
経営発達支援計画の概要 

実施者名 御嵩町商工会 （法人番号 2200005006433 ） 

実施期間  平成２９年４月 1日 ～ 平成３４年３月３１日 

目標 

 御嵩町商工会は、御嵩町の小規模事業者に対する経営革新・需要開拓・事業
承継・創業等の経営課題に対して、御嵩町商工会が総力を挙げて小規模事業者

の経営支援に伴走型で取り組むことを通して、御嵩町の商工業の振興について

主導的な役割を果たし、御嵩町小規模事業者の振興と御嵩町の産業振興にも中

核的役割を担っていきます。 

 御嵩町小規模事業者支援の当初５か年の振興は、小規模者個社支援において

は、自社の強みを活かした経営計画に基づいた創業者並びに小規模事業者を増

加さることを目標に、また地域経済振興においては、「みたけのええもん」によ

る新商品開発、ブラッシュアップ、販路開拓などの支援とその商品群やサービ

スを活かした交流人口の拡大を図り、ビジネス機会につなげた地域経済の振興

を目標とします。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域経済動向調査 【指針③】 

１－① 御嵩町商工会作成の調査票を活用した小規模事業者への地域経済動向調査 

 １－② 金融機関と連携した地域経済動向調査 

１－③ 「小規模企業白書」等の分析による地域経済動向調査 

２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

２－① 経営計画策定セミナー参加者への経営分析 

２－② 記帳継続対象者に対する経営分析 

２－③ 巡回・窓口相談時の経営分析 

 ２－④ 金融相談における経営分析 

３．経営計画策定支援に関すること 【指針②】 

３－① 重点支援先の選択と経営計画策定指導の徹底 

３－② 創業（予定者）・第２創業、事業承継に伴う事業計画策定指導 

３－③ 経営確定策定セミナー、個別相談会の開催による経営計画策定指導 

４．経営計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

４－① 経営指導員を中心とした巡回と経営支援会議の実施 

４－② 専門家派遣実施によるフォローアップ 

４－③ 創業（予定者）・第２創業、事業承継後のフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること 【指針③】 

５－① 重点支援先個別課題需要動向調査情報収集（間接的調査） 

５－② 重点支援先個別課題需要動向調査情報収集（直接的調査） 

６．新たな需要に寄与する事業に関すること 【指針④】 

６－① 展示会・物産展・イベント等への出展による販路開拓支援 

６－② 「販路開拓・ブランディング・情報発信」個別相談会の開催 

６－③ マスコミ等（プレスリリース）の活用支援 

６－④ ＩＴを活用した販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

Ⅱ－① 「みたけのええもん」認定支援事業 

Ⅱ－② 「みたけのええもん」ブラッシュアップ支援 

 Ⅱ－③ 「みたけのええもん」認定品販路開拓支援 

連絡先 

御嵩町商工会  岐阜県可児郡御嵩町御嵩９５９－１ 

ＴＥＬ（０５７４）６７－１１８１ ＦＡＸ（０５７４）６７－４１２４ 

http://www.gifushoko.or.jp/mitake E-mail mitake@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．御嵩町の情勢等 
【 位置・地勢 】 

 御嵩町は、岐阜県の中南部に位置し、 

可児市、土岐市、瑞浪市に隣接し、東西 

１２Km・南北８Km で面積は５６．７K㎡、 

中部圏の中核都市である名古屋市及び県 

都岐阜市までは約３５Km の距離にありま 

す。 

中央自動車道「土岐 IC」へ車で約１５ 

分、東海環状自動車道「可児・御嵩 IC」 

まで車で約１０分、公共交通機関では 

「名鉄広見線」があり、交通アクセスは 

利便性の高い町です。 

但し、「名鉄広見線」は利用客の減少に 

より廃線問題が浮上しています。「名鉄広見線」は、御嵩町内にある２つの県立高等学校生徒

の重要な通学の足であり、近隣市町村により廃線の回避に向けて努力をしています。御嵩町内

には、高等学校が２校あります。 

＊御嵩町内にある県立高等学校 

 ①岐阜県立東濃高等学校 

 ②岐阜県立東濃実業高等学校 

 

【 産業・経済の特徴 】 

御嵩町は、かつて中山道の宿場町として人・物資・情報文化が往来する地域として賑わいま

した。明治になると裁判所等の公共施設が置かれるなど東濃地方の政治経済、文化の中心とし

て繁栄しました。 

また、御嵩町と瑞浪市境に国定公園「鬼岩公園」が有り、鬼岩温泉には現在３件の温泉旅館

が存在し、町外からの誘客施設として御嵩町の観光の一端を担っていますが、施設の老朽化や

消費者ニーズの変化により来客数は減少傾向にあります。 

太平洋戦争に掛けての戦時中は、石炭の代用品として亜炭の採掘が盛んに行われ、亜炭の採

掘は御嵩地域の経済を支える重要な基幹産業となりました。昭和３０年代半ばになると石炭か

ら石油へのエネルギー転換が急激に進展し、亜炭の歴史は幕を閉じました。その後、国内の高

速道路網の整備が進み、この地域付近に土岐ＩＣ（中央自動車道）、可児・御嵩ＩＣ（東海環

状自動車道）が設置され、中京圏からのアクセスに恵まれた立地環境から、名古屋、岐阜のベ

ッドタウンとして宅地化が進み工業団地も活況を呈しています。 

御嵩町には、長い歴史に培われた基幹産業が無く、亜炭に次ぐ第２次産業の充実を図るため

に中京圏からのアクセスに恵まれた立地条件を背景に「グリーンテクノみたけ」工業団地等企

業誘致を推し進め、現在２９企業が進出しています。平成２５年、可児・御嵩ＩＣから工業団

地を結ぶバイパス道路が開通したことにより交通アクセスの利便性が増大しました。 

  また、商業は近隣に商業施設が充実した多治見市・可児市・土岐市が控え、郊外型大型商業

施設の乱立と道路網の整備が進展、また御嵩町内に大型商業施設や大手スーパーが進出したこ

とで消費が町外や町内大型店に流出し、小規模小売店は購買力維持が困難となり衰退の一途を

たどっています。 



２ 
 

御嵩町の中心商店街は、名鉄御嵩駅前に小規模な商店街区を形成していますが、名鉄広見線

廃線の問題を抱え厳しい状況下に置かれています。駅前には、「中山道御嶽宿」があり、また

大寺山願興寺など貴重な歴史的遺産が存在し、行政は、こうした歴史的遺産を活用した地域再

生のため街並み整備を実施し、名鉄広見線利用促進とともに中心市街地への誘客戦略の核とし

て位置付けています。 

  また、他にも活用できる地域資源が存在し、希少価値の大豆「中鉄砲」や亜炭鉱時代から地

域に根付いた御嵩町のソウルフード「みたけとんちゃん」などの地域資源を活用した新商品開

発など行政主導の「みたけのええもん認定制度」などによる地域を巻き込んだ新たな取り組み

が行われており、こうした取り組みによる地域経済活性化が期待されています。 

 
 ※希少価値の大豆品種「中鉄砲」 
  「中鉄砲」は、御嵩町美佐野地区で生産されている高タンパクで美味しいと定評のある大豆品種です

が、生産が難しいことから生産者が少なく「まぼろしの大豆」といわれていました。平成２５年４月

に農水省産地指定銘柄に指定されたことから御嵩町のブランド大豆として積極的に活用が始まり、現

在は「みたけ味噌」や飲食店でのメニューやデザート開発が進められています。 

 ※御嵩町のソウルフード「みたけとんちゃん」 

  「みたけとんちゃん」は、亜炭鉱最盛期に亜炭鉱の労働者が 

安価で栄養価の高い豚のホルモンを炭鉱の現場でスコップを 

使い、焼いて食べたことが発祥で、以来御嵩町の家庭にも広 

まった御嵩町のソウルフードです。各地区のイベントで提供 

され、常に行列ができるほどの人気があり、平成２７年より 

商品化され、平成２８年１１月に東京で開催される「地方銀 

行フードセレクション」へ出展し、全国展開を目指しています。 

 

 ※「みたけのええもん認定制度」 
この制度は、御嵩町が平成２４年からスタートした制度で御嵩町の歴史や伝統、自然をコンセプト

にした御嵩町の地域資源を活用し、「御嵩町」を誇れる自慢の商品を御嵩町が「みたけのええもん」

として認定する制度です。平成２７年までに１３の商品が認定を受けています。 

 

  

  ＊「みたけのええもん」認定商品 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定商品名 製  造  者 

みたけ華ずし  みたけ華ずしの会 

ぽっこり緑茶  障がい者通所授産施設 あゆみ館 

御嵩道中焼きおむすび  喫茶 ぽっかぽか 

御嵩の中鉄砲アイス  ㈲ 一心 

かいもちおはぎ  みたけ庵 

やまいもん大福  県立東濃実業高等学校 

みたけ味噌  農家生活改善グループ  

あずさクッキー  県立東濃実業高等学校 

元祖みたけとんちゃん  みたけとんちゃん発展会 （藤よし） 

みたけからあげ  みたけとんちゃん発展会 

ごへだ味噌  農家生活改善グループ 

みたけ中山道らーめん  ㈲ 可児フーズ・ラボ 

中山道味物語 御嶽宿ええもん御膳   魚 邦 
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【 人口の推移 】 

  御嵩町の人口は、住宅団地の開発や工業団地への企業誘致による施策により増加傾向にあり

ましたが、平成７年の 19,980 人をピークに以降減少に転じ、平成５２年には 14,561 人となる

と予測されています。 

  また、年齢３区分別人口は、今後１５歳～６４歳の労働力人口及び今後御嵩町を担う１５歳

未満の人口は減少し、一方６５歳以上の高齢者人口は増加すると予測されています。 

  今後、御嵩町経済を支えていく労働力人口や消費の中心を担う人口が大きく減少していくこ

とが予想されています。 

 

 ＊御嵩町の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊御嵩町の年齢３区分別人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※平成 27 年 3 月「統計からみた御嵩町の現状」より抜粋 
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【 御嵩町の産業構造 】 

  御嵩町は、亜炭鉱閉山以降の基幹産業が無く、交通の利便性の高さを背景にして中京圏のベ

ッドタウン化による人口増加対策や工業団地造成による企業誘致を行い産業の振興を行って

来ました。御嵩町の現在の町内総生産の約半分は製造業が占めており、次のサービス業の１

２％を大きく引き離している状況はこうした企業誘致による結果であると考えられます。 

  但し、工業団地内企業の地元就業率は２０％程度と低い状況です。 

  また、町内就業人口の約半分は製造業であり、次の卸売・小売業の１６％を引き離していま

すが、工業団地内の地元就業率は低いことから工業団地企業以外の製造業への就業が考えられ

ます。 

  「商工業者数及び小規模事業者数」、「製造事業者数及び商店数」共に減少傾向にある中で、

 「製造品出荷額及び従業者数」、「年間商品販売額及び従業者数」はいずれも増加傾向にあり、

 工業団地進出企業や御嵩町に進出している大型商業施設や大手スーパーが御嵩町経済を牽引

しています。 

 

 ＊御嵩町内総生産の産業別構成比率 

  町内総生産の約半分は製造業です。 

   町内総生産の産業別構成比率を見ると全体の 43.1％が製造業で、サービス業の 15.7％、

  不動産業の 12.2％と続いており、製造業が御嵩町の総生産の半分近くを占めています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊御嵩町内工業団地の地元雇用率 

  町内の工業団地の地元雇用率は極めて低い。 

  全従業員数 ：２，９０９人 

  地元雇用者数：  ５６８人 

  地元雇用率 ：  約２０％ 

 

 ＊御嵩町就業者人口の業種別比率 

  町内就業人口の約半分は製造業です。 

   町内就業者人口の業種別比率を見ると、全体の 44.2％が製造業で、卸売・小売業が 

  16.1％、宿泊業・飲食業の 9.4％と続いており、製造業が御嵩町の就業者人口の半分近 

  くを占めています。 
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町内総生産の経済活動別構成比率
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※平成 27 年 3 月「統計からみた御嵩町の現状」より抜粋 

＊製造品出荷額の推移 

製造品出荷額及び従業者数は、増加傾向にあります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（製造品出荷額（百万円）及び従業者数の推） 

＊年間商品販売額及び従業者数の推移 

年間商品販売額及び従業者数は、増加傾向にあります。 

 年間販売額及び従業者数が平成１９年から平成２４年に至る間に増加しているのは、 

 町内に大型商業施設「ラスパ御嵩」が平成２１年にオープンしたことに起因すると 

 思われます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年間商品販売額（百万円）及び従業者数の推移） 

  ※平成 27 年 3 月「統計からみた御嵩町の現状」より抜粋 
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産業別就業者人口構成比率

製造品出荷額（百万） 従業者数（人）

H18 9,774 3,498
H20 10,622 3,568
H22 10,492 3,485
H24 11,058 3,683
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H24 1,405 930

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600

H14 H16 H19 H24



６ 
 

 
＊商工業者数及び小規模事業者数の推移 

商工業者数及び小規模事業者数ともに減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （商工業者数及び小規模事業者数の推移）   

＊製造事業所数及び商店数の推移 

製造事業所数、商店数ともに減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（製造事業所数の推移）           （商店数の推移） 

 

【 御嵩町小規模事業者の現状 】 

（１）現 状（「経営に関する実態調査」集計結果より） 
※この経営発達支援計画の策定にあたり、平成２７年１１月に町内小規模事業者１５０事業所を対

象に「経営に関する実態調査」を実施しました。 

アンケート対象者は、御嵩町小規模事業者の３０％で回答率は８５％。 

  ①『代表者の年齢』     → 代表者の高齢化が顕著。 

  ②『後継者について』    → 全体の３割が潜在的廃業層。 

  ③『前年最終利益について』 →「卸売業・小売業」の最終利益減少率の高いことが顕著。

  ④『経営状況について（自社の景況感）』 →「卸売業・小売業」の経営状況が苦しい。 

  ⑤『事業経営の困りごと』  → いずれの業種も「需要・顧客の減少」が１位もしくは 

                  ２位に入っている。 

 

  この調査から、事業主の高齢化が進んでいる中で、「後継者が決まっている」事業所は全体

の３割程度で、「後継者の無い」３割の小規模事業者のほとんどが自分の代で廃業を迎える潜

在的廃業層です。残りの３割強は未定の事業者です。 

『前年最終利益状況について』は、増加傾向にある小規模事業者は少なく、「横ばい」もし

くは「減少傾向」「大きく減少」であり、中でも「卸売業・小売業」は８割が減少傾向にあり

利益状況がより厳しい状況にあります。 
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 『経営状況について（自社の景況感）』は、「順調」「まあまあ順調」と認識している事業者が

半数、「たいへん苦しい」「やや苦しい」が約４割でした。ここでも、「卸売業・小売業」は、

「たいへん苦しい」「やや苦しい」が５７％となり、経営状況が厳しいことが伺えます。 

『事業経営の困りごと』は、いずれの業種にも「需要や顧客の減少」が１位もしくは２位に

入っています。特に「卸売業・小売業」については、「需要や顧客の減少」が８６％を占め突

出しています。工業系は「人材の育成・確保」、商業系は「需要や顧客の減少」が経営上の困

りごとですが、「飲食業・宿泊業」は「設備等の老朽化」と回答しています。業種・業態によ

り一番に取り上げられる経営上の問題点に相違が見られます。 

  ＊アンケート回答事業者の業種構成    ①『代表者の年齢』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②『後継者について』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決まっている

30%

候補者はいるが

決まっていない

17%

無い

32%

未定

18%

その他

3%

製造業・加工業

15%

建設業・設備業

28%

卸売業・小売業

24%

飲食業・宿泊業
10%

サービス業

21%

その他

2%

自分の代まで

76%

何とか決めたい

8%

迷っている

8%

その他

8%

２０歳代

1%
３０歳代

6%

４０歳代

16%

５０歳代

29%

６０歳代

29%

７０歳以上

19%

◎全体集計 
「代表者の年齢」は、６０歳代と７０歳代

が全体の半数を占め、代表者の高齢化が顕

著であり２０歳代と３０歳代はわずか７％ 
でした。

◎全体集計 
「後継者について」は、「後継者が決まって

いる」は３０％、「後継者が無い」と同じ割

合でした。 

◎業種別集計 「卸売業・小売業」 
「後継者がいない」のうち、「自分の代ま

で」は約８０％と後継者のいない事業所は

潜在的廃業層であることがわかります。 
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③『前年最終利益について』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④『経営状況について（自社の景況感）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤『事業経営の困りごと』 

  製造業は、「人材の育成・確保」、「需要や顧客の減少」が同じ割合で１位。 

  建設業・設備業は、「人材の育成・確保」が１位、「需要や顧客の減少」が２位。 

  卸売業・小売業は、「需要や顧客の減少」が突出して１位。 

  飲食業・宿泊業は、「設備の老朽化」が１位、「需要や顧客の減少」が２位。 

  サービス業は、「需要や顧客の減少」が 1位、「設備等の老朽化」が２位。 

大きく増加傾向

1%

増加傾向

16%

横ばい

38%

減少傾向

35%

大きく減少傾向

8%

わからない

2%

前年最終利益・全体（％）

大きく増加傾向

0%

増加傾向

6%

横ばい

13%

減少傾向

23%

大きく減少傾向

58%

わからない

0%前年最終利益・卸売業、小売業（％）

◎全体集計 
「前年最終利益」は「減少傾向」「横ばい」 
ともに３５％程度でほぼ同じ割合でした。 
「増加傾向」との回答も１６％ありました。 

◎業種別集計 「卸売業・小売業」 
中でも、特徴的な業種は、「卸売業・小売業」

で「大きく減少（６０％）」「減少傾向（２

３％）を合わせると約８０％となります。 

たいへん順調
1%

まあまあ順調

17%

順調
38%

やや苦しい

27%

たいへん苦しい

17%

その他
0%

経営状況について・全体（％）

◎全体集計 
「順調」「まあまあ順調」が５６％、「やや 
苦しい」「たいへん苦しい」は４４％でした。

◎業種別集計 「卸売業・小売業」 
「たいへん苦しい」２０％、「やや苦しい」

３７％を合わせると５７％と半数を超えま

す。 
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（２）業種別小規模事業者の現況 

   製造業や建設業は、下請け受注体質による経営のため、景気の変動による親企業からの受

注増減に左右され、極めて不安定な経営状況にあります。 

   そうした中でも、積極的な設備投資や自社の技術向上に努めている小規模事業者について

は、自動車関連部品や航空機部品など精度の高い加工技術を背景に安定的な受注を確保して

いる事業者も見受けられます。 

   卸売・小売業やサービス業は、交通アクセスの利便性の良い立地条件により町内への大型

商業施設や大手スーパーの進出、近隣市町村への郊外型商業施設の乱立により消費の流失が

拡大し、唯一地域の身近なお店として生き残ってきた小規模店は、町内の消費者の高齢化や

人口減少による商圏の縮小で益々厳しい状況下に置かれています。 

   宿泊業は、かつて国定公園「鬼岩公園」が観光地の温泉として機能していた頃は活況を呈

していましたが、現在は近隣のゴルフ場へ訪れるゴルフ客を中心とした宿泊客に留まり、 

  施設の老朽化と相まって生き残るために新しい視点による経営が必要となっています。 

   また、新規創業者については、年に１～２件程度の相談案件があり、その業態は従来には

なかった新しい取り組みも見られますが、まだまだわずかです。 

 

①製造業 

昨今の景気の停滞に伴う、大手製造企業の下請発注の減少等の影響を大きく受け、事業継続

もままならない小規模事業者が多いのが現状です。また、特殊部品加工業（航空機・医療部品・

自動車関連部品）に於いては、多少の景気変動はあるものの、堅調に推移しています。 

交通の利便性が高い当町は、輸送コストが軽減され、従業員の確保し易い環境にあるため、

町外就業者を含め雇用環境は良好です。 

 

②建設業 

御嵩町内の多くの小規模事業者は一人親方、個人事業者であり、昨今の土木建設業に於いて

は公共事業、民間事業の減少による売上高の減少、住宅建築業に於いては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同じく売上高は減少傾向にあります。 

地元で長年事業を行ってきた信頼により、紹介・口コミ等によりお客さんを獲得してきまし

たが、ハウスメーカーの攻勢により苦戦しています。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、今後生き残っていけるかが問題となっています。

 

③小売業 

長年地域を支えてきた食料品・雑貨等の最寄り品の販売を行っていたお店が、大型小売店舗、

大手スーパーマーケット、ホームセンター等の進出により消費が流出し、中央自動車道「土岐

ＩＣ」、東海環状自動車道「可児・御嵩ＩＣ」開通に伴って名古屋圏への交通のアクセスが容

易になり、さらに消費の流出が拡大し、人口減少による商圏の縮小とともに生き残っていける

かが大きな問題となっています。 

業 種 １ 位 ２ 位 

製造業・加工業 人材の育成・確保 （２５％）   

 需要や顧客の減少 （２５％）  

建設業・設備業 人材の育成・確保 （３８％） 需要や顧客の減少 （２２％） 

卸売業・小売業 需要や顧客の減少 （８６％）  

飲食業・宿泊業 設備等の老朽化  （３９％） 需要や顧客の減少 （２８％） 

サービス業 需要や顧客の減少 （５０％） 設備等の老朽化  （１４％） 
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④飲食店・宿泊業 

旧態依然の飲食店については厳しい環境に於かれており、高速道路が開通後、特にロードサ

イドへの新たな出店が増加傾向にあります。 

宿泊業については、御嵩町周辺にゴルフ場が多く点在し、遠方からのお客さまも見られます

が、消費者志向の変化や施設の老朽化が顕著で宿泊客は減少傾向にあります。 

 

⑤サービス業 

卸・小売業と同様に高速道路の開通によるアクセスの容易化、人口の減少に伴う消費の減少

の影響は非常に大きい状況です。 

特に自動車整備販売業者・理美容関係においては、地域コミュニティの縮小・崩壊に伴って

消費の減少が顕著に見られます。 

 

⑥その他 

上記以外にも、従来とは異なるメンタルケアやマッサージ、ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙﾌﾗﾜｰなどの新しい業

態の創業者が見られ、低迷している商圏の中でも、個々の小規模事業者で新たな事業展開、独

自技術の開拓、新サービス・新商品開発などの取り組み事業者も見られますがが、ごく一部に

留まっています。 

 ※ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙﾌﾗﾜｰとは、主にポリエステルといった素材で作り、生花をよりリアルに再現し、

生花には無い美しさを表現した《高品質の造花》です。 

 

 

【 御嵩町商工会事業者支援の現状 】 

（１）「経営に関する実態調査」集計結果より見える現状 

①『経営情報の調達先』 → 「商工会」との回答はわずか８％ 

  ②『商工会だより（会報）の閲覧状況』 → 概ね良好 

  ③『商工会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの閲覧状況』 → 閲覧状況は極めて悪い 

  ④『商工会に期待する活動』 → 全体で「通常の経営支援」が３割強、「高度な経営支援」

は２割の順番 

 

  この調査から、『経営情報』は顧客や取引先、同業者から入手していることがわかり、商工

会と回答した事業者はわずか８％でした。これに対し、毎月発行している『商工会だより（会

報）』の閲覧状況は良好でした。 

こうしたことから、商工会の発信している情報は、紙媒体の「商工会だより（会報）」によ

入手され、概ね事業者に行き届いていますが、その情報が事業者個々のニーズとかい離してお

り、事業者が自社に必要な経営情報として捉えられていないことがことわかりました。 

また、ホームページの閲覧状況は極めて悪く、経営者の高齢化がその要因とも考えられます

が、現代のＩＴ社会の進展の中では、現在の情報発信の在り方を見直す必要があります。 

  『商工会に期待する活動』は、ほとんどの業種で１位が「通常の経営支援」でしたが、業種

により２番に期待する活動に違いがあり、業種別に期待される支援に相違があることをあらた

めて認識する結果となり、御嵩町の産業構造によって置かれている業種別の経営状況を反映し

ていると言えます。工業系の業種は技術力や提案力強化のためのより「高度な経営支援」を、

商業系の中でも卸売業・小売業は即効性のある売上確保のための「地域イベント」を、飲食・

宿泊業は、あたらな顧客獲得のための新しい発想の経営を目指し「高度な経営支援」を１位に、

サービス業は地道な経営活動のための「講習会・勉強会」を商工会に期待していると思われま

す。 
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①『経営情報の調達先』  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②『商工会だより（会報）の閲覧状況』   ③『ホームページの閲覧状況』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ④『商工会に期待する活動』 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧客や取引先

42%

金融機関

4%
税理士・会計士

13%

同業者

30%

商工会

8%

その他

3%

必ず見る

42%

たまに見る

41%

ほとんど見ない

13%

知らない

4%

高度な経営支援

21%

通常の経営支援

35%
講習会・勉強会

17%

商談会・展示会

4%

地域イベント
13%

その他
10%

「顧客や取引先」４２％、「同業者３０％」 
「商工会」との回答はわずか８％でした。 

「必ず見る」４２％「たまに見る」４１％ 

で閲覧状況はおおむね良好でした。 

「ほとんど見ない」６１％「たまに見る」２

４％と閲覧状況は極めて悪い結果でした。 

必ず見る

2%

たまに見る

24%

ほとんど見ない

61%

知らない

13%

全体では、「通常の経営支援」が３５％、 
「高度な経営支援」が２１％の順番ですが、

業種により期待する活動に相違がありま

す。 
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＊業種別回答 

 

（２）支援現場から見える現状 

  御嵩町商工会は、小規模事業者支援を従来型の経営改善普及事業を中心に単発的に実施して

きました。近年、「経営革新計画認定支援」や「小規模事業者持続化補助金支援」などの中期

的経営計画策定による継続支援の実績は出てきているものの、まだまだ実績数は少ない状況で

す。 

従来の経営支援に伴う事業者個々の経営データ（記帳機械化データ、税務申告データ、金融

斡旋時のデータ、労務支援時のデータ）は、経営カルテとして事業者ごとにファインリングさ

れていますが常に最新のデータではありません。 

  また、商工会と行政や町内金融機関等と協調・連携した小規模事業者支援は不十分です。 

例えば、金融機関との小規模事業者情報の共有や融資の連携はほぼ行われていないことや、

行政が目指している「みたけのええもん認定事業」やそれを活用した町内への誘客戦略など 

 地域活性化につながる行政施策と商工会小規模事業者に対する経営支援のすり合わせなどが 

 不十分です。 

 

Ⅱ．御嵩町の抱える課題 

 
【 御嵩町の情勢から見える課題 】 

  高速道路網の整備の進展により御嵩町の最寄りに、中央自動車道「土岐ＩＣ」「多治見ＩＣ」

 東海環状自動車道「可児・御嵩ＩＣ」などが開設され、自動車交通の利便性が向上したことで、

御嵩町は中京圏のベッドタウン化や工業団地造成による企業誘致によって産業活性化が実現

した半面、「名鉄広見線」の利用客の大幅な減少により、現在「名鉄広見線」廃線の危機に直

面しています。「名鉄広見線」は、町内にある２つの公立高校生徒や通勤客の重要な足であり

官民一体となって存続運動が展開されています。 

また、御嵩町には、中山道「御嶽宿」「伏見宿」や国の重要文化財「大寺山願興寺」などの

歴史遺産、戦中・戦後日本のエネルギーを支えた亜炭鉱跡の産業遺産、国定公園「鬼岩公園」

や「鬼岩公園」の３件の温泉宿の観光資源、希少価値の大豆品種「中鉄砲」の農業資源など活

用できる地域資源が多く存在します。行政は、こうした地域資源を活用した地域活性化策とし

て、「名鉄広見線御嵩駅前」の中山道街並み整備や「みたけのええもん認定制度」による官民

一体の特産品開発などを行っています。 

  こうした現状の中、以下が「御嵩町の情勢から見える課題」です。 

 

１．公共交通機関「名鉄広見線」廃線の危機 

   高速道路網整備の進展により御嵩町の最寄りに、中央自動車道「土岐ＩＣ」「多治見ＩＣ」

東海環状自動道「可児・御嵩ＩＣ」などがあり自動車交通の利便性が向上したことや人口減

少・少子高齢化により公共交通機関である「名鉄広見線」利用客の大幅な減少により、現在

 １ 位 ２ 位 ３ 位 

製造業・加工業 通常の経営支援 高度な経営支援 商談会・展示会 

建設業・設備業 通常の経営支援 高度な経営支援 講習会・勉強会 

卸売業・小売業 通常の経営支援 地域イベント 高度な経営支援 

飲食業・宿泊業 高度な経営支援 通常の経営支援 講習会・勉強会 

サービス業 通常の経営支援 講習会・勉強会 地域イベント 
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廃線の危機にあります。行政は、「名鉄広見線活性化協議会」を近隣市町村で結成、また民

間では「名鉄広見線を守ろう会」による存続運動が展開されるなど「名鉄広見線」の存続に

向けて官民一体となって運動を展開しています。今後いかにして「名鉄広見線」を存続させ

ていくのかが地域の課題です。 

 

 ２．御嵩町の地域資源の有効活用 

   御嵩町には、活用できる地域資源が多く存在します。 

行政は、こうした地域資源を活用した観光施策として、「名鉄御嵩駅前」の中山道街並み

整備や「みたけええもん認定制度」による特産品開発などを行っていますが、まだまだ有効

に機能していない状況です。こうした地域の観光資源、産業資源、農業資源を有効活用して

御嵩町の地域経済活性化へ結びつけていくことが課題です。 

  ※「みたけのええもん」認定制度 

   この制度は、平成２４年からスタートした制度で御嵩町の歴史や伝統、自然をコンセプト

にした御嵩町産原材料を使用している「御嵩町」を誇れる自慢の商品を御嵩町が「みたけの

ええもん」として認定する制度です。平成２７年までに１３の商品が認定を受けています。

 

【 御嵩町の産業構造から見える課題 】 

  御嵩町は、亜炭鉱閉山以降の基幹産業が無く、交通の利便性の高さを背景にして中京圏のベ

ッドタウン化による人口増加対策や工業団地造成による企業誘致を行い産業の振興を行って

来ました。こうした経済政策により、工業団地には比較的大規模な資本の企業が進出、また高

速道路ＩＣ付近には郊外立地の大型商業施設や町内にも大型商業施設や大手スーパーが進出

し、現在「製造品出荷額及び従業者数」、「年間商品販売額及び従業者数」は、いずれも増加傾

向にあります。一方、御嵩町の商工業者数及び小規模事業者数は減少しており、特に商店数は

平成１４年から平成２４年の１０年間に５２事業所が減少しています。 

こうした状況から、大型資本による企業が御嵩町の経済をけん引していると考えられます。

このままの状況では、御嵩町の経済は大型資本へ集約され、御嵩町の小規模事業者の今後の

存続が危ぶまれます。 

また、御嵩町の総生産の約半分は製造業で、町内就業人口の約半分は同じく製造業で、御嵩

町の産業構造は製造業に偏っています。 

  大型商業資本は、地方の人口減少による商圏の縮小や経済変動により、今後地域からの撤退

も懸念され、地域住民のもっとも身近な存在であり、小回りの利く小規模事業者の減少は、高

齢化が進展する御嵩町の地域生活の維持にとって大きな問題でもあります。 

  こうした現状の中、以下が「御嵩町の産業構造から見える課題」です。 

 

１．製造業以外の産業の育成（製造業に頼る産業構造） 

   町内総生産の約半分は製造業であり、次に続くサービス業とは大きく差があります。 

   また、町内就業人口の約半分はやはり製造業であり、御嵩町の産業構造は製造業に偏って

いることがわかります。従って、更なる地域経済の活性化には製造業以外の産業の育成も課

題となります。 

 

２．小規模事業者減少への歯止め 

   御嵩町の商工業者数及び小規模事業者数は減少しています。特に、商店数は平成１４年か

ら平成２４年の１０年間に５２事業所減少しています。商品販売額及び従業者数が増加傾向

にあることから、御嵩町内に郊外型商業施設がオープンしたことに起因すると考えられ、御
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嵩町内の消費が大型店に流出していると考えられます。町内の小規模零細の小売、サービス

店の減少は、今後急激に進展する御嵩町の高齢者の生活に大きな影響を与えることが考えら

れ、高齢者の生活支援の観点からも小規模事業者の減少に歯止めを掛けることが課題です。

 

【 御嵩町の小規模事業者の現状から見える課題 】 

 

 御嵩町小規模事業者の代表者（事業主）は、６０歳以上が５割を占め高齢化が顕著です。 

後継者が決定している事業者は全体の３割、後継者がいない事業者の３割は自分の代までと

考えており潜在的廃業層であり、残り３割が未定事業者です。このままでは、益々小規模事業

者が減少してしまいます。 

前年最終利益状況からは、増加傾向がわずかで、全体の４割弱が横這いもしくは減少となっ

ており、特に卸売業・小売業の利益状況がたいへん厳しい状況にあることがわります。 

また、経営状況について（自社の景況感）も、卸売業・小売業の景況感が悪く、この状況が

明確に表れており、業種間の経営状況に大きな格差が生じています。 

小規模事業者の経営課題は、いずれの業種にも「需要や顧客の減少」が１位か２位に入って

いますが、業種により事業経営の困りごとに相違があります。 

また、御嵩町の産業構造や地域性によって業種・業態ごとの現状にも相違があり、経営課題

に多様性が見られます。 

こうした現状の中、以下が「小規模事業者の現状から見える課題」です。 

 

 １．事業承継の推進 

   事業主の高齢化が顕著で、後継者の決定している事業者は全体の３０％です。「後継者の

  いない事業所」の内８０％が自分の代で廃業と考えており潜在的廃業層が多く存在し、今後

益々小規模事業者が減少してしまいます。早期に事業承継を推進することが課題です。 

 

 ２．事業者利益の改善 

   「前年最終利益状況」を全体で見ると「減少傾向」「大きく減少傾向」の合計が、「横ばい」

の割合を超えており、「前年最終利益」は減少傾向にあります。 

   特に、減少傾向が顕著なのは「卸売業・小売業」であることがわかります。 

   小規模事業者全体の利益改善を進めることが課題です。特に「卸売業・小売業」の利益改

善は急務です。 

 

 ３．業種間格差の是正 

   「前年最終利益状況」でも判断できますが、「経営状況（自社の景況感）」でも、この状況

が明確に表れており、業種間の経営状況に差が生じています。個々の事業者に対応した経営

支援による格差の是正が課題です。 

 

 ４．多様性ある経営課題の解決 

   業種・業態ごとに事業経営の困りごとが異なります。こうした多様性のある経営課題への

  対処・解決が課題です。 
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【 御嵩町商工会経営支援の現状から見える課題 】 

 

   御嵩町商工会は、従来型経営改善普及事業を中心に事業者支援を単発的に実施してきまし

た。したがって相談の都度、小規模事業者の経営課題を把握しているのみでした。「経営革

新計画認定支援」や「小規模事業者持続化補助金支援」などの中期的経営計画策定による継

続支援の実績も少しずつ出てきているものの、まだまだ実績数は少ない状況です。 

従来の経営支援に伴う事業者個々の経営データ（記帳機械化データ、税務申告データ、金

融斡旋時のデータ、労務支援時のデータ）は、経営カルテとして事業者ごとにファイリング

されていますが常に最新データではありません。 

 また、小規模事業者個々の経営課題が現在把握されていません。従来までの単発的な小規

模事業者支援においては相談の都度、経営課題を把握するのみでした。事前に小規模事業者

個々の経営課題把握ができていません。 

小規模事業者は、自社にとってより役立つ経営情報を必要としています。アンケート調査

では、御嵩町商工会が毎月発行する「商工会だより」の閲覧率は８割に上ります。一方、事

業者の必要とする経営情報の入手先で「商工会」と回答した事業者はわずか８％でした。 

このことから、「商工会だより」は見られているものの、そこに小規模事業者が必要とす

る経営情報が提供されていないことがわかります。 

 現在、創業者（創業予定者）への創業支援は、年に１～２件程度あるのみです。それも、

創業者側から来て頂くのみで商工会側からアプローチすることはなく、また創業支援ニー

ズの把握すらできていないのが現状です。 

   商工会以外の他の支援機関との連携では、商工会と行政や町内金融機関等と協調・連携し

た小規模事業者支援はできていません。 

例えば、金融機関との小規模事業者情報の共有や融資の連携はほぼ行われていないこと

や、行政が目指している「みたけのええもん認定事業」やそれを活用した町内への誘客戦略

など地域活性化につながる行政施策と商工会小規模事業者に対する経営支援のすり合わせ

などが不十分です。 

こうした現状の中、以下が「御嵩町商工会経営支援の現状から見える課題」です。 

 

 １．単発的経営支援から継続支援の転換 

    御嵩町商工会は、従来型経営改善普及事業を中心に事業者支援を単発的に実施してきま

した。近年、「経営革新計画認定支援」や「小規模事業者持続化補助金支援」などの中期

的経営計画策定による継続支援の実績も出てきているものの、まだまだ実績数は少ない状

況です。近年の厳しい経済環境下で経営を持続的に発展させるためには、単発的な経営支

援から中長期的な経営計画に基づいた継続的な伴走型支援への転換が課題です。 

 

 ２．小規模事業者個々の経営カルテの未整備 

    従来の経営支援に伴う事業者個々の経営データ（記帳機械化データ、税務申告データ、

   金融斡旋時のデータ、労務支援時のデータ）は、経営カルテとして事業者ごとにファイリ

ングされていますが常に最新データでは無く、個々の事業者の経営資源や経営状況が把握

できるカルテにはなっていないため、経営カルテが事業者支援への有効活用が課題です。
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 ３．小規模事業者の経営支援課題の把握が不十分 

    小規模事業者の経営資源や経営情報と共に必要なのが、小規模事業者個々の経営支援課

題の把握です。従来までの受動型支援では相談の都度、経営課題を把握すればよいのです

が、これからの支援は商工会から積極的に経営支援を実施していく必要があり、小規模事

業者の経営課題を事前に把握しておく必要があります。現在は、小規模事業者個々の多様

性ある経営課題の把握が課題です。 

      

  ４．小規模事業者の必要とする経営情報の収集と情報発信の不備 

 商工会だより（毎月発行）」の閲覧状況では、全体のほぼ８０％の事業者が「商工会だ

より」を閲覧している状況の中で、小規模事業者の必要とする経営情報の入手先で「商工

会」と回答した事業者は、わずか８％でした。 

このことから、あらためて小規模事業者が必要とする経営情報は何か、そしてそれをい

かに必要とする小規模事業者に発信するかが課題です。 

また、商工会のホームページについては根本的に見直しが必要です。 

 

５．創業者の掘り起こしが不十分 

    事業主の高齢化や若手事業主が少ない現状や潜在的廃業事業者の存在など小規模事業 

者の減少を補うためには創業支援を強化しなければなりません。現在、創業者への支援 

は待ちの体制であり、かつ御嵩町内の創業支援ニーズの把握がまったくできていません。

創業者ニーズの把握と積極的に商工会からのアプローチを行う攻めの体制（積極的な掘り

起こし）づくりが課題です 

   

  ６．行政や金融機関との連携による事業者支援が不十分 

    現在、商工会と行政や町内金融機関等との協調連携による事業者支援は不十分です。 

例えば、金融機関との事業者情報の共有や融資の連携はほぼ行われていません。 

行政が目指している「みたけのええもん認定事業」やそれを活用した町内への誘客戦略

など地域活性化につながる行政施策と商工会小規模事業者に対する経営支援のすり合わ

せなどが不十分です。行政や金融機関との連携による事業者支援体制の確立が課題です。
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Ⅲ．小規模事業者の中長期的な振興の在り方 
  

 【 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 】 

 

   上記の現状及び課題を踏まえ、御嵩町商工会の１０年ビジョンを以下のとおりとします。

 御嵩町小規模事業者が、自社の経営資源を想像力豊かに活用し、元気に経済活動を行い、

またそれを次世代に円滑に承継し、また地域資源を有効に活用することで地域経済を活性化

させ、人や物資が集まり交流する、現代版の「中山道御嶽宿」を構築することを１０年ビジ

ョンとします。 

 

   １０年ビジョン 現代版「中山道御嶽宿」の構築のためには、御嵩町小規模事業者の経営

革新・需要開拓・事業承継・創業等に対する経営課題を解決し、小規模事業者の振興を図ら

なければなりません。 

   そこで、御嵩町商工会が総力を挙げて小規模事業者支援を伴走型で取り組むことで、御嵩

町の商工業振興について、主導的な役割を果たし、小規模事業者の振興と産業振興にも中核

的役割を担っていきます。 

 

 『当初５か年の振興の目標』 

   小規模事業者の当初５か年の振興は、小規模事業者に対する「個社支援」と小規模事業者

の事業活動の場である地域全体に対する「面的支援」の両面で取り組みます。 

 

  ＊「個社支援」については、 

      自社の強みを活かし、経営計画に基づいた創業者支援及び既存小規模事業者の経営再構築

により経営力を向上させ、持続的に発展する小規模事業者を増加させることを目標にしま

す。工業は、下請け体質から脱し、自社の技術力や想像力を活かした提案型小規模事業者の

増加を、商業は、既存商品・サービスの磨き上げや魅力ある新たな商品・サービスの開発に

よる需要開拓で、賑わいが創出できる小規模事業者を増加させることを目標とします。 

 

  ＊「面的支援」については、 

   現代版の「中山道御嶽宿」を構築するために、「みたけのええもん」による新商品開発、

認定商品の磨き上げ、販路開拓などの支援とその商品群やサービスを活かした交流人口の拡

大を図り、ビジネス機会の拡大につなげた元気ある地域経済の振興を目標とします。 

 

『当初５か年の振興の実施方針』 

   御嵩町商工会は、行政・金融機関などの支援機関と連携しつつ、商工会が身近な相談相手

「掛りつけ医」として常に小規模事業者に寄り添い伴走型で支援を行い、以下の実施方針で

「経営発達支援計画」を推進します。 

    

①地域を挙げての小規模事業者支援体制の整備 

   今後の小規模事業者支援は、小規模事業者の「掛りつけ医」としての中核的役割を商工会

が担い、行政・金融機関・他の支援機関（岐阜県経済産業振興センター、よろず支援拠点）

と連携し小規模事業者支援を行い、多様な小規模事業者の課題解決に向けて地域内の小規模

事業者支援体制を速やかに整備します。 
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※商工会が果たす小規模事業者の「掛りつけ医」とは、常に小規模事業者の相談相手として

傍らに寄り添いながら小規模事業者の経営状態を常に把握し、問題が予見または発生した

時は問題の原因を直ちに明らかにし、経営課題を導き出し、経営課題の解決策を処方し、

伴走型で経営を改善させる小規模事業者の町医者です。解決が難しい課題には、他の支援

機関と連携することで課題解決を行います。 

 

②小規模事業者支援に係る情報の収集・発信とデータベースの整備 

   小規模事業者の「掛りつけ医」としての機能を果たすために、小規模事業者の既存データ

に加えて、小規模事業者個々の経営情報の収集とデータベース化や小規模事業者支援に役立

つ情報の収集とその有効な情報発信方法の確立を行います。 

 

  ③中長期経営計画策定及びフォローアップによる持続的発展の実現 

   従来の単発的な経営支援から中長期的な経営計画の策定と計画策定後のフォローアップ

により、感覚的な経営から脱し、経営計画書に基づいた事業経営を支援し、売上増減ばかり

でなく事業者利益を向上させ、経営基盤の強化、業種間格差の解消など地域経済の底上げが

図れるような小規模事業者の経営体質の改善を進展させます。 

 

  ④事業承継の円滑化 

   事業主の高齢顕著化で潜在的廃業層が多く見られる中で、小規模事業者の減少を少しでも

食い止めるために、小規模事業者の持つ技術継承も含めた円滑な事業承継支援を強化しま

す。 

 

  ⑤創業者の掘り起こし及び創業事業者支援の強化 

   事業主の高齢化（潜在的廃業層の存在）や若手事業主が少ない状況など小規模事業者の減

少を補うために創業支援を強化しなければなりません。商工会から積極的に創業希望者の掘

り起こしを行い、創業後の事業者支援も含めて強化します。 

 

  ⑥地域資源を生かした新商品・新サービス創出支援 

   御嵩町にある地域資源を有効に活用する「みたけのええもん認定制度」へ商工会が主導的

な役割を果たし、関係者間の意識の高揚と共有を行い、「みたけのええもん」への支援を強

化し、地域資源を活かした新商品・新サービスの開発や販路開拓支援を行うことで、交流人

口を増加させ、小規模事業者の新たなビジネス創出による経営強化と地域活性化を実現しま

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．地域の経済動向調査に関すること 【指針③】 

【現状と課題】 

経営発達支援事業を実行するうえで、地域の経済動向を正確に把握することは非常に重要で

す。これまでは、岐阜県商工会連合会が実施する中小企業景況調査等の情報を巡回時、広報紙

等により小規模事業者への具体的分析と補足説明を伴わない資料としての提供に留まってお

り、経済動向の確認ツールとして有効に活用されていないのが現状です。 

地域の経済動向調査を実施し、その結果を小規模事業者に対して有効に活用し、経営支援を

行うには、「各種経済動向の情報を収集すること」、その情報を「比較・分析すること」、「調

査結果を有効活用する」ことが課題です。 

 

【目 標】 

そこで、本事業の中で次の３つの経済動向調査を実施します。 

１－①御嵩町小規模事業者を対象とした「御嵩町小規模事業者経済動向調査」 

１－②金融機関等との連携協力による情報収集 

１－③「小規模企業白書」等の分析 

上記の調査・分析を相互に比較分析し「地域経済動向調査トピックス」を作成します。 

このトピックスは、町内金融機関へ情報提供するほか、支援機関相互の地域経済動向情報交

換を行い、小規模事業者支援に役立てます。 

なお、この地域経済動向調査トピックスは、商工会ホームページや商工会広報紙などで広く

情報提供を行うとともに、経営指導員等巡回・窓口指導で小規模事業者に情報提供することに

より、小規模事業者等の経営計画の策定に役立てます。 
 

 □地域経済動向調査フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０ 
 

 

【事業内容】 

１－① 御嵩町商工会作成の調査票を活用した小規模事業者への地域経済動向調査【新規事業】

御嵩町商工会では、従来の経営改善普及事業を実施する中で、巡回・訪問を実施しているもの

の、事業主と顔を合わせる漠然とした聴き取りにとどまっています。 

また「事業所が留守で経営者に会えない」「巡回しても経営内容のわかる者がいない」など、

効果的な情報収集ができていませんでした。 

上記の現状を踏まえ、新たな取り組みとして御嵩町独自の地域経済動向に関するアンケート調

査票を作成し調査を実施します。小規模事業者の誰もが回答しやすいような内容とし、調査の目

的・項目を明確にします。 

年１回調査を行い、現状の会員から町内の全ての小規模事業者へ調査を広げ、年１回定期的に

情報を集約し、調査後は小規模事業者ごとに基幹システム経営カルテに電子データとして保存

し、事務所内での情報共有に役立てます。 

また、アンケート調査票を職員間または岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室職員（中

小企業診断士）と共に分析し、分析結果（経済動向）をホームページ等で公表します。 

 

※基幹システム経営カルテ 

現状の基幹システム経営カルテには以下の経営データが保存されています。 

・組織形態 ・従業員数 ・創業年 ・売上高、利益推移 ・保有する知的財産等 

・経営上の問題点 ・過去の経営支援内容等 

 

調査目的 

 

全小規模事業者の経営内容を把握し、御嵩町管内の経済・景気動向を業種

別に正確に把握することを目的とします。 

調査項目 

 

業況、売上、経常利益、販売数量、販売単価、資金繰り、雇用人数、設備

投資、仕入価格、在庫、取引先、後継者の有無、困っている事等。 

具体的調査手順 

 

年１回、御嵩町小規模事業者宛て郵送でアンケート調査を実施します。 

経営指導員を中心に、職員全員で巡回にて調査票を回収し、調査内容の記

載不足をヒアリングにて補完します。 

調査票は、御嵩町商工会独自の調査票を作成し、年１回・１２月までに情

報収集し、年度末までに情報の集約を行います。 

 

 

１－② 金融機関と連携した地域経済動向調査 【拡充事業】 

今までは民間金融機関、政府系金融機関等との情報交換は一般的な情報に留まっていました

が、連携力を強化し、小規模事業者へ有益となり、地域経済の活性化につながる地域経済動向の

情報を収集します。 

町内の金融機関十六銀行御嵩支店、東濃信用金庫御嵩支店と年１回金融懇談会（御嵩町・御嵩

町商工会・金融機関２行）を開催し意見交換を行い、御嵩町管内の景気・経済動向を情報共有し、

地域経済動向を収集します。 

また、日本政策金融公庫多治見支店は年２回マル経協議会、岐阜県信用保証協会は年１回信用

保証担当者会議の際に情報交換を行うことにより、岐阜県下の景気・経済動向を収集します。 

金融機関との情報交換等で得た地域経済・金融動向などは、巡回時に小規模事業者等に提供し、

経営計画策定等に役立てます。 
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調査目的 岐阜県内の融資を希望している小規模事業者等の資金使途や事業取り組

み事例、現況、景気・経済動向、融資実績等の内容を把握することを目的

とします。 

調査項目 ＊町内金融機関（十六銀行御嵩支店、東濃信用金庫御嵩支店） 

 御嵩町管内の経済動向、景況感、融資件数、資金使途、地価、空き店舗

 状況、取引先経営の取り組み状況等 

＊他の金融機関等 

 管轄する地域の経済動向、景況感、融資件数、資金使途、小規模事業者

の経営取り組み状況等 

具体的調査手順 町内金融機関との金融懇談会は年１回開催し意見交換を実施します。 

また、日本政策金融公庫多治見支店とは年に２回開催されるマル経協議会

にて、岐阜県信用保証協会については、信用保証担当者会議にて情報交換

を行います。 

※マル経協議会 

小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協議会の略で、経営改善貸付推薦団体が集まり、各地

域の経済動向と金融支援の状況等に関する情報交換、模範事例等の情報共有を実施する協議会で

す。 

１－③ 小規模企業白書等の分析による地域経済動向調査 【新規事業】 

毎年５月に中小企業庁から発表される「小規模企業白書」、全国商工会連合会が発表する「小

規模企業景況動向調査」、十六銀行が発行する「十六銀行経済月報」、東濃信用金庫が発行する

「とうしんレポート」の情報を常に意識し、小規模事業者の経営等に関する調査と当地域との関

連を見据えながら、①小規模事業者をとりまく経営環境や企業経営について②小規模事業者をそ

れぞれ産業分野に分けた将来展望③小規模事業者のための行政施策等について④小規模事業者

の取り組み成功事例の情報を収集し、データを効率よく活用します。 

小規模企業白書を含め、各種事業や施策の考え方や支援策が掲載されていますが、ページ数が

多く、内容を理解できない小規模事業者も多くいます。そこで、御嵩町商工会が中に入り、岐阜

県商工会連合会中濃ブロック広域支援室と協力して理解しやすい情報へ要約してダイジェスト

版を作成し、小規模事業者へ提供することで、小規模事業者の経営に役立てます。 

 

調査目的 国等の提供する小規模事業者施策や各種地域経済動向を理解しやすい

情報へ要約し、小規模事業者へ提供することを目的とします。 

調査項目 ＊「小規模企業白書」 

全国の小規模事業者に関する経営動向や直面する課題、商圏や売上動

向、効率的な経営や経営課題への取り組み状況、先進的な経営に関す

る取り組み事例、中小企業・小規模事業者の施策等。 

＊「小規模企業景況動向調査」 

 全国商工会地区約８０００事業所の全体及び業種別景況ＤＩ及び経

営課題。 

＊「十六銀行経済月報」 

 岐阜県・愛知県を中心とした金融経済に関する動向、十六銀行独自調

査による企業に役立つ各種調査結果、先進的取り組み事例 

＊「とうしんレポート」 

 東濃・可児加茂地区の全体及び業種別経済動向、東濃信用金庫が設定

した課題に関する独自調査結果、先進的取り組み事例。 
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具体的調査手順 経営指導員が中心に、小規模企業白書・金融機関等が提供する地域経済

動向より、御嵩町地域の小規模事業者に関連する景気動向等や先進的な

取り組み事例、施策などを抽出します。 

 

 

【活用方法】 

御嵩町地域経済動向調査トピックスの作成 【新規事業】 

経済動向調査により収集した調査及び情報は、年１回・毎年度内に集約し取りまとめます。 

取りまとめにあたっては、１－①、１－②、１－③の地域経済動向調査の結果を基に、地域経

済の全国的な動向、御嵩町と比較した経済動向等を調査・分析します。 

経営指導員を中心とし、御嵩町商工会職員全員で取り組み、中小企業診断士等の専門家を交え

て調査分析し、取りまとめます。 

まとめた調査結果や情報は、「調査トピックス」として、①小規模事業者への巡回訪問時の提

供や御嵩町商工会公式ホームページにより公開・情報発信を行い、御嵩町内の小規模事業者がリ

アルタイムな経営情報として小規模事業者が活用できるようにします。 

また、②小規模事業者の経営計画策定時の外部環境分析や内部環境分析、自社の強みを活かし

た経営力向上や販路開拓など、地域内企業の経営判断に活用します。 

更に、③『御嵩町地域経済動向トピックス』に関して職員で勉強会を行い、御嵩町管内の小規

模事業者の実状・動向・課題等を御嵩町商工会職員間で情報の共有活用を徹底し、小規模事業者

支援の課題抽出や検討資料や経営支援のツールとして役立てます。 

 

 

情報活用の目的 ① 小規模事業者への経営情報として活用 

② 経営計画策定時に活用 

③ 小規模事業者支援のツールとして活用 

情報提供の項目 国・小規模事業者の地域経済動向、小規模事業者の先進的取り組み事例

と販路開拓事例、中小企業施策等 

具体的活用手順 上述の１－①、１－②、１－③の調査を、経営指導員が中心となり、 

中小企業診断士等の専門家の意見も取り入れ、「御嵩町地域経済動向調

査トピックス」としてまとめ上げ活用します。 

 

【目 標】 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

１－① 経済動向調査 

＊経済動向調査対象小規模事業者数 

年１回 

200件 

年１回

200件 

年１回

200件 

年１回 

200件 

年１回

200件 

１－②金融機関からの景気動向調査 

 ＊町内金融機関 

 ＊日本政策金融公庫 

 ＊岐阜県信用保証協会 

 

年１回 

年２回 

年１回 

 

年１回

年２回

年１回

 

年１回

年２回

年１回

 

年１回 

年２回 

年１回 

 

年１回

年２回

年１回

１－③小規模企業白書等での 

情報収集 

年１回 年１回 年１回 年１回 年１回

「調査トピックス」の作成 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回

※経済動向調査対象小規模事業者数について、毎年２００件とし、各業種から抽出します。 
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２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

 

【現状と課題】 

 小規模事業者の持続的発展のためには、市場構造の変化・競合他社の有無等の外部環境と各種

経営資源の内部環境を定量的・定性的に分析し、経営課題を明らかにする必要があります。 

一方で、小規模事業者は経営状況の分析についての必要性や係数観念が希薄であったり、やり

方がわからないといった理由から、経営課題が把握できている事業者は非常に少ないのが現状で

す。 

これまで御嵩町商工会では、巡回・窓口での金融・税務の相談時において、簡易な経営分析（売

上総利益率、借入金回転期間、損益分岐点分析等）は行っていますが、その内容や結果が整理さ

れていないことや指導内容が職員間で共有されておらず、経営改善の具体的な手段にまで踏み込

んでいませんでした。経営分析ツールや支援のレベルを揃え、経営分析の必要性や手法をわかり

やすく小規模事業者に伝え、支援事業者の掘り起こしを行うことが課題です。 

 

【目 標】 

上記の課題を受けて、小規模事業者の経営改善に向けて、小規模事業者が抱える問題を的確に

捉え、現在の経営状態・今後の方向性を導くための経営分析を実施します。 

また、御嵩町内の小規模事業者の持続的発展に向け、今後も、地域から必要とされ経営活動が

継続できるよう、自社の経営実態を把握し経営課題を抽出することで（「経営者の考える自社

のあるべき姿」の明確化）、自社の目指す経営を実現する為の道筋を示す（経営計画策定）き

っかけづくりを目標としています。 

 

□経営分析フロー図 
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【事業内容】 

２－①経営計画策定セミナー参加者への経営分析の実施 【拡充事業】  

経営計画策定セミナーを開催した際に、セミナー参加者への経営分析を行います。 

平成２７・２８年度には御嵩町商工会独自で経営計画策定セミナー（集団・個別を含めて５回）

を実施し、参加者に自社の強み・弱みの認識から経営計画策定までの一連の流れを身に付けても

らいましたが、その後のフォローも不十分であり、計画実現に向けた継続的な支援が行われてい

ませんでした。本セミナーの中で、ＳＷＯＴ分析の手法等を学んでいただき、自社の経営分析を

実施します。 

ＳＷＯＴ分析では、商品・サービス、保有する技術・ノウハウ、従業員等の経営資源の内容、

財務の内容、外部環境、その他経営状況を集約・分析を行います。 

小規模事業者にとっては、今後の経営に活かすことのできる自分自身では気付いていない経営

資源など自己認識の喚起、自社が置かれている経営環境などをあらためて知ることができます。

こうした経営分析結果を活用し、本セミナーの中で経営計画を策定します。 

分析手法 ①ＳＷＯＴ分析（自社の強み、弱み、機会、脅威を分析） 

②財務分析（収益性、安全性、成長性を分析） 

収集する

項目 

①内部環境として自社の資産（商品力・製品力、人材、生産能力等）、外部環境

 として自社の業界動向、競合、顧客、市場。  

②決算書の数値（売上高・原価・販管費等の損益情報、流動資産・固定資産・流

動・固定負債等の貸借情報等） 

実施体制 経営計画策定セミナーを受講していただき、セミナーの中で自社の経営の棚卸を

行い、経営状況等の把握・経営分析を実施します。 

講師には、経験豊富で地域の状況に精通している中小企業診断士、経営コンサル

タントを招へいし、経営計画の意義・必要性から、自社の経営に当てはめた実践

型の内容で設定し、巡回時の情報提供・チラシの郵送・御嵩町商工会公式ホーム

ページ等により開催を 周知を行います。 

 

 

２－② 記帳継続対象者に対する経営分析 【拡充事業】 

小規模事業者の中でも記帳継続対象者は、日々の記帳業務等の中で御嵩町商工会との接点が非

常に多く、数値的な情報の他にも事業内容・資金繰り等についても深く理解しています。 

今までは税務指導と簡単な分析結果を提供していましたが、経営分析の重要性を説明し、更に

ヒアリングを行い、経営分析を実施します。 

記帳継続対象者は、ソリマチ社製会計ソフト（会計王）を活用した経営分析指導を行い、自社

の内部環境の理解や経営計画策定時に役立てます。 

小規模事業者にとっては、自社の経営内容を数値に落とし込み把握することや同業他社との指

標比較を行うことで、より深く自社の経営内容を数値で理解することができます。感覚経営から

数値経営への転換を促すとともに、経営計画策定に活用します。 

 

分析手法 ①ＳＷＯＴ分析（自社の強み、弱み、機会、脅威を分析） 

②財務分析（収益性、安全性、成長性を分析） 

収集する 

項目 

①内部環境として自社の資産（商品力・製品力、人材、生産能力等）、外部環境

 として自社の業界動向、競合、顧客、市場。  

②決算書の数値（売上高・原価・販管費等の損益情報、流動資産・固定資産・流

動・固定負債等の貸借情報等） 
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実施体制 小規模事業者に最も寄り添って（伴走）支援をしている記帳指導職員を切り口と

して経営分析の必要性について説明を行います。理解を得たうえで財務分析ソフ

トを活用し、より深い経営状況等の把握・経営分析を実施します。 

経営分析 

対象者の 

選定方法 

相談時に経営分析の重要性等について説明を行い、実施意思のある小規模事業者

を優先的に選定します。また、支援件数については月１件として、希望がある場

合は上限を設けません。 

 

２－③ 巡回・窓口相談時の経営分析 【拡充事業】 

経営指導員等による日常の巡回を計画的に進め財務分析・経営分析の重要性を説明し、経営分

析を実施します。 

経営分析の重要性への理解を得たうえで、小規模事業者の決算関係情報を確認するとともに、

業況等の聞き取った内容をヒアリングシートに落とし込み、経営分析指導を実施し、自社の内部

環境分析や経営計画策定に活用します。 

 

分析手法 ①ＳＷＯＴ分析（自社の強み、弱み、機会、脅威を分析） 

②財務分析（収益性、安全性、成長性を分析） 

収集する 

項目 

①内部環境として自社の資産（商品力・製品力、人材、生産能力等）、外部環境

 として自社の業界動向、競合、顧客、市場。  

②決算書の数値（売上高・原価・販管費等の損益情報、流動資産・固定資産・流

動・固定負債等の貸借情報等） 

実施体制 経営指導員を中心に定期的に巡回・窓口対応している際にヒアリング、事業所の

状況確認を実施し、決算書・総勘定元帳・残高試算表等の確認を行います。 

また、小規模事業者が記帳継続対象者の場合は記帳指導職員と情報を共有し、経

営状況の把握、分析を実施します。 

経営分析 

対象者の 

選定方法 

相談時に財務分析・経営分析の重要性等について説明を行い、実施意思のある

小規模事業者を優先的に選定します。また、開業５年以内、第２創業・事業承継

後２年以内の小規模事業者に優先順位をつけてピックアップし選定します。支援

件数については月１件として希望がある場合は上限を設けません。 

 

 

２－④ 金融相談における経営分析 【拡充事業】 

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）推薦事業所について、個別案件毎に経営分

析を実施し、今後の円滑な事業展開のための助言を行います。 

また、それ以外の金融相談でも、原則として経営分析を行い、事業所の経営課題の抽出に努め

ます。 

融資利用者の一覧表を作成し、融資後１年ごとの事後指導を中心とした巡回を実施し、資金融

資効果・収益性の向上など推薦書等との比較分析を実施して、今後の経営計画策定に活用します。

また、必要に応じて日本政策金融公庫職員と経営指導員が連携し、中小企業診断士等専門家を

交えて資金繰りを中心とする経営アドバイス等を行います。 

事業者は、売上や利益の変動には注視していますが、特に資金繰りは経験値からの感覚に頼り

がちです。キャッシュフロー分析を行うことで資金上の問題点を把握することができます。 

こうした経営分析結果を経営計画策定に活用します。 
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分析手法 ①ＳＷＯＴ分析（自社の強み、弱み、機会、脅威を分析） 

②財務分析（収益性、安全性、成長性） 

③キャッシュフロー分析 

収集する 

項目 

①内部環境として自社の資産（商品力・製品力、人材、生産能力等）、外部環境

 として自社の業界動向、競合、顧客、市場。  

②決算書の数値（売上高・原価・販管費等の損益情報、流動資産・固定資産・流

動・固定負債等の貸借情報等） 

③決算書の数値（当期利益、減価償却費、売掛金、固定資産の増減、借入金の借

入額、返済額等） 

実施体制 融資相談時に小規模事業者の決算書を２期分、直近の残高試算表を確認し、業況

等と今後の見通しについてヒアリングを実施します。 

各種帳票より財務分析、資金繰り、キャッシュフロー分析を行い、適切な資金繰

りであるかの分析を実施します。 

 

 

【活用方法】 

上記の①～④の事業で、御嵩町内の小規模事業者に対し、様々な切り口での経営分析を実施し、

小規模事業者に提供することで自社をあらためて認識することができ、多面的に自社の経営課題

を把握させることが、小規模事業者の持続的発展につながります。 

また、小規模事業者の経営分析結果は基幹システム経営カルテにより管理することで、御嵩町

商工会内で共有化できる体制を整えて、今後の小規模事業者の支援の指標となる情報を整備しま

す。経営分析により経営課題を抽出し、克服するための経営計画を小規模事業者に策定させ、経

営計画実現のため商工会が伴走型で支援を行っていきます。 

 

【目 標】 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

経営計画作策定セミナー      

 ①開催回数 集団 １回 １回 １回 1回 1回 

 ②開催回数 個別 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

 ③参加者事業者数 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

２－①セミナー参加者経営分析 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

２－②記帳対象者経営分析 １２件 １２件 １２件 １２件 １２件 

２－③巡回窓口相談経営分析 １２件 １２件 １９件 １９件 ２３件 

 （内訳） 一般 

      創業 

     事業承継 

     経営革新 

９件 

１件 

１件 

１件 

９件 

１件 

１件 

１件 

１４件 

２件 

２件 

１件 

１４件 

２件 

２件 

１件 

１８件 

２件 

２件 

１件 

２－④金融相談経営分析 ８件 ８件 ８件 ８件 ８件 

合計（２－①＋②＋③＋④） ３７件 ３７件 ４４件 ４４件 ４８件 

※記帳対象者経営分析件数について、記帳対象者に対する経営分析は、月１件。 
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３．経営計画策定支援に関すること 【指針②】 

 

【現状と課題】 

 小規模事業者を取り巻く経営環境が激変している中で、小規模事業者が経済社会の変化に対応

し、自らの経営を再構築するために、顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた経営計画に基づ

く経営を行っていくことが重要になっています。 

 

これまで御嵩町商工会では、小規模事業者にも経営計画策定の必要性があるという中で、経営

内容に踏み込むことが出来ず、事業者からの要望があった場合や補助金申請にからめた経営計画

策定になっており、専門家派遣の際には経営計画作成を積極的に取り組んでいますが、それほど

多くの支援件数はありませんでした。 

実際に、単発的な支援では伴走型支援とはならず、小規模事業者と御嵩町商工会との接点も少

ない中で、意思の疎通が出来ず経営計画策定に重要性の認識のずれにもつながっており、経営

計画策定につながらないことが課題です。 

 

【目 標】 

今後は、小規模事業者の持続的発展に向けて、経営計画策定先を積極的に掘り起こします。 
前述の『１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】』及び『２．経営状況の分析に関するこ

と【指針①】』の結果を踏まえて、地域内小規模事業者を階層別に分類し、それぞれに対応した支援

により、経営計画を策定する小規模事業者を積極的に掘り起し、経営の底上げに取り組みます。 
 
次頁の「小規模事業者の経営計画策定への意識と階層別支援内容」中の第５層「経営計画の意

義（必要性・有効性）を意識していない」については、巡回・個別相談時や広報等により経営計

画の意義を粘り強く説明・周知を行い、経営計画策定セミナーへの参加を促します。第４層「経

営分析・経営計画策定方法の知識が不足」については、経営計画策定セミナーへ出席を促し、経

営分析を行っていきます。第３層・第２層については、経営分析⇒重点支援先選定⇒経営計画策

定の順を追い、経営計画策定（創業計画策定、事業承継計画策定）を進展させます。 

 

小規模事業者との意思の疎通を図り、認識を同じくし、経営計画策定を進めて、現状の経営停

滞を打破し、経営の向上を図っていきます。 
また、経営計画策定支援、資金繰り、補助金申請等の相談等に対する指導・助言を岐阜県商工

会連合会、よろず支援拠点、税理士・社会保険労務士・中小企業診断士等の外部専門家、近隣の

金融機関、各種関係機関と連携し、伴走型支援を実施することにより、実現性の高い経営計画を

策定し、小規模事業者の事業の持続的発展を図っていきます。 
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□小規模事業者の経営計画策定への意識と階層別支援内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業内容】 

３－① 重点支援先の選定と経営計画策定指導の徹底 【拡充事業】 

前記『２．経営状況の分析に関すること【指針①】』で経営分析を実施した小規模事業者に対

し、巡回等の経営相談時に経営計画策定の必要性・重要性の周知を実施します。 

その中で、重点支援先を選定し、外部専門家・各種関係機関とも連携した経営計画策定支援を

緊密な伴走型支援で実施します。 

更に新規性のある取り組みには経営革新計画の申請を行うようにアドバイスを行います。これ

らの施策についても説明周知を実施していきます。 

このように経営指導員が小規模事業者に伴走型で支援することで、実現可能性の高い経営計画

を策定します。 

 

実施体制 経営指導員を中心に『２．経営状況の分析に関すること【指針①】』で経営

分析を実施した小規模事業者に対し巡回し、経営計画策定の必要性・重要性

の周知を実施していきます。 

その中で重点支援先を選定し、経営分析結果をもとにして外部専門家・各種

関係機関と連携した経営計画策定支援を実施していきます。 

重点支援先小 

規模事業者の 

選定方法 

重点支援先小規模事業者の選定は、『２．経営状況の分析に関すること【指

針①】』で経営分析を実施した小規模事業者の中から、各職員がリストアッ

プを行い、「御嵩町商工会経営支援会議」の中で決定します。 
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※「御嵩町経営支援会議」とは、毎月第１月曜日に全職員で開催する会議で、この会議では 

 「経営発達支援計画」の進捗情報や小規模事業者の経営支援上の問題点や解決策などを全職員

で検討する会議です。 

 

【目 標】 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

巡回・窓口指導件数 1,000件 1,000件 1,000件 1,000件 1,000件

３－①  

重点支援先経営計画策定件数 

９件 １１件 １３件 １３件 １５件 

（３－①） 

経営革新計画策定件数 

※上記、重点支援先経営計画

策定件数に含む。 

（１件） （１件） （１件） （１件） （１件）

  

３－②創業（予定者）・第２創業・事業承継に伴う経営計画策定指導 【新規事業】 

御嵩町において、廃業等による小規模事業者の減少に歯止めをかけるために、新規創業者支援

を実施することは新産業の創出・雇用の拡大等、そして地域の活性化につながることから非常に

重要な支援です。 

御嵩町商工会では、年に１～２件の新規開業者があり、今まで創業計画策定に関する支援を実

施してきましたが、御嵩町内の創業希望者（予定者）の実態把握や接触ができず、常に待ちの状

況で、商工会から積極的な支援アプローチができていなかったことが課題です。 

そこで各種インターネットツールやチラシ等により、創業者（創業予定者）のリストアップを

行い、商工会から積極的にアプローチし、外部専門家、各種関係機関とも連携し、創業計画策定

など創業への全面的なバックアップ行います。 

実施体制 （創業） 

創業者（予定者）の情報を収集する為に、御嵩町と連携して「御嵩町商工会

が創業（予定者）について全面的にバックアップすること」を、御嵩町行政

広報紙を活用して周知するとともに、御嵩町商工会ホームページでも周知

し、創業意欲のある創業希望者（予定者）をリストアップします。この情報

は御嵩町と共有します。 

対象者に対して四半期に1回以上巡回訪問を実施し、創業計画書作成支援、

各種セミナー、補助金施策、空き店舗バンク等の情報を定期的に提供するこ

とにより、円滑な創業が図れるように支援します。 

(第２創業・事業承継) 

経営指導員を中心に、第２創業・事業承継の対象となる小規模事業者巡回時

に、事業主・後継者両者の事業承継に関する考え、現状と課題等についてヒ

アリングを行います。 

課題に対して解決策を提案し、円滑な事業承継が図れ、第２創業計画書策定

支援を行います。 

経営計画作成 

者の選定方法 

創業・第２創業・事業承継の対象者に経営計画の重要性等について説明を行

い、実施意思のある創業予定者・小規模事業者を優先的に選定します。また、

開業３年以内、第２創業、事業承継後２年以内等の小規模事業者に優先順位

をつけて選定します。 
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【目 標】 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

３－② 創業計画策定件数 １件 １件 ２件 ２件 ２件 

３－② 事業承継計画策定件数 １件 １件 ２件 ２件 ２件 

 

 

３－③経営計画策定セミナー、個別相談会の開催による経営計画策定指導 【拡充事業】 

経営計画策定についての経営計画策定セミナー、個別相談会を岐阜県商工会連合会中濃ブロッ

ク広域支援室と共に実施します。このセミナー（集団）、個別相談会参加者に対して経営計画策

定指導を行います。 

個別相談会は経営計画策定セミナーのフォローアップとして開催し、経営計画を完成させ、ま

た、実施後の計画の見直しについても支援します。 

講師には、経験豊富な中小企業診断士又は経営コンサルタントを招へいし、個別相談会を開催

し、御嵩町商工会の経営指導員等も補助講師として参加し、伴走型の支援を行い、次の巡回・窓

口相談時にフォローアップし、経営計画策定を行います。 

 

【目 標】 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

経営計画策定セミナー      

    集団開催数 １回 １回 １回 １回 １回 

    個別開催数 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

    参加者数 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

３－③ 経営計画策定数 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

 

 

【経営計画策定目標数値合計】 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

３－① 重点支援先 ９件 １１件 １３件 １３件 １５件 

３－② 創業 １件 １件 ２件 ２件 ２件 

３－② 事業承継 １件 １件 ２件 ２件 ２件 

３－③ 経営計画策定 

セミナー 

５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

合 計 １６件 １８件 ２２件 ２２件 ２４件 
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４．経営計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

 

【現状と課題】 

御嵩町商工会では、従来の経営改善普及事業を中心に小規模事業者から都度相談される問題に

対する支援・提案や補助金採択や融資実行することが目的となった経営計画支援に留まってお

り、経営計画策定後は、計画的な進捗状況管理が出来ておらず、基本的には小規模事業者まかせ

で、確認方法は口頭でのヒアリングに留まっており、正確な経営計画の進捗状況や実績がつかめ

ていませんでした。 

また、小規模事業者側においても、事業計画を策定したものの、日々の仕事に追われ経営計画

の実行が遅れることや、実行できない場合もあるため、着実に実行できるよう商工会が事業者に

寄り添った伴走型支援に取り組むことが課題です。 

 

【目 標】 

「３．経営計画策定支援に関すること【指針②】」の経営計画策定後は、進捗状況シートを作成

し、四半期に1 回、経営指導員を中心として巡回訪問し、経営計画の進捗状況の把握（数値的管

理、進捗スケジュール管理）の徹底と新たな課題抽出等を行い、解決を図ります。 

新たな課題解決には、経営指導員がコーディネーターとなり、外部専門家、各種関係機関とも

連携し、あらためて経営計画の見直し・再検討を行い、経営計画の実現に向けて伴走型支援を実

施します。 

 

【事業内容】 

４－① 経営指導員を中心とした巡回と経営支援会議の実施 【拡充事業】 

小規模事業者の経営計画の進捗が芳しくない場合は、新たな問題が生じているとの推定のも

と、御嵩町商工会内で経営支援会議を実施し、直ちに経営計画の検討を行います。経営課題を把

握するとともに、その解消に向けた適切な指導・助言を行います。 

経営計画で販路開拓、新商品・新サービス開発、雇用等を実施する場合に進捗状況を確認した

上で、小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金等の趣旨に合致する制度を紹介し、活用の

積極的推進や、経営計画を遂行する上で、設備投資やそれに付随する運転資金が必要である場合

は、日本政策金融公庫が事業の持続的発展の取り組みのために低利で融資をするマル経融資制度

の拡充「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、金融面の支援を積極的にしていくと共

に制度利用後のフォローも徹底します。 

経営支援会議は毎月第１月曜日に事務所内で実施し、職員間で経営計画進捗状況を共有しま

す。 

４－② 専門家派遣実施によるフォローアップ 【拡充事業】 

経営指導員による伴走型支援、経営支援会議でも解消が困難な課題の場合は、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、ミラサポ専門家派遣等を活用し、小規模

事業者の課題解決に取り組みます。 

各課題に対応する信頼のおける専門家を岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室と相談

しながら選定し、スムーズに課題解決が図れるよう伴走型支援を実施します。 

 

４－③ 創業、第２創業、事業承継後のフォローアップ 【拡充事業】 

小規模事業者の創業後３年以内の廃業率は７０％と言われる中で、御嵩町商工会では創業、第

２創業、事業承継を実施した小規模事業者に対して、重点的にフォローアップ巡回を行います。
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創業は当初半年は毎月、以降四半期に１回、第２創業・事業承継は四半期に１回以上は巡回

し、業況をヒアリングし、売上・粗利・利益等をチェックし、経営計画と経営実績の分析と新た

な課題の抽出を行います。 

 

実施体制 担当職員は、経営計画策定が完了した段階にて、進捗状況シートを作成し、同時

に経営カルテにも電子データで保存します。経営カルテは、過去の指導内容や経

営計画に関する書類等を電子データで保存し、経営計画策定の経緯及び実行状況

が分かる内容で、職員全体で共有します。 

御嵩町商工会では担当職員にかかわらず、職員全体が小規模事業者の求めに応じ

て、いつでも相談に対応するとともに、求めがなくても原則として四半期に1 回

以上、巡回指導及び、その他の方法により、進捗状況を把握して、進捗状況シー

トに記載すると共に経営カルテに記録します。 

 

【活用方法】 

小規模事業者の経営の発展には、経営計画のＰＤＣＡのサイクルを意識し、少ない経営資源を

効率的に活用していくことが重要であり、段階的に目標の実現が図れるように支援を行うことが

事業主の経営力向上につながり持続的発展を促すことで小規模事業者の利益確保につながりま

す。上記の目標の中で巡回窓口指導件数は維持しつつ、事業計画に対するフォローアップに重点

を置き、指導内容の質の向上を図っていく計画です。 

 

【指針②経営計画策定後の実施支援の目標】 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

巡回・窓口指導件数 1,000件 1,000件 1,000件 1,000件 1,000件 

３－①重点支援先 ９件 １１件 １３件 １３件 １５件 

３－②創業     １件 １件 ２件 ２件 ２件 

３－②事業承継   １件 １件 ２件 ２件 ２件 

３－③経営計画策定 

セミナー 

５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

経営計画策定件数 

合計 

１６件 １８件 ２２件 ２２件 ２４件 

４－①・② 
(※３－①＋３－③) 

フォローアップ支援 

５６回 
＊14件×4 回 

６４回 
＊16件×4 回

７２回 
＊18件×4 回

７２回 
＊18件×4 回 

８０回 
＊20件×4 回

４－③ 
(内訳) 

(※３－②) 創業 

 

(※３－②) 事業承継 

１２回 

 

８回 
＊1件×8 回 

４回 
＊1件×4 回 

１２回 

 

８回 
＊1件×8 回 

４回 
＊1件×4 回 

２４回 

 

１６回 
＊2件×8 回 

８回 
＊2件×4 回 

２４回 

 

１６回 
＊2件×8 回 

  ８回 
＊2件×4 回 

２４回 

 

１６回 
＊2件×8 回 

  ８回 
＊2件×4 回 

フォローアップ合計 

（４－①・②＋③） 

６８回 ７６回 ９６回 ９６回 １０４回 

※重点支援先及び事業承継のフォローアップ回数は、四半期に１回で件数×４回。 

 創業のフォローアップ回数は、当初半年は毎月で以降四半期に１回で件数×８回。 
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５．需要動向調査に関すること 【指針③】 

 

【現状と課題】 

 小規模事業者が製造や販売する商品またはサービスに関連した需要動向情報は、あらたな顧客

獲得や販路拡大のために欠かすことのできないもので、経営計画策定や計画実行時にはたいへ

ん重要で必要な情報です。 

ある程度、経営基盤のある商工業者は、自社で情報収集していますが、小規模事業者等は実務

業務に深くかかわっており時間的な制約もあることから需要動向等の情報収集については弱い

部分があります。そうした中で、求められているニーズと事業主の考えのミスマッチが起こり、

ビジネスチャンスを逃していることも多々あります。 

こうした重要な需要動向調査は、御嵩町商工会として特に実施しておらず、個々の情報収集と

経営指導員の経験値での情報提供となっており、職員ごとに提供する需要動向に少なからず差異

があり、正確性に欠ける情報提供となっていることが課題です。 

 

【目 標】 

今後は、小規模事業者個々の経営計画策定や実行支援に必要不可欠な「自社商品サービスに対

する商圏の市場規模」「消費動向に基づく市場の把握」などの視点により、顧客ニーズをより明

確化する重点支援先のターゲット市場に絞った個別需要動向情報を収集し提供する支援に取り

組みます。 

また、こうしたデータを商工会内で共有・蓄積・公開することで、小規模事業者の経営計画策

定にも役立たせます。 

 

 ※重点支援先とは、経営分析を実施し、重点支援先として経営計画策定支援を行った小規模事

業者のことを言います。 

 

【事業内容】 

５－① 重点支援先個別需要動向調査情報の収集 （間接的調査） 【新規事業】 

 小規模事業者が販売する商品又は提供するサービスに関連した需要動向情報は、新たな顧客獲

得や販路拡大のために欠かすことのできないもので、経営計画策定や計画実行時において大変重

要で必要な情報です。しかしながら、小規模事業者においては、こうした需要動向情報を活用し

た取り組みが十分できていないことが多くあります。 

こうしたことから、小規模事業者の経営計画策定や実行に必要不可欠な「自社商品やサービス

に対する商圏の市場規模」「消費動向に基づく市場の把握」などの視点により、顧客ニーズをよ

り明確化する需要動向情報を重点支援先のターゲット市場に絞った需要動向の情報を収集・提供

します。 

 

調査目的 顧客ニーズをより明確化する重点支援先のターゲット市場に絞った需要

動向情報を収集・提供することを目的とします。 

調査項目 ①マーケティング 

消費行動・動向、消費者趣向、商品・サービス別売れ筋、消費トレンド

②業種・業界動向 

人気・話題商品、業界の売上・利益、機械受注・住宅着工・新車販売台

数等の統計 
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具体的調査手順 

 

①マーケティング 
重点支援先のターゲット市場に絞った需要動向情報を以下より情報の収集を

行います。 

（１）日経テレコンＰＯＳ情報 

（２）経営指導員等職員が収集した情報（テレビ・雑誌・インターネット等） 

②業種・業界動向 

重点支援先のターゲット市場に絞った需要動向情報を以下より情報の収集を

行います。 

（１）業界動向・トレンド情報 

（日本経済新聞・中部経済新聞・日経ＭＪ・日刊工業新聞等） 

（２）経営指導員等職員が収集した情報（テレビ・雑誌・インターネット等） 

 

 

５－② 重点支援先の個別需要動向調査情報の収集 （直接的調査） 【新規事業】 

さらに、重点支援先で事業者の要望や御嵩町商工会経営支援会議で必要と判断した重点支援先

については、直接調査による重点支援先個別需要動向情報を収集します。 

直接的調査は、重点支援先の試作段階にある商品・サービスについて、その試作品の狙うター

ゲット市場に合致した調査先（展示会・商談会・モニタリング先）を選定し実施します。 

重点支援先の課題別個別需要動向調査（直接調査）は、商工会支援のもとに消費者やバイヤー

に対して直接的に行い、集約した情報を分析します。 

この直接調査は、試作段階にある商品やサービスがＢtoＢ、ＢtoＣの市場に受け入れられるか

を知るために行います。 

分析した需要動向結果を重点支援先小規模事業者に提供し、商品・サービス等のブラッシュア

ップや価格設定、販売促進に活用し、個社へ重点的に伴走型支援を実施します。そのためにより

速やかに調査分析・報告を実施します。 

 

調査目的  重点支援先の試作品のターゲット市場に合致した調査先を選定し、ター

ゲットニーズ等の課題別需要動向情報を収集・提供することを目的とし

ます。 

調査項目 重点支援先の試作段階の商品またはサービスの需要動向調査 

具体的調査手順 

や調査内容 

重点支先の試作段階にある商品・サービスのターゲット市場に対して、

経営指導員等の協力のもとに消費者やバイヤーに対して、直接、経営計

画に伴う事業展開に必要な需要動向について、ヒアリングやアンケート

を実施し情報を収集し、分析して提供します。 

Ⅰ．重点支援先の試作段階にある商品・サービスのターゲット市場に合

致した展示会・商談会でのバイヤーに対するアンケート調査を実施

します。展示会や商談会の選定は、商品（サービス）の想定される

ターゲットにより選定し調査を実施します。 

（調査項目） 

 ＊商品（サービス）トレンド ＊価格 ＊競合 ＊消費者嗜好 

＊重要視されるポイント  

＊出展者商品（サービス）に対する課題や改善点 等 

 （目標サンプル数） 

  ３０サンプル 
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Ⅱ．重点支援先の試作段階にある商品・サービスのターゲット市場に合

致した消費者モニタリング調査 

    モニタリングに協力を依頼する消費者は、町内大型小売店舗に来る

消費者、地域内高校生徒、地域内老人施設入所者、地域内女性団体

等を商品（サービス）の想定されるターゲットにより選定し、モニ

タリング調査を実施します。 

 （調査項目） 

  ＊消費者属性 ＊出展者の商品（サービス）評価 ＊価格 ＊容量等

  ＊商品（サービス）に対する意見等 

 （目標サンプル数） 

  ５０サンプル 

 

 

【活用方法】 

５．で収集した情報は、業種別の消費者ニーズや年齢別の消費動向等を詳細に分析し、小規模

事業者の新たな商品やサービスの開発、販路開拓に活用します。必要に応じて外部専門家の協力

を得て分析を行います。 

間接調査により得られた個別需要動向調査情報は、重点支援先の小規模事業者に面談にて直接

提供し、類似する業種企業や地域内の重点支援先以外の小規模事業者には、経営計画の策定や新

たな需要の開拓に寄与する事業に役立てます。 

更に、直接調査による個別需動向調査を行うことにより、より踏み込んだ個別需要動向調査情

報として情報提供します。このことにより市場にマッチした情報として売上の向上につながって

いきます。 

重点支援先個別小規模事業者に対し、徹底した伴走型の販路開拓支援を行います。 

 

【目 標】 

 H29 H30 H31 H32 H33 

重点先個別需要動向調査 

対象事業者数 

１６件 １８件 ２２件 ２２件 ２４件 

※重点支援先すべてを課題別需要動向調査の対象とします。 
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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 【指針④】 

 

【現状と課題】 

御嵩町商工会では年間を通して、販路開拓に関連するセミナーや展示会・物産展への出展、各

種メディアへの露出、各種補助金を用いた販路開拓等には積極的に取り組んでいませんでした。

御嵩町内の小規模事業者は、全て理解しているつもりでも、取扱商品・サービス・取引先など

詳細となると把握しきれていない部分が多々あることが分かります。 

これまで小規模事業者の商品等の展示やＰＲの方法、情報等の提供方法についての狙いや目標

などに明確な取り組み意識を欠き、新たな需要開拓に十分な効果を上げるには至っていないこと

が課題です。 

 

【目 標】 

小規模事業者は販路開拓に関する情報が入ってきにくい現状があり、情報発信が苦手なため、

御嵩町商工会が巡回・訪問時に、地域経済動向や需要動向の分析結果を踏まえて、重点支援先個々

の小規模事業者に合致した販路開拓方法を伴走型で助言・提案します。 

新たな需要開拓には、御嵩町商工会が中心となりトータルコーディネートし、需要動向を踏ま

えた上での販路開拓・情報発信を計画的に行います。 

 

【事業内容】 

６－① 展示会・物産展・イベント等への出展による販路開拓支援 【拡充事業】 

御嵩町は、有効に地域資源活用できていない状況ですが、一部の小規模事業者では商品開発に

取り組んでおり、一定の成果を出してはいるのが現状です。 

町外・県外等へ積極的に販路を開拓していく小規模事業者に対して展示会・物産展・イベント

等への出展支援や情報提供を行ってきました。 

御嵩町商工会では前年度、メッセナゴヤで実施された「異業種交流展示会」（H27.11月）や「食

のブラッシュアップ商談会」（H27.9月）への小規模事業者出展支援の経験を活かし、新しい取

り組みをいかに町外に発信することが、今後の経営においていかに役立つか、商工会自身が身を

もって実践した体験談をもとに、小規模事業者の出展への関心を喚起し、展示会・商談会への小

規模事業者の出展事業者数増加を目指します。 

また、展示会に向けて、小規模事業者に対して、商品・サービスのブラシュアップ・商談の進

め方・プレゼンテーション力の向上やパンフレット・チラシ等の販売促進ツール等について、専

門家も交えて総合的に支援を行っていきます。 

出展先については、重点支援先の商品やサービスにより、より効果的と思われる展示会・商談

会等を「経営支援会議」で選定します。 

 

【 展示会の出展先及び連携先 】 

展示会名 連 携 先 

異業種交流展示会（ﾒｯｾﾅｺﾞﾔ）  名古屋商工会議所 

地方銀行フードセレクション  ㈱ 十六銀行 

ニッポン全国物産展  全国商工会連合会 

 

このような、展示会・商談会へ出展することは、小規模事業者自身のみならず、支援する経営

指導員等にも貴重な経験となり、今後出展する小規模事業者に対して、商談の進め方やバイヤー

へのプレゼンテーションの方法や展示技術など多くの支援能力を身に付けることができます。 
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６－②「 販路開拓・ブランディング・情報発信」個別相談の開催 【拡充事業】 

小規模事業者が一番頭を抱えるのが、良い商品・良いサービスを開発しても販路がなければ経

営につながっていかないことです。そうした中で上記の需要動向調査結果を踏まえた上での、販

路開拓・商品のブラッシュアップ、ブランディング・販売促進、情報発信等の個別相談を実施す

ることにより、自社の商品・サービス等の棚卸と販売計画を精査し、新たな販路開拓につなげて

いきます。ターゲット・業種等によって、アプローチ方法はまったく違ってくることから、個社

ごとに支援します。 

個別相談には、必要に応じて中濃ブロック広域支援室と相談し、中小企業診断士の専門家派遣

や岐阜県産業経済振興センターに設置されているよろず支援拠点のコーディネーターと連携し

てより専門的な支援を実施していきます。 

 

６－③ マスコミ等（プレスリリース）の活用支援 【新規事業】 

特に特徴を持った企業（商品・サービス・技術・社員・取り組み等）であれば、マスメディア

といった多くの情報経路を通じて告知することで、より多くの企業からの問合せ、注文、取引開

始がもたらされることが多くあります。 

しかし、小規模事業者が独自でプレスリリース配信を行ったりすることは難しく、1 企業の情

報ではマスコミも記事として取り上げることに慎重になります。一方で、商工会が事業所の特徴

をプレスリリースとして配信することで、記事や番組に取り上げられる確率が向上します。ただ

し、商工会が独自のノウハウは多くないため、近隣の支援団体や専門家と情報交換を図るととも

に、自ら実施してみることでプレスリリースの配信数を増やし、掲載実績を増加させます。 

新聞による情報提供は、中日新聞や岐阜新聞など地方情報が多く掲載されるため、近隣地域へ

の情報発信に効果があります。 

全国紙については、新商品特に特許取得商品など特徴のある商品やサービスが掲載されるため

広域への情報発信に有効です。 

テレビ放映については、岐阜放送の地方番組など地域色の強い事業者の放映が多く、御嵩町内

でも放映されたケースがあり、岐阜県を中心とした東海圏への情報発信に効果があります。 

「ケーブルテレビ可児」や「かにさんくらぶ」は、可児市・御嵩町でのより絞り込まれたエリアへの

情報発信に効果があります。 
 重点支援先の商品やサービスの狙う市場によりそれぞれのメディアを選定し、年２回半期ごとに情

報の発信を行います。 
 
 
【 プレスリリーズ等の情報発信先及び連携先 】 

情報発信先 連 携 先 

＊新聞 

各地方紙 

（中日新聞・岐阜新聞等） 

全国紙 

（日経ＭＪ等） 

  

 ㈱ 中日新聞社 ㈱岐阜新聞社等 

 

㈱ 日本経済新聞社 

＊ＴＶ 

各地方局 

（岐阜放送・ケーブルＴＶ可児等） 

 

 岐阜放送 ㈱ケーブルテレビ可児 

＊タウン誌 

 かにさんくらぶ 等 

  

 ㈱ 中広 
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 ※ケーブルＴＶ可児 

  「テーブルＴＶ可児」は、事業エリアを可児市・可児郡御嵩町とした地域コミュニティ 

情報を発信する有線放送事業者です。 

 ※かにさんくらぶ 

  「かにさんくらぶ」は、可児市・美濃加茂市をエリアとする地域密着の無料生活情報誌 

   です。 

６－④ ＩＴを活用した販路開拓支援 【拡充事業】 

インターネットの普及により、いかに上手に町内外に発信していくかが必要不可欠です。小規

模事業者の取り組み内容（新商品、新サービス等の開発や新たな取組）を御嵩町商工会公式ホー

ムページや効果的なホームページを持たない小規模事業者に対しては「ＳＨＩＦＴ（※１）」を

活用し情報発信を行える仕組みを構築します。 

さらに、ニッポンセレクト．com（※２）のショッピングモールによる新規顧客の獲得・取引

先の獲得に向けた支援を実施します。 

（※1）ＳＨＩＦＴ とは。 

 ｢ＳＨＩＦＴ｣とは、全国商工会連合会の事業者支援システムです。 
この｢ＳＨＩＦＴ｣を利用すれば、ホームページの開設・更新作業、電子公告などが誰にでも簡単に

作成できます。 
（※2）ニッポンセレクト.com 

日本全国の隠れた逸品や特産品が見つかる「全国商工会連合会公式ショッピングサイト」。絶

品お取り寄せグルメや日本の匠の工芸品など多数取り扱っています。 

ＵＲＬ http://www.nipponselect.com/shop/default.aspx 

 

【活用方法】 

今後は、重点支援先への「異業種交流展」、「各金融機関の行う展示会・商談会」など重点支

援先の商品やサービスに合った出展先への出展を積極的に検討していきます。また、町行政、関

係団体が実施するイベント、ショッピングセンター等での販売促進など参加支援を行います。 

こうした取り組みにより、ビジネスマッチング機会を創出するほか、商談時に必要なアプロー

チ手法等を経営指導員が提案支援し、商談後の状況把握も行います。経営計画策定時の需要動向

情報の再認識によるターゲット市場の選定確認を行い、必要に応じて専門家や支援機関と連携し

効果的な販路開拓に努め、事業収益の向上支援に取り組みます。 

展示会や商談会への出展支援、広報やＩＴ活用の強化など実効性の高い販路開拓支援に努め成

果を意識し、小規模事業者に寄り添った取り組みを推進します。 

【目 標】 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

６－① 

展示会・物産展・イベント等への出展 

＊上記の出展事業者支援件数 

＊出展による商談目標件数 

 

１回 

１６件

２件 

 

１回 

１８件

２件 

 

１回 

２２件

２件 

 

１回 

２２件 

２件 

 

１回 

２４件

２件 

６－② 重点支援先ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ １６件 １８件 ２２件 ２２件 ２４件

６－③ プレスリリースの実施 

 

１６件 

×２回 

１８件

×２回

２２件

×２回

２２件

×２回 

２４件

×２回

６－④ ＳＨＩＦＴ登録事業者数 １６件 １８件 ２２件 ２２件 ２４件

●売上上昇率の目標 102％ 102％ 102％ 102％ 102％ 

※売上上昇率の目標は、新たな需要開拓に資する事業の６－①～④を総合的に実施すること 

 で達成します。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

【現状と課題】 

御嵩町には中山道「御嶽宿」「伏見宿」や国の重要文化財「大寺山願興寺」の歴史遺産、戦中・

戦後日本のエネルギーを支えた亜炭鉱跡の産業遺産、国定公園「鬼岩公園」・「鬼岩公園」には３

件の温泉宿の観光資源、また希少価値の大豆品種「中鉄砲」の農業資源など活用できる地域資源

が多く存在します。 

 御嵩町は、こうした地域資源を活用した地域活性化施策として、「名鉄御嵩駅前」の中山道街

並み整備や「みたけのええもん認定制度」による特産品開発など行い、地域の観光資源や産業 

資源を活用した御嵩町地域活性化に取り組んでいます。 

 「みたけのええもん認定制度」は、御嵩町内の各種団体がこの事業に積極的に取り組んでおり、

農業団体女性部、町内高校生徒、一般住民ボランティア、小規模事業者など御嵩町挙げての取り

組みになっています。 

「みたけのええもん認定制度」は、御嵩町内の地域資源を活用したアイデア商品を認定する制

度で、現在「みたけのええもん」の認定商品は１３商品ありますが、まだまだ認定された商品は

市場に受け入れられている商品が少なく、「みたけのええもん」認定商品による地域活性化が実

現していないのが現状です。この御嵩町あげて取り組んでいる「みたけのええもん認定制度」を

有効に機能させ、地域の活性化につなげていくことが課題です。 

 

【目 標】 

御嵩町商工会は、御嵩町が取り組んでいる「みたけのええもん認定制度」を御嵩町の考える地

域活性化と同じ方向性をもって、支援を強化することで、実際にこの認定商品が市場に受け入れ

られる道筋を作ることで、「みたけのええもん」が御嵩町の顔となる商品にひとり立ちし、「みた

けのええもん」が実質的に地域活性化に貢献できる商品にしてくことが目標です。 

 また、地域をあげて取り組んでいる「みたけのええもん」を商工会が積極的に支援することで、

「みたけのええもん認定委員会」の中で主導的な役割を果たし、「みたけのええもん」の関係者

間で「みたけのええもん」が目指している地域活性化への意識を高め、意識の共有を図っていく

ことも目標です。 

 

 
※「みたけのええもん」認定制度とは …。 

  この制度は、御嵩町が平成２４年からスタートした制度で御嵩町の歴史や 

伝統、自然をコンセプトにした御嵩町の地域資源を活用している「御嵩町」 

を誇れる自慢の商品を御嵩町が「みたけのええもん」として認定する制度で 

す。平成２７年までに１３の商品が認定を受けています。 

 
 ※「みたけのええもん認定委員会」委員構成 
   ・行政 ・商工会 ・観光協会 ・農業協同組合 ・外部有識者 

   ・高等学校関係者 
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【「みたけのええもん」認定商品の一部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□「みたけのええもん」支援事業 イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みたけ華ずし」 
御嵩町一般住民開発商品 

「みたけ味噌」 
農業団体女性部開発商品

「やまいもん大福」 
東濃実業高校生徒 
開発商品 
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【事業内容】 

Ⅱ－① 「みたけのええもん」認定支援事業 【新規事業】 

 現在までに、「みたけのええもん」は、平成２７年までに１３の商品が認定を受けています。

 御嵩町には活用できる地域資源がまだまだ多く存在し、「みたけのええもん」に認定できる 

商品開発を御嵩町商工会が支援を行っていきます。 

 また、商工会は「みたけのええもん認定委員会」の中で、「みたけのええもん」認定商品のブ

ラッシュアップや販路開拓の現状など支援状況の報告や商品の市場性などの提言などを行い、

「みたけのええもん」の目的達成のために貢献し、関係者全体の意識の向上を図ります。 

 

Ⅱ－② 「みたけのええもん」認定品ブラッシュアップ支援 【新規事業】 

 現在までに「みたけのええもん」に認定されている１３の商品は、すべてが売れているわけ 

ではありません。 

「みたけのええもん」の認定は、あくまでもアイデアの段階であり、市場に受け入れられる商

品ばかりではありません。 

御嵩町商工会は、専門家、よろず支援拠点などの支援を活用しながら、こうした認定商品をあ

らためて見直し、市場にあった商品に改善・改良を行い、売れる商品としてブラッシュアップし

ます。 

 

Ⅱ－③ 「みたけのええもん」認定品販路開拓支援 【新規事業】 

御嵩町は、平成２４年から「みたけのええもん」認定事業をスタートさせ、御嵩町の地域資源

を活用した特産品を御嵩町の代表する逸品として認定してきました。 

しかしながら、それぞれの個店が、各々に販売促進し“点”としての販売活動であったため、

その販路については限界がありました。 

そのような現状の中、この「みたけのええもん」認定品を一つの集合体“面”としての販売促

進を実施し、情報発信することにより、新たな販路開拓を行います。 

 

【活用方法】 

  この一連の「みたけのええもん認定制度」への商工会の関わりにより、「みたけのええもん」

が御嵩町の特産品として広く認知され、「みたけブランドの構築」「御嵩町の知名度の向上」に

貢献し、ひいては、御嵩町への観光誘客に寄与し、「みたけのええもん」保有の小模事業者の売

上アップ地域経済発展ひいては雇用の創出、また、観光資源も併せて情報発信することによる、

御嵩町への観光誘客の一助となるように事業を推進していきます。 

そこで、商工会が中核的役割を果たし、行政・小規模事業者・観光協会・町内各種団体・地域

住民、それぞれの枠を越えて「みたけのええもん」を御嵩町の自慢の逸品として育て・活用する

意識の共有と活動を一体となって進めていくことで地域活性化を実現させていきます。 

 こうした取り組みの中で、「みたけのええもん」が中山道の歴史遺産と結びつき、御嵩町への

誘客に貢献することで、「名鉄広見線」廃線の回避にも貢献していけると思われます。 

【目 標】 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

新商品開発支援事業者数 １件 １件 １件 １件 １件 

認定品ブラッシュアップ支援 

事業者数 

２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

販路開拓支援事業者数 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 
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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り組み 

 

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 

 

【現状と課題】 

御嵩町商工会は、岐阜県商工会連合会、岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室と連携し、

小規模事業者等の支援や地域の課題を解決することを念頭に支援を実施してきましたが、小規模

事業者の高度化・多様化する支援ニーズへのスピーディーな対応不足が課題となっています。 

 

【目 標】 

そこで下記の連携事業に取り組み、他の支援機関や外部専門家と連携を強化することで、地域

経済や需要動向情報や支援ノウハウを共有し、経営分析・経営計画の策定により、高い支援力を

身に付け、小規模事業者支援の中核を担う強い商工会の構築を目標とします。 

 

１－①よろず支援拠点コーディネーターとの連携【拡充事業】 

岐阜県産業経済振興センターに設置されているよろず支援拠点のコーディネーターとの連携

を密にし、課題解決が必要な事業者へ同行巡回支援を実施します。 

また、必要に応じて御嵩町商工会で個別相談会を実施し、効率的な御嵩町管内の小規模事業者

支援に取り組みます。 

個社の抱える多様な経営課題について、その課題における専門分野のコーディネーターととも

に同行支援を行うことで、専門分野における支援ノウハウを吸収することができます。 

【連携内容】 

・事前に支援企業に関する情報交換を行い、支援方針を検討し支援計画を作成します。 

・両者が支援先に訪問し、共同して支援を行います。 

・訪問終了後、支援機関同士で意見交換を行い、今後の支援の方向性を検討します。 

・支援した内容を経営カルテに記載し、情報の共有化を図ります。 

 

１－②可児・加茂地区経営指導員等連絡協議会連絡会議 【拡充事業】 

可児・加茂地区の経営指導員等連絡協議会は、毎月開催され１１地区の商工会・商工会議所が

持ち回りで、経営指導員等の企業支援資質向上のために研修会を開催しています。 

 こうした現状の取り組みの中に、岐阜県の商工担当者や岐阜県内認定支援機関の企業支援担当

者などを招聘し、支援事例発表や分科会での事例研究、情報交換を行い、支援力向上を図ります。

可児・加茂地区経営指導員等連絡協議会の連絡会議は、各指導員の課題解決にも貢献出来る内

容であり、さらにＯＪＴを兼ねた県内の経営指導員の資質の向上にも直結します。 

 ※３月を除く毎月開催され、年１１回開催されます。 

 

１－③その他団体・金融機関等との連携 【拡充事業】 

各管轄税務署・ブロック税理士会との懇談会や日本政策金融公庫多治見支店が実施するマル経

推薦団体協議会での連携のほか、各種専門家と連携を強化し、小規模事業者への支援事例や現況

を踏まえた支援方策、活用ツール、支援ノウハウについての情報を得ることで小規模事業者への

各方面からの支援に役立てます。 

各管轄税務署・ブロック税理士会との懇談会では、税法の最新情報や専門的な税務処理のテク

ニックなどの税務に関する専門的な知識を、マル経推薦団体協議会での日本政策金融公庫多治見

支店との連携では、融資斡旋するための推薦や返済能力の判定基準、企業の格付け審査基準など
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金融を中心とした専門的知識の習得を、各種専門家との連携では、より専門的支援課題解決のた

めの専門的支援ノウハウを吸収することができます。 

※・日本政策金融公庫のマル経推薦団体協議会は年２回開催 

 ・多治見税務署管内の税務署・ブロック税理士会との連絡協議会は年１回開催 

  

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状と課題】 

 現在の御嵩町商工会では、小規模事業者の多様性ある経営課題に対処するには、職員の経営支

援レベルにばらつきがあります。 

そこで岐阜県・岐阜県商工会連合会が主催する指定研修会等へ参加し、ノウハウの習得を行っ

ていますが、その他の資質向上に関しては、明確な研修プログラムで計画的な資質の向上を図っ

ていないのが現状です。 

現在の事務局体制に中で効率的な研修プログラムを作成し、職員全体が資質向上を図ること不

可欠です。 

 

【目 標】 

そこで、毎年４月末日に事務局長と職員全員が面談を行い、職員が身に付けたいスキル・客観

的に足りないスキルを把握し、その結果をもとに、５月末までに事務局長が資質向上プログラム

を作成し、職員に周知し、下記の資質向上に取り組みます。 

 

【事業内容】 

２－① 各種関係セミナーへの積極的な参加 【拡充事業】 

岐阜県・岐阜県商工会連合会が主催するセミナーへの参加に加え、経済産業局や中小機構が開

催するセミナー等に経営指導員だけでなく、全職員が年１回以上参加することで、職員全員が総

合的な経営支援能力の向上を図っていきます。 

特に、御嵩町商工会が「みたけのええもん」の中心的な役割を果たしていくために、地域資源

を活用した支援ノウハウが必要となるため、「地域資源の有効活用の視点」「地域資源を活用し

た商品・サービスの開発」「販路開拓」「ブランディング」など地域資源活用に係る能力向上を

目指していきます。 

また、御嵩町商工会の開催する独自セミナーにおいても、担当職員だけでなく関係職員も積極

的参加し、多様な小規模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。研修

内容の共有化については、各職員が参加した研修の内容を「経営支援会議」の中で発表すること

で、職員間のレベルの均一化やプレゼンテーション能力の向上を図ります。 

 

２－② 「御嵩町商工会経営支援会議」による全職員の情報共有及び勉強会 【拡充事業】 

毎月第１月曜日に開催する「御嵩町商工会経営支援会議」において、自身の巡回時の指導事例、

小規模事業者より相談されたがどのように対応したら良いかの討議など、日々発生する指導体

験・指導事例について、職員全員で情報の共有をする機会を設け、その際に各職員に不足してい

る支援能力について、その支援能力を有している職員によるＯＪＴ教育を行うことで職員の資質

向上を図ります。日々の指導事例は、指導実績として経営カルテに記載します。 

本取り組みを実施することで、自らの研修フォローと復習につながり、経営指導の気付きから

反省、改善へとつながり、職員の資質の向上につながります。それにより、職員間で支援先情報

や課題・対策方法等の情報についても共有することで、支援の継続につなげます。 
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２－③ 経営支援ノウハウ蓄積のための経営事例データベース化 

  「御嵩町経営支援会議」の中で、半期に一度特に今後の経営支援の参考となる経営支援事例

を１～２事例ピックアップして事例発表を行います。 

  事例を発表する職員は、全職員を対象とします。 

  経営支援事例の内容は、毎月開催する「経営支援会議」で取り上げられた各テーマの中で、

 詳しく知りたい内容を取り上げます。 

  経営支援事例は、「経営革新認定事例」「創業に至った事例」「小規模事業者持続化補助金

の伴走型支援事例」などのほか、「小規模事業者に感謝された事例」など、それぞれの職員の

能力に沿った幅広い視点で経営支援事例をとらえます。 

  この発表された事例を、経営支援事例のデータベースとして蓄積し、類似した経営支援の参

考として今後の経営支援にも活用していきます。 

  この取り組みは、上記２－①、②の事業効果である職員の経営支援能力やプレゼンテーショ

ン能力の向上、支援先経営情報の共有のみならず、御嵩町の経営支援ノウハウの蓄積につなが

り、御嵩町商工会の大きな財産となります。 

 

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 

 

【現状と課題】 

御嵩町商工会が実施する事業は、これまで事業計画を立案し、総代会により承認を得て、実施

後に事業報告を行うという基本的な仕組みであり、事業見直しのための、事業成果・進捗状況等

の評価が十分に設定されておらず、評価結果に基づく明確な改善策が、事業計画の見直しに反

映されにくいことが課題です。 

 

【目 標】 

今後は、本経営発達支援計画に記載した事業の実施状況及び成果について、実施する事業の目

標達成度合の評価シートによる「数値的評価」の導入を行い、その実行成果で評価を図り、以下

により、検証と計画の見直しを行い、経営発達支援計画の実施効果を高めていきます。 

 

（１）事務局での進捗状況の確認及び事業内容の検証 

毎月、第１月曜日の経営支援会議で経営発達支援進捗会議を実施し、事業の進捗状況を確認

及び事業内容を検証します。 

（２）御嵩町経営発達支援計画評価委員会（仮称）での評価・見直し案の提示 

毎年２月、御嵩町商工会正副会長、外部から御嵩町役場担当者、中小企業診断士等の有識 

 者で構成された御嵩町経営発達支援計画評価委員会（仮称）において、事業の実施状況、成 

果の評価を行います。 

◎「経営発達支援計画」評価委員会 メンバー構成 （案） 

御嵩町  御嵩町まちづくり課長 

専門家  中小企業診断士 

御嵩町商工会  御嵩町商工会長・御嵩町商工会副会長（２名） 

 

（３） 御嵩町経営発達支援計画の修正 

  経営支援会議にて、御嵩町経営発達支援計画評価委員会の評価・提言の審議内容の結果を反

映させた次年度計画目標・取組内容の修正案を作成します。 
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（４） 会員・御嵩町への報告 

事業の成果・評価・見直しの結果については事業年度終了後、御嵩町商工会通常総代会並び

に御嵩町へ報告し、承認を受けます。毎年５月に行います。 

 

（５） 経営発達支援計画の事業評価及び見直しの公表 

事業の成果・評価・見直しの結果を御嵩町商工会公式ホームページ・ＳＨＩＦＴで計画期間

中公表します。また、御嵩町商工会が毎月発行する「商工会だより（広報紙）」にも、実施結

果等を掲載し、インターネット環境が無い小規模事業者でも確認できるように配慮します。 

 
□「ＰＬＡＮ（計画） 

 職員による「経営支援会議」において、巡回指導、情報提供、事業計画策定、実施支援 

販路開拓等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。 

□「ＤＯ（行動）」 

 経営指導員が中心となり、全職員が協力して事業の遂行にあたります。 

 月頭の「経営支援会議」において、進捗状況の確認と目標の修正を行います。 

 （１か月単位） 

□「ＣＨＥＣＫ（検証）」 

 「御嵩町経営発達支援計画評価委員会」において、経営発達支援事業の実績結果について経

営支援会議での職員評価・反省を踏まえ、総合的評価と次年度への改善に向けた提言を行い

ます。 

□「ＡＣＴＩＯＮ（改善）」 

 「御嵩町経営発達支援計画評価委員会」の総合評価・提言の結果、「経営支援会議」での自

己評価を踏まえ、次年度の計画に反映される修正点について協議します。 
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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 28 月 4 月現在）

（１）組織体制      御嵩町商工会事務局組織図 

（平成 28 年 4 月 1 日現在 職員数 6名） 

 

 

 

 

 

 
 

職 名 現在の主な事務分掌 経営発達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・会員連携 

①事業全体の統括 

②事業に於ける行政・支援機関等の調整

③事業の収支予算の管理 

④研修会の受講等スキルアップ関連 

経営指導員 ①経営改善普及事業 

②経営革新等高度な経営支援 

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 

経営指導員補 ①経営指導員補助 

②商工会経理 

①事業の円滑な推進に関わる業務補助 

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 

記帳員 ①記帳指導 

②軽微な経営改善普及事業 

①記帳指導に於けるデータ収集及び分析

②データ管理と共有データの作成 

 

経営発達支援計画では、各事業の主担当を決めるものの実行にあたっては、職員全員の総力体

制で実施します。 

経営発達支援計画を計画通り実施する為に、商工会長の指揮の下、事務局長が進捗管理を行い、

経営指導員が支援事業の中心を担い、経営指導員補、記帳員で補助する形で運営管理します。 

また、岐阜県商工会連合会、岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室との綿密な連携を図っ

て確実に実施していきます。 

 

（２）連絡先 
 御嵩町商工会 
 住 所：〒５０５－０１１６ 

     岐阜県可児郡御嵩町御嵩９５９－１ 

 電 話：０５７４－６７－１１８１ 

 ＦＡＸ：０５７４－６７－４１２４ 

 Ｅmail：mitake@ml.gifushoko.or.jp 

 ＵＲＬ：http://www.gifushoko.or.jp/mitake/ 

 

事務局長 
１名

経営指導員 
２名 

経営指導員補 
１名

記帳員 
２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 

(29 年 4 月

以降) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 29,950 30,150 30,350 30,550 30,750

 

指導職員人件費等 

旅費・事務費 

講習会開催費 

各種調査費 

 

28,800 

700 

250 

200 

29,000

700

250

200

29,200

700

250

200

29,400 

700 

250 

200 

29,600

700

250

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 

  

岐阜県 小規模事業指導費補助金 → 岐阜県 

 商工会補助金          → 御嵩町 

 事業補助金           → 国 

 受託料収入           → 全国商工会連合会 

 会費収入            → 御嵩町商工会員 

 

 

（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行政・関連団体との小規模事業者支援全般・商品開発の連携支援 

②岐阜県商工会連合会（中濃ブロック広域支援室）による専門家派遣事業、専門的指導 

③岐阜県産業経済振興センターの実施する専門家派遣事業や各種補助金・認定制度等の高度専

門的指導及びよろず支援拠点による経営・情報収集支援 

④御嵩町管内金融機関・政府系金融機関との交流による地域経済動向等の情報収集と小規模事

業者の資金繰り支援 

⑤管轄税務署・ブロック税理士会との交流による税務関連情報収集や小規模事業者の税務支援

⑥マスコミ等との連携による情報発信による小規模事業者の情報発信支援 

⑦「みたけのええもん」に係る認定、ブラッシュアップ、販路開拓に係る連携支援 

連携者及びその役割 

 

①御嵩町役場 （町長 渡邊公夫） 

岐阜県可児郡御嵩町御嵩１２３９番地１ 

＊役 割：小規模事業者支援全般・商品開発の連携支援 

 

②岐阜県商工会連合会 （会長 岡山金平） 

岐阜市藪田南五丁目１４－５３ ふれあい福寿会館９階 

 

岐阜県商工会連合会 中濃ブロック広域支援室 （室長 山田秀之） 

関市下之保２５０３－２ エコピアセンター内 

 

＊役 割：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のサポート 

 

③公益財団法人岐阜県産業経済振興センター・よろず支援拠点 （理事長 丹羽義宏） 

 岐阜市藪田南五丁目１４－５３ ふれあい福寿会館１０階 

 

＊役 割：売上拡大、販路拡大、経営改善等に関する小規模事業者の悩みについて連携して

行い、また専門家派遣事業や各種補助金・認定制度等の高度専門的指導を担う。

 

④地元金融機関 

㈱十六銀行御嵩支店 （支店長 遠山茂美） 

岐阜県可児郡御嵩町御嵩１４２４－７ 

 

東濃信用金庫御嵩支店（支店長 加藤雅章） 

岐阜県可児郡御嵩町中２３２２－１ 

 

㈱日本政策金融公庫多治見支店 （支店長 飯田圭一） 

岐阜県多治見市本町２－７０－５ 東鉄ビル４Ｆ 
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＊役 割：創業希望者、事業計画策定希望者及び事業継承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行う。小規模事業者への資金繰り支援。 

管内経済動向情報の収集。 

 

 ⑤管轄税務署・ブロック税理士会 

  多治見税務署 

   多治見市白山町１丁目２９番地１ （署長 筒井真澄） 

 

  名古屋税理士会多治見支部 （支部長 大野 聖） 

   多治見市音羽町４－２５ 

 

  ＊役 割：小規模事業者の税務に関する情報の収集や連携による税務関連支援 

 

 ⑥マスコミ等 

  ㈱ 中日新聞社 可児通信部兼多治見支局 （支局長 神谷 慶） 

   可児市広見２－１６ 

 

  ㈱ 岐阜新聞社・岐阜放送 美濃加茂総局可児支局 （支局長 鈴木隆宏） 

   可児市広見６－２ 

 

  ㈱ ケーブルテレビ可児 （代表取締役社長 日下部幸吉） 

   可児市広見７丁目９０番地 

 

  ㈱ 中 広 （代表取締役 後藤一俊） 

      岐阜市東興町２７ 

 

  ＊役 割：小規模事業者の取り組みや商品・サービス・技術の広報に関する支援 

 

 ⑦「みたけのええもん」関連団体 

御嵩町観光協会 

   可児郡御嵩町御嵩１２３９－１ （会長 田中久雄） 

 

  めぐみの農業協同組合 可児地域本部 （本部長 田中久明） 

   可児市大森６７１－２ 

 

  岐阜県立東濃実業高等学校 （学校長 橋本 清） 

   可児郡御嵩町伏見８９４ 

    

  ＊役 割：「みたけのええもん」関連事業に関する連携よる商品開発、ブラッシュアップ、

販路開拓支援 

   

 

 

 

 



５０ 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


