による「勉強会」

において、巡回指導、情

報提供、事業計画策定・

実施支援・販路開拓に係

る支援に係る行動計画

の年度ごとの具体的な

実施プランを立案し、

「事業評価委員会」に報

告します。 

 
「事業評価委員会」に

おいて、経営発達支援

事業の実績について、

経営支援会議での職

員の評価・反省を踏ま

え、総合的な評価と次

年度への改善に向け

た提言を行います。 

・経営指導員が中心となっ

て、全職員が協力して事

業の遂行にあたります。 

・「勉強会」において、進

捗状況の確認と目標の

修正を行います。 
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④公表 

 公表内容：①経営発達支援事業の成果  

②経営発達支援事業評価委員会の評価･提言 

③修正後の計画の内容 

公表方法：ホームページに掲載します 
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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 

（平成 29年４月現在） 

（１）組織体制 

・組織体制 

職  名 

職員氏名 
役              割 

事務局長 

１ 名 

経営発達支援事業の統括、経営発達支援事業の周知 

経営計画策定及び実施支援、評価委員会の運営 

経 営 指 導 員 

1 名 

経営発達支援事業の実行、経営発達支援事業の周知 

経営計画策定及び実施支援 

業 務 職 員 

1 名 

労働保険事務の際に経営発達支援事業の周知、ＩＴ支援 

各種調査及び実績報告作成事務の主幹 

記 帳 職 員 

２ 名 

記帳支援時に経営発達支援事業の周知 

各種調査及び実績報告作成事務の補佐 

 

（２）連絡先 

 【七宗町商工会】 

 住 所：岐阜県加茂郡七宗町上麻生 2277-1 

 電 話：0574-48-2080 

 ＦＡＸ：0574-48-1994 

 Ｅmail：hichisou@ml.gifushoko.or.jp 

 ＵＲＬhttp://www.tsci.hichiso.gifu.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

必要な資金の額 23,100 23,120 23,140 23,160 23,180 

 

指導職員人件費 
講習会開催費 
各種調査費用 
販路開拓支援費 
需要動向調査費 
旅費・事務費 

22,500 
300 
100 
100 

50 
50 

22,520 
300 
100 
100 

50 
50 

22,540 
300 
100 
100 

50 
 50 

22,560 
300 
100 
100 

50 
50 

22,580 
300 
100 
100 

50 
50 

（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 

・七宗町商工会運営補助金：七宗町 

・七宗町商工会自主財源収入：会費、各手数料収入、特別賦課金 

・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．事業計画策定及び事業計画実施支援 

２．創業者・第二創業者支援事業 

３．販路開拓・需要動向に関すること 

４．支援機関職員勉強会 

連携者及びその役割 

 

①・岐阜県商工会連合会 ℡058-277-1068 

岐阜県岐阜市薮田南 5丁目 14-53 ふれあい福寿会館 9階 会長：岡山金平 

・中濃ブロック広域支援室 ℡0575-49-3632  

岐阜県関市下之保 2503-2 室長：長屋 満里彦 

※小規模事業者の事業計画策定・実施に係る課題克服のためのサポート 

※専門家派遣に係る選定及び派遣手配 

※創業希望者の創業計画策定及び創業後のサポートまで、連携して起業支援を行いま 

 す。 

 

②・公益財団法人岐阜県産業経済振興センター ℡058-277-1090 

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

・岐阜県よろず支援拠点 ℡058-277-1088 

   岐阜県岐阜市薮田南 5丁目 14-53 ふれあい福寿会館 10階 チーフ：三輪知生 

 ・（財）ソフトピアジャパン ℡0584-77-1177 

岐阜県大垣市加賀野 4-1-7 理事長：熊坂賢次 

 ・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部 ℡052-201-3003 

   名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4階 中部本部長：花沢文雄 

 ※海外展開、ものづくり支援に関し連携してサポートします。 

 ※売上拡大、販路拡大、経営改善等に関する小規模事業者の相談について連携して支

援します。 

 

③・七宗町 ℡0574-48-1111 

   岐阜県加茂郡七宗町上麻生 2442-3 町長：井戸敬二 

   七宗町役場企画課 課長：福井仁 

 ※創業希望者の情報取得及び創業支援に関する情報提供について連携して創業に至

るまで支援します。 
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④地元金融機関 

 ・大垣共立銀行川辺支店 ℡0574-53-2611  

岐阜県加茂郡川辺町中川辺 37-3 支店長：楠原正康 

 ・東濃信用金庫川辺支店 ℡0574-53-2525 

岐阜県加茂郡川辺町中川辺 50-5 支店長：森真二 

 ・めぐみの農協上麻生支店 ℡0574-48-2011  

岐阜県加茂郡七宗町上麻生 2134-1 支店長：山口成俊 

 ・めぐみの農協神渕支店 ℡0574-46-1211  

岐阜県加茂郡七宗町神渕 9781 支店長：渡辺俊二 

 ・日本政策金融公庫多治見支店 ℡0572-22-6341 

岐阜県多治見市本町 2-70-5 支店長：石川眞嗣 

 ※創業希望者、経営計画策定希望者および事業承継課題を有する小規模事業者の情報

を共有し、連携して効果的な支援を実施します。 

 

⑤・七宗町観光協会 ℡0574-48-2080  

岐阜県加茂郡七宗町上麻生 2277-1 会長：渡辺博信 

 ※県内外で行われる物産展・イベントに出展し特産品・観光資源を広く PR し観光資

源、地域資源を活用した交流人口増加を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３８ 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 
 伴走支援＝持続的発展 

 
経営改善普及事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・事業計画策定支援 
 ・専門家派遣事業 
 ・記帳継続・機械化指導 
 ・金融相談 
 ・労務相談 
 ・税務相談 

七宗町商工会 

経営発達支援事業 
・地域の経済動向調査 
・経営分析支援 
・事業計画策定 
・実施支援 
・需要動向調査 
・需要に寄与する事業 

相
談 支

援 

・七宗町 
・七宗町役場企画課 
・七宗町観光協会 

・岐阜県商工会連合会 
・中濃ブロック広域支援室 
・岐阜県産業経済センター 
・岐阜県よろず拠点 
・中小企業基盤整備機構 
・（財）ソフトピアジャパン 

・日本政策金融公庫多治見支店 
・大垣共立銀行川辺支店 
・東濃信用金庫川辺支店 
・めぐみの農協上麻生支店 
・めぐみの農協神渕支店 

連 

携 
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