
経営発達支援計画の概要 
実施者名 古川町商工会 （法人番号 ２２００００５０１０３１１） 
実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目  標 
小規模事業者の成り立つ経営の持続化と地域内資金循環のしくみづくり 
（１）小規模事業者の経営資源となるヒト・モノ・コトの魅力づくり 
（２）小規模事業者の魅力ある経営資源の周知と熱心なファンづくり 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
同じ経済圏である高山市の景気動向を主に、各関係機関が公表する地域経済動向調

査も参考にする。また、税務申告、労働保険のデータの集計および、巡回にてヒア

リングシートを活用して地域の景気動向調査と情報提供を行う。 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)ヒアリングシートの作成と事業計画のレベル評価 
(2)税務相談者の財務分析と経営分析 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)事業計画策定セミナーの開催 
(2)事業計画策定個別支援 
(3)事業承継及び後継者育成計画策定個別支援 

 ４．事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】 
(1)事業計画策定後のフォローアップ支援 
(2)飛騨市創業支援ネットワーク支援 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)公共機関およびその他機関の発表する情報の収集と提供 
(2)飛騨古川さくら物産館でのテストマーケティングの実施 
(3)専門バイヤー等による情報提供や商工会組織によるアンケートモニターの実施 
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)魅力紹介情報誌「ぐるっと」による情報発信支援 
(2)得するまちのゼミナール事業によるファンづくり支援 
(3)ＩＴを活用した販路拡大、需要拡大支援 
(4)物産会、商談会への出展および情報提供支援 
(5)飛騨古川さくら物産館での地場産品の情報発信事業の活用 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 
(1)飛騨とらふぐの活用で交流人口増加支援 
(2)薬草で町おこしの事業化と支援 
(3)教育との連携による情報発信と後継者人材育成支援 
(4)おかみさんダイバーシティ事業による女性活力の育成支援 

  (5)オープンファクトリーによるファンづくり支援 
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 
  他の支援機関との連携、経営指導員等の職員の資質の向上、事業評価と見直しのしく

みづくりなど、役職員の役割をしっかり認識し、一丸となって取組む。  

連絡先 

名称：古川町商工会 
所在地：岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目１番６６号 
電話番号：0577-73-2624  FAX番号 0577-73-6123 
E-mail：furukawa@ml.gifushoko.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援計画の目標 

Ⅰ．地域の概要 

  飛騨市は、平成１６年２月１日に、古川町、神岡町、河合村、宮川村の２町２村が合併し

て誕生しました。しかし、経済団体は古川町に古川町商工会、神岡町に神岡商工会議所、河

合町および宮川町には北飛騨商工会が存在し、それぞれが商工業の振興に力を注ぎ、地域経

済の活力を創造しています。本来であれば、古川町商工会は管轄地区である古川町のデータ

を採用して本計画策定をすべきですが、把握が困難なものは飛騨市全体のデータを採用して

います。 
【立地】 
  飛騨市は、岐阜県の最北端に位置し、南 
には飛騨の小京都と呼ばれる高山市、西に 
は世界遺産の白川郷、東には奥飛騨温泉、 
そして北には富山市という有名な観光地に 

囲まれています。また、９割が山林で標高 
１，０００ｍ内外の山々に囲まれ、快晴の 
日には盆地特有の朝霧が発生し、「朝霧立 
つまち」と言われ、豊かな自然環境に恵ま 
れています。 
また、交通手段としては平成２０年に全   

線開通となった東海北陸自動車道を利用し 
て、県庁所在地の岐阜市までは２時間、国 
道４１号線や国道３６０号線を利用して、 
富山市までは約１時間５０分、そして、国 
道１５８号線を利用して長野県松本市までは２時間３０分のところに位置しています。ま 
た、ＪＲ高山線を利用して岐阜市までは２時間２０分、富山市まで１時間２０分と交通の便 

は決して良いとは言えませんが、平成２７年３月に北陸新幹線が運行を始めたことにより、

東京まで３時間３０分と１時間近く短縮され、関東圏からの交流人口が増加すると期待され

ています。 

【歴史】                 

奈良期から平安期にかけて、飛騨は 

山国であるため、税としての米が取れ 

ないことから中央の官営による建築仕 

事の使役が課されていました。これが 

繰り返され、技術が蓄積し「飛騨の 

匠」といわれる建築技術者が生まれる 

きっかけになりました。そして、明治 

３７年の大火で市街地のほぼ全域が焼 

失しましたが、その後、飛騨の匠によ   

って建てられた町家建築は伝統をよく受け継いだ造りであり、新旧の建物が調和する独特の

町並みが形成されました。こうして「飛騨の匠」の文化と技術が受け継がれ、建築業は古川

古川町建築確認申請件数推移 

「飛騨市建設課よりデータ提供」
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「岐阜県の市町村別統計表より」
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町の中核をなしてきましたが、前頁のグラフのように、若年層の住宅嗜好の変化や大手ハウ

スメーカーの進出等により、平成８年から古川町内の建築確認件数は大きく減少し、昭和６

１年の調査時には１２３人いた建築業者は現在では半分以下にまで減少しています。特に、

平成１９年の建築基準法の改正により、増改築に対する条件が厳しくなり、小工事に依存し

ていた匠の中には下請けに転じる者や廃業する者も増加し、伝統技術の継承が懸念されてい

ます。 

【人口】 

現在の飛騨市の人口は、２５，５８５人で、人口減少率は７．５１％と岐阜県で６位であ

り、特に１５歳から６４歳の生産年齢人口の減少率は１１．７％と岐阜県で４位です。何よ

り懸念されるのが、増田レポートにある「消滅する都市」に飛騨市が含まれてしまったこと

であり、下図のように推計では飛騨市の人口は２０４０年には約１５，９００人になると予

想されています。 
 

また、下図のように、平成２６年度の転入転出理由別人数は、”職業上”の理由がダント

ツで、次いで”学業上”の理由となっており、地元の雇用の受け皿が十分とは言えないことも

ありますが、地元の中学校や高校による経営者と語る会などでのヒアリングやアンケートから、

生徒だけでなく、保護者にも地元の事業所にどんな企業があるのかという情報がまだ伝わって

いないことも否めないことも分かりました。 

 
 

【産業】 

(1)産業の構成 

平成２３年度の総生産の経済活動別構成比は、次頁のように第１次産業が約３％、第２次

産業が約４５％、第３次産業が約５２％です。尚、平成１３年から平成２３年の１０年間の

傾向としては、第１次産業が減少、第２次産業が増加、第３次産業は減少となっています。

また、産業別の従業者数は、製造業が２９．９％と最も多くを占めていて、次いで卸売･小 

売業が１６．７％、建設業が１１．９％となっています。 

飛騨市の年齢３区分別将来推計人口 

総務省国勢調査、岐阜県の将来構想研究会による推計 

飛騨市の転入転出理由別人数 
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「岐阜県の市町村別統計表より」

飛騨市の総生産の活動別構成比比較グラフ 

飛騨市の製造業事業所数と従業員数の推移グラフ 

「岐阜県の市町村別統計表より」

 

(2)製造業 

製造業で従業員が一番多い事業所は約３００人の製薬会社で、その他の主な企業は木工、

電子、建設などがあります。下図のグラフのように、飛騨市内の事業所数は１５年前には１

４４事業所ありましたが、現在は８０事業所を割ってしまいました。また、従業員数は、ほ

ぼ３，０００人程度で推移していますが、今後の人口減が非常に懸念されています。そんな

中で、行政は雇用の確保と地域経済の活性化の為にも企業誘致に取組んでいますが、思うよ

うな成果は現れていません。一昨年発足した「飛騨・郡上企業誘致戦略推進協議会」注１によ

れば、近隣の富山県、長野県、滋賀県の企業に対し、「飛騨・高山地域への立地可能性等を探

るためのヒアリング」を行った結果、その殆どの企業が「メリットが見当たらない」との回

答であり、運賃コスト、冬の燃料コスト、雪害コスト、労働力確保の困難さなど、この地域

への企業誘致の厳しさがより浮き彫りになりました。 

注１：岐阜県企業誘致戦略に基づき、飛騨・郡上地域の企業誘致を戦略的に展開していくために、行政機関、

経済団体及び金融機関を構成メンバーとして、平成２６年度から発足した組織です。 

  

 
(3)商業 

 古川町内には、平成５年頃までは比較的賑わう商店街がありましたが、モータリゼーショ

ンの到来により、商店街の中の比較的元気のいい店舗が、郊外にロードサイド型の商業集積

地を形成していきました。また、集客力のある地元のスーパーマーケットが拡張移転するな

どして、商店街機能が少しずつ崩れ始め、中には廃業に追い込まれる店舗も増えはじめまし

た。平成１０年頃までは町内に１２の発展会（商店街組織）が存在していましたが、現在で

は９つに減り、商店街組織の会員数も半分以下に激減してしまいました。それでも、平成１

０年には、古川町内全域のやる気のある約８０店舗が参加して、「古川ポイントカード会」 
を発足させるなどして情報発信と集客を図っていました。と

ころが、平成１６年１１月に、 
隣町の高山市国府町（古川町の中心市街地から車で１０分程度の場所）にアピタが出店しま

した その後 アピタ出店の影響調査を行った結果 ４６％の商店が「影響があった」と答
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（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

 
（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

飛騨市は飛騨市独自の四半期毎の景況動向調査は行っていません。また、平成８年より当

商工会は、古川町の景況が基幹産業であった建築業の需要動向に大きく影響されていたた 
め、建築関連事業者の指標として、飛騨市に届けられる建築確認件数の推移による住宅需要

動向調査していますが、理事会等で報告する程度の情報提供しか行っていませんでした。今

後は、次頁の５項目の地域経済動向調査を実施し、地域内外の状況を把握することによっ 

て、小規模事業者の事業計画策定と事業計画実施へと活かされる情報を分析して提供しま 

す。しかし、地区内商工業者の内、８割を超える商工会員は毎月、巡回や配布する“組織”

と“しくみ”ができており、また事業内容などの基本情報などは、ほぼ把握できているため、

必要な情報の収集や提供がしやすいのですが、現状では会員以外については一部の情報しか

把握できていないため、的確で必要な情報を提供するには、会員以外の事業内容の把握が急

務です。ただ、まだまだ信頼関係が築かれていないため、現状では全てを把握することが困

難です。また、公的機関やさまざまな支援機関の地域動向調査報告書が公表されていますが、

その殆どが岐阜県全域や東海圏を対象にした動向調査であるため、岐阜県の最北端に位置す

る飛騨地方とは経済波及の時間差、県庁所在地から約２時間という隔たり感、人口２万６千

人という経済規模の違いなど景況感が大きく違うと感じます。 
【調査分析の手段・手法】 

事業評価・見直し

▼

四半期ごと：
経営発達支援推進委員
会への報告と評価
(外部専門家含む）

▼

必要に応じて改善

▼

▼

必要に応じて改善

▼

指導員等の職員
資質向上

・ヒアリングシート活用のためのレベル向上と平準化
・ＯＪＴ（専門家に同伴、各セミナーへの参加、経営相談の職員同士の同席など）
・ＯＦＦＪＴ（各種研修会、職員向けセミナー開催、Ｗｅｂセミナーの活用など）
・情報やノウハウの共有化

　　経営分析

・巡回によるヒアリ
　ングシートで、経
　営情報を収集
・経営指導の決算
　状況から課題先
　のリストアップ
　　　↓
財務分析、ＳＷＯＴ
分析、ドメイン、コ
アコンピタンス分
析、ＡＢＣ分析、Ｂ
ＳＣ分析、その他必
要な分析

地域経済動向（景況ヒアリング調査、高山市景気動向調査、公的機関各種統計、商工会内部資料集計）

　販路開拓支援

最も重要な地元の
ファンづくりによる
市場浸透戦略を中心
に、地域外へも販路
の開拓、拡大につな
がる支援を行う

①情報誌ぐるっと
　の発行
②まちゼミ事業
③物産展、商談会
　への参加
④さくら物産館地
　場産品情報発信
　活用

小規模
事業者

創 　業
希望者

年に一度：
総代会への報告

　　　　公表

・総代会資料の配布
・ダイジェスト版の配布
・ホームページ掲載

半年ごと：
理事会への報告

　地域活性化事業

①飛騨とらふぐ活
　用
②薬草で町興し活
　用
③教育との連携
④おかみさんとの
　連携事業
⑤オープンファク
　トリー

　事業計画策定支援

・巡回によるヒアリ
　ングシートで事
　業計画のステージ
　別支援を判断
・事業計画策定先の
　掘り起し
・事業計画策定セミ
　ナー、個別相談の
　開催
・事業承継、後継者
　育成セミナー、個
　別相談

　事業計画実施支援

事業計画
事業承継計画
後継者育成計画
・必要に応じた情報
　の提供支援
・経営課題に対する
　支援
・後方処理支援
・販路開拓支援

全職員の四半期ごと
の巡回にて進捗状況
と課題を把握して、
具体的な改善を提案
する

　需要動向調査

事業計画策定および
事業計画実施の支援
においては、支援内
容に応じた需要動向
調査の情報を提供す
る
・公的機関の公表す
　る情報（総務省、
　内閣府、消費者庁
　日経テレコンな
　ど）
・さくら物産館によ
　るテストマーケテ
　ィング
・専門バイヤーによ
　る需要動向情報提
　供
・商工会組織を活用
　したアンケートモ
　ニター

１０日ごと：
経営支援会議
２カ月ごと：
全職員経営支援会議

十六銀行との包括的連携、飛騨地区協議会および飛騨ブロック広域支援室との連携
地元金融機関との融資連携
公的機関その他認定支援機関との情報連携
　中小企業庁、中小機構、岐阜県産経センター、日本政策金融公庫、岐阜県保証協会、
　全国商工会連合会、岐阜県商工会連合会、県・市町村・地元の金融機関・地元経済団体

連　携

巡回

ＦＡＸ

ＨＰ

等

情報提供

事業計画策定

についての理

解度に合わせ

たステージ別

支援を行う

経営指導員の

伴走型支援と

専門家派遣を

活用したフォ

ローアップ支

必要に応じて見直しを行う
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回答なし

(1)職員の巡回によるヒアリングシートを活用した地域経済動向調査 新規 

７９２の商工業者数の内、６７０が小規模事業者数です。現在、８人の職員で担当地区を

決めて、四半期ごとに商工ニュースを配布しています。そこで、４月と１１月の年２回、地

域経済動向調査を行います。その巡回時に担当地区内の商工会員以外も含め、小規模事業者

に対し、下記のヒアリングシートの[項目１、２]により会員および会員以外の基本情報の整
備と小規模事業者の景気動向調査や経済の変化、予測を把握すると共に、収集した情報を分

析し、集約した報告書を作成します。また、会員以外は順次訪問し、国、県、市の企業支援

に関する様々な情報をこまめに提供し、信頼を得ながらヒアリングシートにより基本情報や

経営情報を収集してデータベース化します。 
（ヒアリングシートの調査項目内容） 

№ 項目 具体内容 

１ 基本データ ・事業所の属性 

２ 地域経済動向調査項目 

・ＤＩ調査   ・生産動向 ・売上動向 

・設備投資動向 ・雇用動向 ・賃金動向  

・資金需要動向 ・消費動向 ・業界動向 

※項目３～７については後述掲載。 

 

(2)高山市および公的機関、その他支援等関係機関の「景気動向調査」の活用 新規 

古川町の小規模事業者の殆どは商圏が地元であるにも関わらず、前述のように飛騨市には

四半期ごとに公表される地域経済動向調査はありません。そこで、四半期ごとに公表される

高山市の指標を採用したいと考えます。なぜなら飛騨市と高山市は距離が１６ｋｍ、車で２

０分程度の位置にあります。また、飛騨市から高山市への通勤者は約２，８００人、高山市

から飛騨市への通勤者は約１，８００人と昼間人口の移動もあり、そして当商工会で行った

アンケート調査の結果、下記のグラフのように高山市と飛騨市は同じ商圏といっても良いこ

とから、高山市の経済動向調査報告書を主に、岐阜県の四半期ごとの景況調査と飛騨市の年

に一度の統計調査も参考にして、必要な情報を抜粋して分析した報告書を作成します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)

建

築

確

認

申

請件数による景気動向調査 改善 

前述の通り、古川町は「飛騨の匠」文化が継承され、建築関連事業者が他の市町村と比較

主な販売地域 

主な仕入れ地域 
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して全産業の中に占める割合が大きく、住宅需要動向は地域の景況感に大きく影響してきま

した。そこで、当会は平成８年から古川町内の建築確認申請件数を飛騨市より報告を受けて

グラフ化し（２頁グラフ参照）、理事会に報告をしてきました。しかし、今後は、理事会だ 
けでなく、毎月の住宅建築件数の推移を四半期ごとに全ての小規模事業者に対し、住宅建築

動向調査報告書を提供します。 
(4)税務申告指導先の決算状況による景気動向調査 新規 

当商工会の税務申告指導先は約１７０事業所（会員以外も含む）あり、全員が小規模事業者

です。そして、前項（１）のヒアリングシートでは正確な聞き取りが叶わない数値的な情報も、

全て決算書という確定した数値を元に、年に１度、確定申告終了時に、業種ごとの売上、仕入、

融資、設備投資額、経常利益を集計し、地域内の業種別の景況動向調査報告書を作成します。

但し、数値を統計に使用する承諾を得た事業所に限ります。 
(5)労働保険事務組合算定基礎届による景気動向調査 新規 

当商工会労働保険事務組合利用の商工業者、約１８０社（会員以外も含む）の労働保険算

定基礎届のデータから、上記の（３）と同じように賃金台帳という確定した数値を元に、業

種ごとの賃金等を集計し、年に１度、算定基礎届終了時に、賃金および請負工事高を集計し、

地域内の業種別の賃金動向および請負工事高動向の報告書を作成します。但し、数値を統計

に使用する承諾を得た事業所に限ります。 
【情報収集の項目】 

№ 情報源 情報収集項目 頻度 

① 職員による巡回（調査） 

ヒアリングシートによる景況調査 

ＤＩ調査、生産動向、設備投資動向 

雇用動向、賃金動向、消費動向 

資金需要動向、業界動向 

半年毎 

② 

高山市（抜粋） 

景気動向調査 

（販売 DI、景気 DI、雇用状況、設備投資、

有効求人倍率、観光客入込数） 

四半期

公的機関等の調査 県内の景況調査ＤＩ 四半期

飛騨市（抜粋） 
人口、事業所企業統計、工業統計、商業統計、

観光統計 
年１回

③ 飛騨市建設課 建築確認申請件数 四半期

④ 税務申告指導（集計） 売上・仕入・設備投資・融資・利益調査 年１回

⑤ 労働保険事務組合（集計） 賃金調査、請負工事高調査 年１回

【成果の活用】 

調査、収集、分析した情報は、１０日ごとの職員による「経営支援会議注 9」にて、提供す

る必要な情報の決定や確認を行います。そして、２ヵ月ごとの全職員による「経営支援確認

会議注 10」にて全職員間で共有し、全職員による四半期ごとの巡回により、会員以外の小規模

事業者へも情報提供します。また、基礎データが無い商工会員以外の小規模事業者にもホー

ムページに掲載するなどして情報を開示します。また、商工会が小規模事業者の事業計画策

定支援を行う場合により的確なものとするための基礎資料として活用します。 
注９：事務局長、経営指導員を中心に、場合によっては、支援先小規模事業者が該当する担当地区職員や担当

業務職員も同席して小規模事業者の経営支援策等について検討会議を行います。 

注 10：全職員により、経営支援会議の内容や各地区担当、各業務担当からの情報の共有化と、経営支援に関 

する資質向上を図るための内部会議です。 
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【地域経済動向調査の目標】 

 変化する地域の環境に対応するために、各情報の項目に対して下記の目標を定めて情報収

集をお行います。                          （回）    

№ 情報収取項目 現状
29 
年度

30 
年度

31 
年度 

32 
年度 

33 
年度

① ﾋｱﾘﾝｸﾞｼｰﾄによる調査回数 （件）  0 2 2 2 2 2 

② 
高山市の調査回数     （回） 0 4 4 4 4 4 
公的機関等の調査回数   （回） 0 4 4 4 4 4 
飛騨市の統計調査回数    （回） 1 1 1 1 1 1 

③ 町内建築確認申請調査回数（回） 4 4 4 4 4 4 
④ 税務申告指導調査回数  （回） 0 1 1 1 1 1 
⑤ 労働保険事務組合調査回数（回） 0 1 1 1 1 1 
 合    計 5 15 15 15 15 15 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【課題と改善】 

これまでは、窓口での金融相談時や決算指導相談時において、売上高総利益率、損益分岐

点程度の簡単な経営分析を説明する程度で、さらに踏み込んだ事業計画策定などの支援まで

は行っていませんでした。そこで今後は、相談者を待つのではなく下記に掲載しているよう

に、全小規模事業者（会員以外含む）を対象に経営分析につながる掘り起しをします。また、

税務申告指導利用者（会員以外含む）の決算書の中から経営分析につながる掘り起しも併せ

て行います。そして、それらの掘り起しの中から、事業展開の可能性や課題がある小規模事

業者については、経営分析を行い、事業計画策定や事業計画実施に向けて支援します。また、

全小規模事業者を対象にした掘り起しのために、ヒアリングシートを活用すると共に、ヒア

リングシートの聞き取り方法と収集した情報に基づいた経営分析を行う手法について、職員

同士や岐阜県商工会連合会の専門経営指導員による勉強会を行うことにより、職員の意識付

けと情報収集レベル、分析レベルの向上と平準化を図ります。 

【情報収集を行う項目・手法・内容】 

  地域経済動調査という“地図”があっても、自らの事業の状態、状況、環境、武器となる

ものを理解しなければ、目的地には到達できません。その為に、下記の経営状況の分析が必

要だと思います。 

№ 項目 手 法 内    容 

① 
財務状況の

把握 
財務分析 

決算書を元に、資本構成、流動性、収益性、生産性、損益

分岐点に係る分析を行います 

② 
経営資源と 

環境の把握 

ＳＷＯＴ 

分析 

自社のＳ（強み）、Ｗ（弱み）、Ｏ（機会）、Ｔ（脅威）

について分析し、自社の外部環境と内部資源の把握を行い

ます 

③ 
販売や提供

する状況 
ＡＢＣ分析 

商品や製品の主力となるもののランク付けをすることによ

って、重点管理と販売ターゲット等を把握します 
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④ 

事業の 

５Ｗ１Ｈの

把握 

ＢＳＣ 

４つの 

視点の 

現状分析 

財務：どのように改善して、収益の拡大、生産性の向上を

図るかという視点 

顧客：どのような顧客にいかに対応していくかという視 

   点 

業務：仕事のしくみや流れを組織的にどのようにするかと

いう視点 

学習：ベースとなる力をどのように向上させるかという視

点 

⑤ 
その他の分

析 

地域動向 

需要動向

調査から 

自社の経営状況を把握し、事業計画策定および事業計画実

施に必要な分析を行います 

⑥ 経営課題 情報連携 
経営分析できない項目や判断が難しい場合は岐阜県商工会

連合会専門指導員との連携や専門家派遣制度を活用します

【経営状況の分析に繋げるための掘り起し】 

(1)巡回によるヒアリングシートの活用 新規 

  それぞれの地区担当職員は巡回時にヒアリングシートの[項目３]に基づき、下記の分析 

 に関する項目を作成します。作成されたヒアリングシートの経営情報等を経営支援先情報管

理ファイルに入力しデータベース化します。また、併せて、職員による「経営支援会議」に

て、収集した情報を報告し職員間で共有化を図ります。そして、データベース化した情報を

元に、事業展開の可能性や課題のある事業所で、重要度・緊急度の高い先から経営指導員が

再訪問することにより詳細な経営状況の分析を行います。 

（ヒアリングシートの調査項目内容） 

№ 項目 具体内容 

※項目１，２については前述掲載 

３ 
経営状況の分析に関する 

情報収集項目 

[商品・サービスの役務の提供] 

・強み、セールスポイントなど 

・市場や需要の動向  ・販売及び生産動向 

[経営資源内容]  

・設備の稼働状況 ・取引先の状況 ・人材育成対策 

・労務対策    ・広告の活用  ・競合・環境 

※項目４～７については後述掲載 

 

(2)税務申告相談者の財務分析と経営分析 拡充 

税務相談者（会員以外を含んで１７０事業所）の決算書を把握できる強みを活かし、記帳

職員、税務相談担当職員が、それぞれ事業展開の可能性や課題のありそうな事業所のリスト

を作成し、そのリストを職員による「経営支援会議」にて報告し、決算書を年度別に比較が

できるように、過去からの決算数値をデータベース化し、財務動向を分析します。これによ

り慢性的な経営の課題を発見することが可能になり、より可能性の高い事業計画策定に繋げ

ることができます。そして、前頁の経営分析も併せて行い、さらに経営指導員による再訪問

により、詳細な分析を行います。また、逆にこれ以上経営を継続することが非常に厳しい場

合は、より積極的な廃業を勧めることも行います。 
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平成 26年戦略ﾏｯﾌﾟ作成ｾﾐﾅｰ 

【成果の活用】 

 小規模事業者に対して、外部環境、内部環境等々を経営分析により明確に把握し、職員に

よる「経営支援会議」等で分析結果を共有すると共に、その後の事業計画策定、フォローア

ップ支援の基本情報として活用します。また、専門家派遣を利用した場合の専門家へ提示す

ることによって、時間の有効活用と指導レベルの高い指導に繋げます。 

【小規模事業者の経営分析を行う目標事業所数】 

 ヒアリングシート及び税務相談者から下記の目標件数を目指します。 

       （件）

項     目 実績 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

ﾋｱﾘﾝｸﾞｼｰﾄからの分析 0 16 16 18 18 20 

税務相談者先の分析 0 8 8 10 10 12 

合    計 4 24 24 28 28 32 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

【支援に対する考え方】 

 当町の概要にも記載しましたように、大型店、フランチャイズ店の進出の上、当町の２０

４０年の人口は６割程度になるとも推測されています。ますます小規模事業者が事業を継続

していくことが非常に厳しい環境になっていきます。そんな中で、生き残っていくためには

場当たり的な経営では通用しません。この厳しい中で、既存の事業者や創業者が持続的発展

を遂げるには、“道しるべ”となるべきものにより、リスクを軽減し、地域住民や取引先に愛

され続けなければなりません。その為に、自らの事業（強み、セールスポイント）などの魅

力を見つけて、磨き、自らの事業計画により、自らが実施し、そして自らが評価と改善を続

けなければなりません。当商工会は下記のサイクルを繰り返して、変化する環境に適応しな

がら持続的発展を支援します。また、当商工会単独では対応できない支援や、連携を図るこ

とでもっと効果的に支援できる内容については、公的機関やその他の支援機関、関係機関と

連携を図って、その実現に向けて取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

商工会のアンケート調査の結果からも、小規模事業者の  
中には、事業計画の重要性を理解している事業者、理解し  
ていても方法がわからない事業者、全く理解していない事 
業者などがあることがわかります。また、平成２４年から 
５回コースで「戦略マップ作成セミナー」を３年間行いま 
したが、やはり、参加者の理解度や能力には差がありま 
したので、対象小規模事業者の理解度に応じた支援が必要  
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だと考えます。また、過去３回行いましたが、年々参加者が少なくなっていきました。セミ

ナーの案内は、①ちらしの配布、②ホームページ掲載、③ＳＮＳでの配信を行いましたが、

ちらし以外は一部の限られた事業所が見る程度であることから、もっともっと積極的に広く

“掘り起こし”を行う必要があると思います。今後は全小規模事業者の事業計画に対する理

解度をヒアリングシートの[項目４]を参考にして、ステージ別のきめ細やかな支援を行うと

共に、事業計画策定セミナー参加者や個別相談者の掘り起しを行います。 
【支援対象者】 

基本的には、経営状況の分析を行った小規模事業者を優先しますが、全小規模事業者を対

象に項目４の事業計画理解度（ステージ）について、全職員が四半期の巡回時にヒアリング

シートにより判断します。これはその後の事業計画セミナー参加や個別相談の参加を促すこ

とや、その後の支援内容などでも活用します。また、事業計画の理解度のステージを分ける

ことにより、経営指導員が小規模事業者の事業計画支援のレベルを段階的に上げる目標にも

なるからです。   
（ヒアリングシートの調査項目内容） 

№ 項目 具体内容 

※項目１～３については前述掲載 

４ 

事業計画支援のステージ 

 

※(職員の感覚で判定) 

Ａ（発展） 高度・専門的な支援が必要 

Ｂ（実行） 計画実行段階 

Ｃ（立案） 計画策定段階 

Ｄ（習得） 計画策定のノウハウの学習 

Ｅ（理解） 事業計画の必要性の理解 

５ 事業承継および後継者育成 現状と今後の方向性  

※項目６、７については後述掲載 

 
事業計画支援 

のステージ 
支援内容 

経営状況

の分析 

Ａ（発展） 
自分で経営計画を策定し、その計画および実施の中での高

度・専門的な課題に対して支援を行います 
いずれの

ステージ

も経営状

況に関す

る分析は

必須とし

ます 

Ｂ（実行） 
経営計画策定支援を行った事業所の実施段階の課題に対し

て支援を行います 

Ｃ（立案） 
経営計画立案の方法は理解しており、立案段階での課題に対

して支援を行います 

Ｄ（習得） 
経営計画策定の重要さは理解していますが、やり方が分から

ない段階での課題に対して支援を行います 

Ｅ（理解） 
経営計画の必要性を理解していない。または必要性を感じて

いない段階での支援を行います 

 

【事業計画策定支援の手段】 

(1)事業計画策定セミナーの開催【事業計画策定支援ステージ（Ｃ・D・E）】 拡充 

 前頁のステージ別Ｃ・Ｄ・Ｅの小規模事業者に対し、前記の掘り起しにより参加者を募 

り、下記の方法で事業計画策定支援を行います。 

①専門家の指導の下で、５日間コースで経営計画策定セミナーを開催します。 
②ワークショップ形式の中で、他の参加者の事業状況も参考にしながら学びます。 
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 ③自らの事業計画を策定する段階まで学びます。そして併せて、他の参加者の事業計画に対

しても興味を持ち、異業種交流を行うことで、互いの経営資源を活用した事業連携を図る

ネットワークも築きます。 
 

(2)事業計画策定個別相談【事業計画策定支援ステージ（Ａ・Ｂ・C・Ｄ・Ｅ）】 拡充 

以前の「戦略マップ作成セミナー」では、参加事業者は最終的には自分の事業の戦略計画

を作成したのですが、実際に行動計画に落とした場合に机上では予想できないさまざまな課

題が出てくるために、個別指導も併せて支援を行ってきました。「事業計画策定セミナー」も、

最終的には自分の事業の計画を策定しますが、同じように行動計画に落とした場合にさまざ

まな課題が出てくると予想されますので、基本的には、「事業計画策定セミナー」を受講して

いるステージＣ・Ｄ・Ｅの小規模事業者を優先します。また、受講できなかった事業者や、

掘り起しによる小規模事業者に対してもセミナー受講者と同じように、下記により個別支援

を行います。 
①地域経済動向、経営状況の分析を元に経営計画策定に関する課題を洗い出します。 
②経営指導員による伴走型で行いますが、内容によっては、岐阜県商工会連合会広域支援室

と連携を図りながら、専門家の指導も受けて事業計画策定を目指します。 
【事業計画策定の事業所目標数】  

  事業計画の理解度のステージを分けることにより、一人でも多くの小規模事業者がレベル

Ａ・Ｂになるように、下記の目標を定めてレベルを上げていきたいと思います。       

項  目 実績
29 年

度 

30 年

度 

31 年 

度 

32 年 

度 

33 年

度 

事業計画策定セミナー 
回 数(回） 1 1 1 1 1 1 

参加者(人） 8 8 8 9 9 10 

 

セミナー参加者の事業計画策定 

“個別”支援数（件） 
5 8 8 9 9 10 

セミナー参加者以外の通常の事業計画策

“個別”支援数（件） 
8 8 8 9 9 10 

合    計 13 16 16 18 18 20 

 
(３)事業承継及び後継者育成計画策定セミナーおよび個別相談 新規 

現状では事業承継及び後継者育成に特化した相談は行っていませんが、日々の業務に追わ

れ、事業承継や後継者育成について後回しになってしまっている事業所も少なくないと思わ

れます。今後の事業の持続的発展を目指すには、商工業者の経営者に、次の世代へ引き継ぐ

準備などの“事業承継”“後継者育成”というテーマで情報の提供や支援を行うことが必要と

実感します。そんな事業所に対して、“次世代への引き継ぎ”を意識付けると共に、ヒアリン

グシートの[項目５]により、全小規模事業者を対象に、事業承継や後継者育成に関する情報

を収集し、職員の「経営支援会議」にて情報を共有すると共に、事業承継セミナーおよび個

別相談を効果のある支援内容を検討して、事業承継と後継者育成対策を早い段階から準備す

ることにより、スムーズな事業継承を目指します。 
【事業承継・後継者育成計画策定の目標数】 

事業承継および後継者育成計画策定支援を下記の目標を定めて掘り起します。 

①ヒアリングシートや税務申告相談者（会員以外含む）の経営分析先の掘り起し 
 ②「まちゼミ」参加者や「情報誌ぐるっと」の取材先からの掘り起こし 



－12－ 

 ③飛騨市役所の防災無線の協力による掘り起し 
 ④飛騨市の区長配布（回覧板）による掘り起し            

項  目 実績
29 年

度 

30 年

度 

31 年 

度 

32 年 

度 

33 年

度 

事業承継・後継者育成 

セミナー 

回 数(回） 0 1 1 1 1 1 

参加者(人） 0 8 8 9 9 10 

 

セミナー参加者の事業承継等計画策定 

 “個別”支援数（件） 
0 8 8 9 9 10 

セミナー参加者以外の事業承継等 

事業計画策定 “個別”支援数（件） 
0 2 2 3 3 4 

合    計 0 10 10 12 12 14 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1)事業計画策定後の実施支援（フォローアップ） 改善 

【現状と課題】 

  現在、ものづくり補助金や持続化補助金を活用し、事業計画を作成して目標を達成しよう

とする小規模事業者が増えつつあります。事業計画策定は目的ではなくその計画を実現させ

ることが目的です。事業計画策定後は、全職員による四半期ごとの巡回でヒアリングシート

の[項目６]の聞き取りにより、事業計画策定後の極めの細かい“進捗状況”と“課題”の把

握を行います。また、職員のフォローアップ支援能力の平準化については、職員による「経

営支援会議」で、収集した“進捗状況”と“課題”に関する情報の共有化と、フォローアッ

プ支援の内容を検討します。また、高度な専門的な支援が必要な場合は専門家の支援を活用

して、事業計画の目標達成を目指します。 
（ヒアリングシートの調査項目内容） 

№ 項目 具体内容 

※項目１～５については前述掲載 

６ 
事業計画実施後フォローアップ（四

半期ごと） 
・進捗状況     ・課題 

７ ※項目７については後述掲載 

【支援対象者】 

  基本的には事業計画策定支援先および事業承継・後継者育成計画策定先の全ての小規模事

業者を対象とします。  
【支援内容と体制】 

  フォローアップ為には、進捗状況の把握を行わなければなりません。もちろん経営指導 
 は伴走型で事業計画実施に向けて進捗状況を把握して経営支援を行いますが他の職員も一丸

となって取組みます。 
①事業計画、事業承継計画、後継者育成計画等の策定を行った事業所の基本情報をデータベ

ース化します。 

②経営指導員は随時、進捗状況を把握し、フォローアップしますが、その他の職員も、四半

期ごとの巡回（会員以外も含む）時に、進捗状況と簡単な課題のヒアリングを行います。

これにより、職員の資質向上と経営指導員とは違った目線で課題の発見を行います。 

③全職員は、ヒアリング結果を朝礼にて経営指導員に報告し、その後、経営指導員による再

訪問を行い、詳細な把握と予定通り進んでいない場合の課題を洗い出します。 
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④その結果を職員による「経営支援会議」にて報告し、支援内容の検討を行って、フォロー

アップの支援内容を決定します。そして必要に応じて、岐阜県商工会連合会広域支援室と

の連携による専門家派遣支援や金融支援など必要なフォローアップを行います。 

（フォローアップ支援メニューの内容）   

支援項目 支援内容 支援方法 

① 情報提供支援 
・地域経済動向 
・需要動向情報提供 

・職員の経営支援会議での有効情報

を検討して提供 

③ 経営支援 

・経営全般 
・課題の洗い出し 
・ＰＲ支援 
・人材育成 
・進捗状況管理 

・経営支援会議での改善支援計画検

討 
・広域支援室との連携による支援 
・必要に応じて専門家派遣 

③ 
販路拡大 
開拓支援 

・情報誌への掲載 
・まちゼミ参加 
・ＩＴ活用 
・商談会、物産展参加 

・職員の経営支援会議での有効情報

を検討して提供 
・ＩＴは担当職員による支援 
・必要に応じて専門家派遣 

（支援のイメージ図） 

 

 

 

 

【事業計画フォローアップ目標数】 

事業計画や事業承継計画が、絵に描いた餅にならぬよう計画を達成する為には何と言って

も“進捗状況”と“課題”の把握が重要となります。全職員でこの進捗状況と課題の把握を

行って下記の目標を目指します。                                         

（回） 

項  目 実績 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

実施支援（フォローアップ） 52 64 64 72 72 80 

 

【事業承継及び後継者育成計画フォローアップ目標数】                   （回） 

項  目 実績 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

実施支援（フォローアップ） 0 40 40 48 48 56 

 

 

(2)飛騨市創業支援ネットワークの創設におけるフォローアップ 新規 

【現状と課題】 
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  飛騨市は総合戦略の一環として、Ｉターン者、Ｕターン者、地元在住者、既存の事業者も

含めて、新規事業者を創出し、地域活力創造のために創業や第二創業を考えている人のため

に、「飛騨市創業支援ネットワーク」を組織化しました。これにより、当商工会だけでな 
く、神岡商工会議所、北飛騨商工会、地元金融機関の連携により多くの受講者を対象に事業

展開ができる体制が整いました。しかし、課題としては、創業セミナーは共催ですので、内

容に差がありませんが、創業セミナーなどを受講された創業希望者に対して、その後のフォ

ローアップはそれぞれの商工団体・地元金融機関により支援していきます。当然、支援団体

のフォローアップ方法にも差が出てくると思われますので、それぞれの団体がフォローアッ

プ方法を確立することと情報交換が重要です。当商工会は、よりスピーディーかつ効果的 
で、合理的な支援を行うために、「創業ステージ別支援メニュー」のような体系づけた内容 
を確立することにより、さらに個別支援体制を充実した内容にしていきます。また、各支援

団体の情報連携に関しては後述（関係機関の連携の項）します。 
【飛騨市の創業支援体制および内容】 

飛騨市と、飛騨市内の３つの商工団体および５つの地元金融機関が連携を図り、創業希 
望者への募集周知、創業セミナー、個別創業支援、アフターフォローなどについて、より 
充実した体制を確立します。一番重要な創業者の掘り起しについては、飛騨市の「防災無 
線」「区長配布」を活用して情報を全ての全市民に周知します。 

（役割と支援内容） 

機関名 対 応 支 援 内 容 

飛騨市 創業支援ワン

ストップ 

相談窓口 

・創業者補助金制度 ・起業実践セミナー主催 

経済団体 ・融資  ・経営指導、専門家派遣 

金融機関 ・融資  ・専門家によるアドバイス 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 支援項目 支援内容 頻度 

創業支援合同会議 情報交換・進捗状況報告・課題 年２回

創業セミナー（集団） 飛騨市創業支援ネットワーク合同開催 年１回

募集周知 飛騨市の区長配布・防災無線放送・ＣＡＴＶ放送 年１回

個別金融支援 経済団体及び地元金融機関 随時 
フォローアップ 各創業支援団体 年４回 

 
【古川町商工会独自の創業ステージ別支援メニューの内容】新規 

当商工会は、独自の「創業ステージ別支援メニュー」により、持続的発展を目指す創業支
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援のフォローアップを行います。特に、創業計画策定における５Ｗ１Ｈの“強み”、“セール

スポイント”などの魅力づくりについては当商工会の“経営発達支援計画の目標”に掲げて

いるので意識して創業計画策定時からフォローアップまで、きめの細かな支援を行います。

（創業ステージ別支援メニューの内容） 

支援ステージ 支援内容 支援方法 

① 創業計画支援 

・５Ｗ１Ｈの明確化 
・店舗レイアウト 
・地域経済動向および 
需要動向情報提供 

・職員の経営支援会議での支援内容

検討 
・広域支援室との連携による支援 
・必要に応じて専門家派遣 

② 創業準備支援 

・開業手続き関係 
・金融関係 
・ＰＲ関係 
・雇用関係 

・経営指導員と日本政策金融公庫並

びに地元金融機関との連携 

③ 実務支援 記帳・税務・労務支援 ・担当業務職員による支援 

④ 
フォローアップ支

援 

・地域経済動向および 
需要動向情報提供 

・経営状況の分析 
・販路開拓情報提供 
・進捗状況管理 

・経営支援会議での改善支援計画検

討 
・広域支援室との連携による支援 
・必要に応じて専門家派遣 

【飛騨市創業支援ネットワークによる創業支援目標数】  

飛騨市創業支援ネットワークは飛騨市全体の目標値が掲げられていますので、その内、当

商工会は下記の目標を目指します。 
           （件）

  29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

創業支援数 

(セミナー) 

飛騨市全域 ５４ ５４ ５４ ５４ ５４ 

内(古川町商工会) (15) (15) (15) (15) (15) 

実創業者数 
飛騨市全域 １５ １５ １５ １５ １５ 

内(古川町商工会) (5) (5) (5) (5) (5) 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】   

現状は、小規模事業者の販売拡大や販路拡大の相談時において、指導員が各々で全国の一

般的な需要動向として、日経テレコンＰＯＳ情報をはじめ各種新聞等の話題やニュースなど

を相談者に伝える程度でした。また、情報量も少なく、しかも全国的な大分類の情報で、地

元地域を商圏とする小規模事業者には参考となる情報が少なかったのが現状でした。そして

職員同士の情報の共有もありませんでした。 
課題は、資本力の弱い小規模事業者である支援先が販路拡大や販売拡大に繋げるため効果

的な情報収集の方法、効果的な情報の選択、そしてスピーディかつ低コストに情報を提供し

て、事業計画策定やブラッシュアップに繋げることができるかです。 

【情報収集の項目と手段】 

事業計画策定、フォローアップ、創業などの支援先である小規模事業者の新商品、新サー

ビス、改良した既存商品などをより効果的に販売拡大や販路拡大につなげるために、職員に

よる「支援会議」にて、各々のケースやタイミングによって、二次データまたは一次データ
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の活用について、情報収集、選択、提供の方法等を検討します。また、管内の小規模事業者

の商圏はその多くが地元地域であることから、商工会の組織や商工会所有の施設を活用した

地域の需要動向調査やテストマーケティングなどの一次調査を行って、資金力の乏しい小規

模事業者のために、スピーディーでしかも低コストな方法で実施します。さらに、職員には

関連する業界の情報誌や新聞記事・雑誌などの情報も収集し「経営支援会議」に報告させ、

一次調査、二次データを併せて検討、分析して情報提供を行うと共に職員間の情報の共有を

図ります。 

 

(1)公共機関およびその他機関の二次データの活用 拡充 

  二次データは基本的に、事業計画策定当初、創業における事業計画策定時、フォローアッ

プにおける計画の見直し等において、販売戦略を立てる・あるいは立て直すための基礎デー

タとします。調査項目は下表の通りですが、地元地域での需要動向調査を行うことが困難な

もの、例えば、外国人向けのメニューやサービスのニーズを調査したい場合には、地元地域

内で調査することが非常に難しいため、隣町である高山市の観光統計から「国別の観光客数」

の調査結果により、どの国の方が飛騨地域に増加しているのか、また、観光庁の「国別の日

本食の中での人気料理」の二次データの分析を行います。 

また、新商品などについては、総務省の家計調査から品目ごとの地方別（東海地域）、男女

別、年齢別、単身等の世帯別の調査結果や、日経テレコンの公表する販売ランキングにより、

商品や類似品等の需要動向などの二次データを分析します。 

また、業界誌や新聞記事による業界のトレンドや新商品や新サービスのニーズなどの分析

を行います。 

情報源 調査項目 
情報提供の 

タイミング 

総務省統計局 
家計調査（品目ごとの地方別、男女別、年

齢別、単身等の世帯別の時系列動向） 
事業計画策定

当初、創業にお

ける事業計画

策定時、フォロ

ーアップにお

ける事業計画

の見直し 

観光庁  
外国人日本国内での支出動向（商品カテゴ

リー別） 

高山市観光統計 国別外国人観光客数動向 

日経テレコンＰＯＳ情報 販売ランキング 

業界誌、新聞記事 
関連する商品、サービスの参考情報 

製造業における需要情報 

(2)飛騨古川さくら物産館でのテストマーケティング 拡充 

  “飛騨古川さくら物産館”は古川町商工会所有の施設であり、貸室での会議やセミナーの

使用などで地域住民はもちろん、お土産品も扱っており、観光客も訪れる施設です。この施

設において、支援先小規模事業者の新商品あるいは既存の商品で改良した商品などの“新商

品試作コーナー”を設けて、販売だけでなく商品に対する意見を来館される地域住民や観光

客等、サンプル数３０人を目標としてヒアリングによるマーケティング調査や場合によって

はアンケート調査を行います。調査項目としては機能性、デザイン性、味、風味、価格帯な

どについて調査分析を行います。 

 

 

(3)専門バイヤー等による最終消費者需要動向情報提供 新規 

  需要動向については、やはり最終消費者のニーズやトレンドを良く熟知しているバイヤー
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等に意見や感想を聞くことも重要な情報です。ミラサポよろず相談、岐阜県商工会連合会、

全国商工会連合会と連携して、５名の業界のバイヤーやエキスパートを紹介頂き、購買ニー

ズ（嗜好）、販売価格、運送方法、販売量、販売のタイミングなどについてヒアリングによる

分析を行います。 

(4)役職員、青年部、女性部等の組織によるアンケートモニターの実施 新規 

  資金力の弱い小規模事業者が大掛かりなマーケティング調査を行うことは困難であり、地

元が商圏である場合は特に全国的な需要動向は参考にならない場合もあります。そこで地元

需要調査として、商工会の内部組織を活用して３０人のアンケートモニターを実施します。

実施する調査項目としては、機能性、デザイン性、味、風味、価格帯などについて、調査分

析を行います。 

【成果の活用】 

収集して分析した情報は、職員間で共有すると共に、「経営支援会議」にて、事業計画策定、

フォローアップ、創業支援先等の小規模事業者に必要な情報を分析・提供し、事業計画策定

や販売戦略の検証およびブラッシュアップを行い、効率かつ効果的な販路拡大や販売拡大に

繋げます。 

【需要動向調査情報提供の目標】 

   基本的には２９年度は前述の事業計画策定支援先１６件、事業承継支援先１０件、実創業

支援先５件の３１件に対して、情報提供のタイミングにより、前述の手段(1)および(2)～(4)

の情報提供を行いますが、(2)～(4)については、支援先の商圏、ターゲット、可能性などに

ついて職員による「経営支援会議」にてどのような情報が最も適しているか検討して提供し

ます。従って(2)～(4)は手段ごとの目標設定は現実的ではないので(2)～(4)を含めた目標件

数としました。 

  （件）

手  段 実績 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

(1)公共機関等の情報提供  0 31 31 35 35 39 

(2)さくら物産館ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

0 31 31 35 35 39 (3)専門ﾊﾞｲﾔｰによる情報提供  

(4)組織によるｱﾝｹｰﾄﾓﾆﾀｰ  

 

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】 

【支援に対する考え方】 

 管内の小規模事業者の市場は、その殆どが飛騨市内あるいは隣の高山市を含めた飛騨地 

域内です。しかし、地元に魅力や強みを持った小規模事業者がたくさんみえるにも関わら 
ず、消費者は品揃えや価格だけで隣町などの大型店で買い物されることが多いため、小売業

に関わらず、地元の小規模事業者の情報が益々伝わらなくなっています。地元の小規模事業

者を支えるのはやはり地元市民であり、地元市民の熱烈なファンです。当町では販路開拓、

需要拡大には、地元に向けたファンづくりが現実的で最も重要な市場浸透戦略だと信じてい

ます。その為に、地元の小規模事業者の“強み”、“セールスポイント”などの魅力を消費者

に伝えて、地元の小規模事業者を支えてもらわなければなりません。また、当然に地域外に

向けての情報発信や事業支援を期待している小規模事業者もみえます。地元地域でファンに

なって頂ける商品、サービス等は地域外でもファンが増えていることからも、地域内に向け

ての事業支援を中心に、ＩＴ、物産会、商談会などを活用した地域外への情報発信を行うこ

とで、販売拡大、販路拡大、需要拡大に繋げていく支援を行います。 
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ぐるっとのページ 

【支援対象者】 

新たな需要の開拓支援は、事業計画策定支援先およびフォローアップ支援先の小規模事業

者を対象に行いますが、支援メニューによって、その他の魅力ある全小規模事業者も対象に

した方がより効果的な場合には全小規模事業者も対象にします。また、小規模事業者の中に

は既に魅力のある商品やサービスがあるにも関わらず、その魅力にまだ気が付いていない事

業者もあります。特に匠技術者は職人気質のため積極的にアピールできないことも否めませ

ん。そのため、職員の巡回によるヒアリングシート[項目７]の聞き取りにより、魅力ある全

ての小規模事業者の掘り起しも行います。 

（ヒアリングシートの調査項目内容） 

№ 項目 具体内容 

※項目１～６については前述掲載 

７ 販路拡大支援に関する項目 

・情報誌ぐるっと掲載  ・まちゼミ参加 

・ＩＴ活用 ・物産会、商談会 ・さくら館 

・その他 

 

【販路開拓事業の効果的な取組み】   

(1)紹介誌「情報誌ぐるっと」による需要拡大 拡充 

【目的と概要】 

平成２２年から続けています。小規模事業者の“強み”、“セールスポイント”“拘り”“匠技

術”などの魅力を地元市民に知って頂くことで、地元の事業所への来店を増やし、需要の拡大

に繋がる支援を目的に行います。その為、事業所側のＰＲ文ではなく、当商工会の職員からみ

た事業所の魅力について情報を発信します。 
【効果的な工夫としくみの改善】 

当町の商圏を考慮に入れると、１０km の範囲内にある高山市 

及び飛騨市神岡町にも配布した方が需要の拡大へと繋がります  

が、カラー版で１２ページの冊子は費用的な負担が大きいた  

め、今までは、情報誌を飛騨市内（古川町、河合町、宮川町） 

に折り込みしているだけでした。しかし、今後は、高山市と飛 

騨市神岡町へ折込み範囲を順次広げて需要拡大に繋げていきま 

す。また、今までは掲載するだけで、その後の効果についての 

調査を行っていませんでした。今後は、掲載された１０社に対 

して３ケ月後にアンケート調査を行います。そして、参加事業 

所へのお客様の来店数または売上について３％増の事業所数を 

目標にします。 

【実施方法】 

①ぐるっと掲載事業所は、基本的には事業計画策定支援先およびフォローアップ支援先の小

規模事業者は必ず掲載対象とし、その他の参加店は全事業所を対象に職員の掘り起しによ

って行います。 
②職員の「経営支援会議」にて、それぞれの魅力情報を検討し、掲載事業所１０社を決定し

ます。 
③職員がそれぞれ担当事業所を決め、取材を行います。 
④取材した内容について、それぞれの職員が記事を書きます。 
⑤最終的に企画の事業者に依頼して新聞折り込みを行います。 
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洋菓子屋さんのまちゼミ 

⑥３ケ月後に、掲載事業所にアンケートを取って効果をみます。目標は３ケ月後の来店数ま

たは売上について前年対比３％増を目標にします。 

【情報誌ぐるっとの掲載事業所目標（年２回 ２０事業所掲載の内）】       （件） 

項 目 実績 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

来店数または売上

３％増の事業所数 
0 6 6 6 6 8 

 

(2)得するまちのゼミナール事業による需要拡大 拡充 

【目的と概要】 

まちゼミは、「お客様｣「お店｣「地域」の三方よしの事業 

で、目標は以下の通りです。 

①お客様（消費者）は、それぞれのプロのさまざまな技術 

や知識を無料で学んで頂くことと、地元の事業所の魅力 

を知って頂きます。 

②お店は、自店や経営者の“強み”“セールスポイント”な  

どの魅力などを伝えることができ、ファンづくりにつなげて、その後の需要拡大につなげ

ます。 

③地域にとっては、失われつつあるコミュニティの再生を図ります。 

【効果的な工夫としくみの改善】 

現在、飛騨市内（古川町、河合町、宮川町）に区長配布で案内をしていますが、この事業

も、できるならば高山市や飛騨市神岡町にも折込みができればもっとたくさんのファンに繋

げることが可能です。また、アンケートは取っていましたが、まちゼミ直後に運営方法につ

いてのアンケートであったため、効果的な面についての調査を行っていませんでした。今後

は、まちゼミを実施してから３ケ月後に来店数および売上に関するアンケート調査を行いま

す。そして、参加事業所へのお客様の来店数または売上について前年対比３％増の事業所を

下記の目標にします。 

【実施方法】 

①まちゼミ参加事業所は、基本的には事業計画策定支援先およびフォローアップ支援先の小

規模事業者は必ず参加対象とし、その他の参加店は全事業所を対象にちらしによる募集と、

職員の巡回の中で魅力ある事業所の掘り起しによって行います。 
②事務局にて、参加店を取りまとめて、最低でも３０事業所を目指します。 
③受講者の募集については、共同ちらしを飛騨市の協力のもとに区長配布や防災無線放送に

よって市民に周知します。そして、高山市、飛騨市神岡町への折込も徐々に広げます。 
④参加事業所にて商品、技術、知識などについてのセミナーを開催して、小規模事業者のフ

ァンを増やしていきます。 
⑤３ケ月後に、参加事業所にアンケートを取って、効果をみます。目標は半年の来店数また

は売上について３％増を目標にします。 

【まちゼミの目標数（参加店 約３０事業所の内）】              （件） 

項 目 実績 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

来店数または売上

３％増の事業所数 
0 10 10 12 12 14 

 (3)ＩＴを活用した販路拡大および販路開拓支援 拡充 

【目的と概要】 
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現代では従来の単なるホームページだけでなくＳＮＳと連動させて、情報を常にアップし

てファンを増やしている事業者やネットショップを活用して売り上げ増に繋げている事業者

もあり、その形態や活用方法は複雑多岐に渡っており、ＩＴ活用を希望する小規模事業者が

増加しています。当商工会は小規模事業者の魅力ある商品・サービス等を全国に向けたホー

ムページの作成や刷新、またネットショップの活用などの支援と、商圏が地元の小規模事業

者が多いことから地元向け専用サイト「ひだラボ注 11」への参加やＳＮＳの活用を促していく

ことにより、販路拡大、販路開拓、需要拡大を目的に支援を行います。 
注 11：「戦略マップ作成セミナー」における、事業所同士のネットワークから誕生した「町を盛り上げ隊」と

いう組織が立ち上げた地元地域向けサイトページです。古川町内の事業所で、当初５店舗ほどで 
スタートしましたが、現在は１００店舗にまで増えています。 

【効果的な工夫としくみの改善】 

今までも、小規模事業者が自らホームページを作成する場合や刷新する場合など、専門家

派遣制度を活用して、岐阜県大垣市のソフトピアジャパンセンターによる「ホームページ作

成支援を行ってきましたが、ＩＴ活用で一番重要なのは情報発信を続けるということです。

その為にはホームページ作成もできれば自分で構築することが愛着も沸き、更新もしやすい

ホームページになると思います。そして、身近な機関に気軽に相談できる機能があれば、さ

らにスムーズに導入しやすく、効果的なホームページになります。そこで、商工会内でも昨

年より「Ｊｉｍｄｏ」（無料作成ツール）を使ってのホームページ作成支援の専門支援職員の

養成を行ってまいりましたが、ＩＴ専門職員もまだまだ経験が浅いため、今後の経験の積み

上げと表現方法のノウハウの能力が必要です。現状では高度な技術を要する場合は、専門家

で対応しますが、今後はできるだけ、当商工会のＩＴ専門支援職員が支援できる体制にして

伴走型で支援していきます。そのために、ＩＴ能力向上のセミナーへの参加や、ＩＴ指導専

門家の支援相談時に同席して、技術やノウハウの向上を図ります。 

【実施方法】 
①基本的には事業計画策定支援先およびフォローアップ支援先の小規模事業者の小規模事業

者がホームページを新規に作成や現在のホームページを刷新して、全国に対して情報発信

を希望する場合は、商工会の「Ｊｉｍｄｏ」専門支援職員により個別にホームページ作成

支援を行います。また、職員の巡回の中でＩＴ活用希望者の掘り起しを行います。 
②専門的なＳＥＯ対策や高度なホームページ、フェイスブックやブログなどのＳＮＳを活用

する手法などを希望される場合は、現状では専門家派遣で対応します。 
③地元向けの需要拡大には「ひだラボ」への参加を促します。 
【ＩＴ活用の事業所目標】                          （件） 

項 目 実績 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成・刷新 3 3 4 5 6 7 

ひだラボ活用 2 2 3 4 5 6 

 

(4)物産会、商談会への出展及び情報提供支援 拡充 

【目的と概要】 

小規模事業者の魅力ある商品や製品等を地元だけでなく、全国に向けて、情報発信するこ

とで、さらなるファンの増加や売上増に繋げるため、全国商工会連合会や岐阜県が主催する

物産会、商談会、特産品コンクール、カタログ冊子への掲載など、全国に向けて情報発信す

ることにより販売拡大、販路拡大、需要拡大に繋がる支援を行います。  
【効果的な工夫としくみの改善】 
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畳 手縫い製品の展示会

今までも、物産展、商談会、各種コンクールへの出展を促がして、販路拡大支援を行って

まいりましたが、主に案内先は特産品を扱っていることが明確な事業所のみを対象にしてい

ました。また、現在、匠の職人の中には本業が厳しいために、副業的にいろいろなアイデア

製品に挑戦している職人もみえます。 

①基本的には事業計画策定支援先およびフォローアップ支援先の小規模事業者を優先します

が、その他にも職員の巡回時により、小規模事業者の新しい試みや魅力ある商品・サービ

スの情報を収集します。 
②職員の「経営支援会議」にて情報を共有し検討します。そして、全国展開の対象となる小

規模事業者に対し、全国や県内で開催される展示会、商談会、各種コンクール、カタログ

冊子への出展や掲載を促します。 
③関東圏や東海圏での物産会の開催については、飛騨市と連携を図り、飛騨市出身者で組織

されている東海圏の「東海飛騨市会」や、関東圏の「関東飛騨市会」などにも情報発信し

てさらなる販売拡大、販路拡大、需要拡大にも繋がる支援を行います。 
【商談目標事業所数】 

項 目 実績 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

物産会参加数 2 3 3 4 4 5 

商談会参加数 1 3 3 4 4 5 

特産品コンクール参加数 0 2 2 3 3 4 

冊子掲載数 0 5 5 6 6 7 

商談成立件数 1 7 7 8 8 10 

 

(5)飛騨古川さくら物産館での地場産品の情報発信事業の活用 拡充 

【目的と概要】 

飛騨古川さくら物産館注 12では、小規模事業者の畳職人、左 
官職人、クラフト職人などによる製品の展示会などを行っ  
てきました。その中には平成２６年度、全国お土産コンクー 
ルに入賞するなどの商品もありました。今後は、小規模事業  

者による“匠の技”や“地場産品”などの展示会を行い、全 
国連のコンクールなどに出展できる商品の積極的な販路開拓 
に繋げていきます。 

   注 12：古川町商工会が、平成８年に地域の活性化と情報発信のために、商業基盤施設等整備事業を活用し 
て、文化教養施設ならびにコミュニティ施設を建設しました。 

【効果的な工夫としくみの改善】 

匠の技術者は職人気質のためか、自分の作品に対して、積極的にアピールされる方が少な

いため、商工会が待ちの姿勢ではなかなか情報を得ることが難しいです。現在この施設には、

地場産品の紹介するスペースがあるため、特に小規模事業者の新商品・新製品などを掘り起

こして展示そして、物産会、商談会参加へと繋げていきます。 
①職員の巡回にて、職人に限らず、事業計画策定支援先やフォローアップ支援先を対象に、

また、空きスペースがある場合は、職員による巡回にて掘り起しを行います。 
②職員による「経営支援会議」にて、魅力ある商品、製品、サービスなどをさくら物産館の

紹介スペースで展示する商品等を決定します。 
③展示して試験的に販売したモノで、地域住民や観光客の反応を見て、良ければ、物産会、
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プラントで泳ぐとらふぐ

商談会に参加します。 

 

【飛騨古川さくら物産館の情報発信事業者数目標】              （件） 
項 目 実績 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

物産会、商談会参加 2 2 2 3 3 4 

 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 

【地域の関係者間での意識の共有】 

当町の概要にもあるように、飛騨市の人口減少と高齢化は凄まじい勢いで進み、「消滅都市」

という言葉さえ出てきている状況の中で、飛騨市は、第２次総合計画の後期基本計画（平成

２８年～平成３２年）に、「身近にありながら価値に気付いていない多くの資源をうまく活用

し、地域に人、モノ、お金が動く仕組みを作らなければなりません。今後は、地域の資源を

再認識するとともに、飛騨市ならではの地域特性を活かしつつ、主体性を持って新たな取り

組みにチャレンジすることが求められています。」としています。地域資源には「自然、文化、

歴史、技術、祭り、産業、人材」などがあります。これらを活用しながら、外からの交流人

口を増加させるしくみと、地域内で資金を循環させるしくみに取組まなければなりません。

そして、より効率的に効果的に地域の活性化を図るには、行政をはじめとする関係機関の連

携や事業者とのネットワークにより、地域資源や観光資源の活用を図らねばなりません。飛

騨市は今般の「飛騨市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中で、当商工会をはじめとする

市内の経済団体（北飛騨商工会、神岡商工会議所、観光協会）、地元金融機関、まちづくり協

議会等から選抜して実行委員会を立ち上げ、飛騨市の方向性の共有化を図りながら地域経済

の活力創造に取組んでいます。 

【地域経済の活性化事業の手法・手段】 

(1)飛騨とらふぐの活用で交流人口の増加事業 拡充 

【目的と概要】 

飛騨市の第２次総合計画の後期基本計画にもとらふぐ支援 
 を行うと謳ってありますが、４年前に、会員の一人が地元の  
地下水で「とらふぐ」の養殖に成功したことで、当商工会 
は、「山奥でとらふぐ！」という珍しさと、旨味、甘味が多 
いことを前面に、当地への観光誘致と旅館・飲食業の活性化を目的に取組みました。そして、

ふぐ文化と知識が無いこの地域に「とらふぐ」を活用した地域活性化を図るために、一昨年、

全国商工会連合会の全国展開事業を活用し、興味のある旅館飲食業者１８名による実行委員

会を立ち上げ、「とらふぐ」についての勉強会や新メニューの開発等を行い、約３０種類のメ

ニューができました。また、１名しかいなかったふぐ処理免許者も現在では１７名まで増え

ました。さらに、ふぐ料理の上達のために「飛騨とらふぐ道場」をオープンして若手の調理

人の腕を磨く取組みも支援してきました。昨年、全国展開観光マッチングフェアに参加しま

したが、「飛騨とらふぐ」の珍しさのＰＲだけで、観光メニューが整備されていなかったため、

観光エージェントとのツアー化までには至りませんでした。また、供給体制が、３，５００

匹であったことと、ふぐ処理免許者が１名だったため、飲食店への供給が思うように行かず、

とらふぐ料理から手を引く飲食店も現れました。しかし、３年前に、地元金融機関の投資フ

ァンドにより、設備も移転拡張し、供給体制が、年間３，５００匹から１０，０００匹を目

指せる規模となり、同時にメニュー開発および飲食店へのメニューの提供のために、“飛騨と
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薬学博士によるﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ 

らふぐ道場”を飲食店街の一角に移設オープンしました。また、商工会としても、現在、中

小企業基盤整備機構の指導の下、「中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用支

援事業計画」の認定の申請支援をしたところです。 
【関係機関と取組み内容】 

 関係機関：飛騨市、飛騨市観光協会、飛騨信用組合、旅館組合、飲食店組合 

①全ての事業計画策定およびフォローアップ支援先の小規模事業者で「飛騨とらふぐ」を取

り扱う可能性のある事業者への料理メニューの支援を行います。 
②申請した地域産業資源活用支援事業計画」が認定された場合は、その事業計画の進捗状況

を把握しながら、計画達成に向けた支援を行います。 
③地元の旅館組合と飛騨とらふぐ道場の連携により、宿泊とふぐ料理の連携体制を図るマッ

チングを行います。 
④供給体制が整備されたことで、飲食店組合と連携を図り取扱店の拡充を図ります。 
⑤観光協会の作成する観光ＭＡＰへの「飛騨とらふぐ料理」取扱い事業所の掲載を行って観

光客の受入体制を整備します。 
⑥観光ツアーコースメニューの整備により東海圏、関東圏、関西圏への商談会や観光エージ

ェントへのＰＲ活動を広げ、「飛騨牛」と並ぶ、地域資源に育て、交流人口の活性化を図る

よう取組んでいきます。 
 

(2)「薬草で町おこし」の拡充と交流人口増加事業 拡充 

【目的と概要】 

全国薬草サミットが、第１回は熊本県玉名市、第２回は徳島県上勝町、そして一昨年、第

３回が岐阜県飛騨市で行われました。これは飛騨市が１５年前に熊本崇城大学教授の薬学博

士に依頼して調べていただいたところ、飛騨地域には２５０種類以上の薬草があることが分

かり、飛騨市を薬草で活性化できないか模索していたこ

とから実現したことです。そして、全国に薬草に興味の

ある方がたくさんみえることも分かり、“豊富な薬草”を

活用して、「薬草の町」として、交流人口の増加に繋げる

ことを目的に取組みました。当商工会は、昨年、全国商

工会連合会の地域内資金循環型新事業を活用して、１０

名で実行委員会を立ち上げ、薬草の勉強会をはじめ、今

後の事業展開のコンセプトづくりや新商品や新メニュー

の開発などを行い、また、町のシンボル薬草の募集の結

果、地酒が旨いということで、肝臓に良いとされる“葛の花”と決めました。そして、事業

終了後、その実行委員会が中心となり、ＮＰＯ法人「薬草で地域を元気にする会」が設立さ

れ、ＮＰＯ法人にコンセプト等が引き継がれ、現在、ＮＰＯ法人のメンバーは５０名ほどに

なっています。活動は、熊本崇城大学の教授に年に２～３回来町していただき薬草コンシェ

ルジュの育成、耕作放棄地の利用による薬草栽培、薬草を使った薬草料理の開発（現在１０

種類程度提供中）、薬草を使った新商品（現在２種類販売中）などに取り組んでおり、徐々に

市民に浸透しつつありますが、まだまだ、交流人口を増やすほどの規模ではありません。今

後は薬草を活用したさらなる商品開発や薬草料理の提供ですが、薬草の特徴である「苦、渋

味、えぐ味」を活かした商品や料理を提供しなければならないため、すぐに誰でもできるも

のでは無いということです。今後は、旅館組合や飲食店組合と連携を図り、“料理セミナー”

などを開催して町中どこでも提供できる町を目指します。 
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地元高校でのフォーラム

【関係機関と取組み内容】 

関係機関：熊本崇城大学、飛騨市、飛騨市観光協会、旅館組合、飲食店組合 

①事業計画策定および事業計画実施事業所で「薬草料理」を取り扱う可能性のある小規模事

業者への料理メニュー支援を行います。 
②平成２９年、３０年は“葛の花”をはじめ、豊富な薬草を活用した薬草の新商品や薬草料

理メニューの開発と充実を図ります。 
③平成３１年までに料理提供店１０店舗を目指し、観光協会の観光ＭＡＰに掲載して来町者

の受入体制を整備します。 
④平成３１年以降からは観光エージェントへのＰＲ活動を広げ、地域資源に育て、交流人口

の増加を図るよう取組んでいきます。 
 

(3)「教育」との連携による人づくり・企業づくり事業 新規  

【目的と概要】 

以前より、地元中学校と高校では地元の経営者を招いて  
その体験などを聞く授業を行っていました。ところが、昨  
年、初めて中学校から社会勉強の一環として、生徒がグル 
ープで企業訪問するために、約６０社の企業の紹介依頼を 
され、また、高校からは経営者フォーラムの講師派遣依頼 
をされ、地元の学校との連携が生まれました。そして、驚 

いたことに、学校側のアンケートやヒアリングの結果、 
「地元にはいい企業がないから他所へ行かなければならな 

い」という声が、子ども達だけでなく保護者からもあると聞かされたことです。しかし、実

は地元にどのような事業所があるのかを知らないで言っていることが多いことも分かりまし

た。確かに地元である程度大きな企業はいろいろと知る機会が多いのですが、小規模事業者

については、ほとんど知らない状況です。小規模事業者の中にも雇用を確保したい事業所は

たくさんあります。そして、高校生で早い生徒は１年後には人生の選択の時が来ます。この

事業の目的は、 
①今から子ども達が地元の事業所の人に接し、仕事内容を知り、技術や拘りなどの魅力を知

ることにより、将来の選択の様々な可能性が広がります。もちろん一旦は他所へ行っても、

また地元へ帰ってきて創業したり事業承継をするなどの可能性も高まると考えます。 
 ②企業にとっても普段一般の人が目にすることのない現場を知っていただけることは仕事に

対するやる気の醸成につながり、自社が地元を支えているという意識が高まると考えます。

③子ども達はもちろん、子ども達を通して、保護者や家族、親せきに情報が伝わることで、

地元の小規模事業者を見直して地元利用に繋がると考えます。 
④小規模事業者の持続的発展のための大きな原動力となる人材が育つと考えます。 

【関係機関と事業内容】 

関係機関：古川中学校、吉城高等学校 

下記の対象事業者は、全ての事業計画策定およびフォローアップ支援の小規模事者は最優

先しますが、職員が四半期ごとの巡回の中で、魅力ある全小規模事業者も対象にして掘り起

しを行います。 
①動画版「ぐるっと」（※情報誌ぐるっとから命名）の製作 新規 

  事業所の簡単な動画を製作して、YouTube に随時公開します。そうすることで①市内の事 
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発行した町の紹介冊

業所のＰＲになる②いろんな職種があることを生徒が知る機会になることを狙います。 

た、それをまとめたＤＶＤを作成し、地元の中学校や高校に配布します。学校側では授業

の一環として先生のスケジュールに合わせて無理なく生徒に観てもらえるようにし、動画

により仕事を知る機会を増やします。年間１０社程度の動画製作（１社３分程度）を目標

とします。 
②リアル版「ぐるっと」（※情報誌ぐるっとから命名）の実施 新規 

動画を見ただけでは生の現場を知ることはできませんし、働く人の生の声を聞くこと は

できません。そこで、地元の中学校や高校と連携し、中高生を数人ずつのグループに分け、

興味のある事業所に訪問してもらう『事業所訪問』を企画します。これは授業の一環とし

て、実際に働く現場を訪れることで働く人の生の声を聞くことができます。そして町内に

もこんな仕事があることを知る機会になります。事業所へのお願いの電話を入れること、

名刺交換を行うこと、積極的に話を聞いて質問することなど、実際に行うことでその事業

所訪問の意義を高めることにつながります。年に１回を目途に行っていきます。 
③「生徒と先輩社会人の語る会」の実施 拡充 

地元の中学校、高校と連携して実施します。中学校や高校の今までのやり方では一人の講

師から一方的に話を聞く、ということがほとんどでした。また、依頼する講師も先生の知

っている人または保護者の会の関係者に限定されてしまっていました。今後は積極的に商

工会が携わることでより魅力や拘りのある古川町内の商工業者の中から選択肢ができます。

実際に昨年、地元高校で「就職・進学決定者フォーラム」を開催し、４名の経営者等の経

験談等を聞いたことが非常に役に立ったとの評価を得たことで、是非とも実施していきた

い取組みです。 
  
(4)おかみさんによるダイバーシティ注 13事業 拡充 

【目的と概要】 

飛騨市の第２次総合計画の後期基本計画の中にも「女性の社会   

進出」が謳ってあります。古川町はまだまだ「旦那様」「殿様商  

売」の風習から抜けきっておらず、縁の下の力持ちであるおかみ 

さんが縁の下に居るままで、なかなかその知識や営業能力等が活 

かされていないのが現状です。今まで当商工会の女性部の活動も 
社会福祉的な奉仕活動やカルチャー教室のような事業が多く見受 

けられました。ところが昨年、女性部としゃべりばち部会注 14の合  

同事業で、約１年掛けて奇抜な町の紹介誌を作成したところ、大変

な反響を呼び、記者会 

見、講演会の依頼、他県から視察にみえるということも起こりました。全て女性部にとって

は初めての体験です。これにより、女性部の中に“地域の活性化”という芽が出てきまし 

た。今後は、女性部に限らず町内の全小規模事業者のおかみさんを対象に、おかみさんたち

独自による地域活性化事業を企画していけるような“意識”と“知識”を育み、さらなる自

由な発想で、小規模事業者のおかみさんの魅力を最大限に活用し、情報発信し、地域内の需

要拡大と交流人口の増加を目的に取組みます。 

注 13：ダイバーシティとは、市場の要求の多様化に応じ、企業側も人種、性別、年齢、信仰などにこだわら
ずに多様な人材を生かし、最大限の能力を発揮させようという考え方。 

注 14：平成２４年、町づくりのために結成された町内の商売人の女性６名で結成され、翌平成２５年に古川町
商工会の目的部会として承認された組織です。 
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【関係機関と事業内容】 

関係機関：飛騨市、古川ポイントカード会 

下記の対象事業者は、全ての事業計画策定およびフォローアップ支援の小規模事者はもち

ろんですが、古川ポイントカード会にも参加の案内を行うと共に、職員が四半期ごとの巡回

の中で、魅力ある全小規模事業者も対象にして事業展開します。 

①平成２９年度は小規模事業者の「おかみさんたちの紹介誌」を作成する事業を行います。

これは、町を支える「多様な人材」として、「おかみさん」の魅力にクローズアップする

ことを「地域資源の活用」と位置づけて取組みます。 

②作成したおかみさんの店舗を訪ねてスタンプラリーで「おかみさんめぐり」を企画し、直

接の来店増を図ります。また、古川ポイントカード会にも周知し連携を図って、自らの店

舗のさまざまな情報を発信するように工夫します。 

③おかみさんがお互いに取材を行ったり、おかみさんの仕事と人柄にクローズアップした冊

子を作成することで「おかみさん」の交流の機会をつくり、おかみさんの能力の向上と能

力の発揮の場を増やします。 

④冊子配布時にアンケートも同時に配布し、ＦＡＸ、メール、郵送等にて商工会に送って頂

きます。そして、読者の感想を収集し、評価と効果などを検証し、今後のおかみさんの事

業活動の参考とします。 

⑤事業内容によっては、参加者等にアンケートによって、評価と効果の調査を行います。 

⑥平成３０年以降はおかみさんの提案による“おもてなし事業”（現段階では具体的な内容

は未定）の企画を行い、事業展開することで、古川町への視察等の受入や観光誘客によっ

て、交流人口の増加を図ります。 

 

(5)オープンファクトリーによるファンづくり事業 新規 

【目的と概要】 

昨年度、新潟県の三条市と燕市の「オープンファクトリー」を視察に行きました。規模は

全く違いますが、「技術者の町」や「職人魂」は同じであると感じました。やり方次第ですが、

「まちゼミ」は過去４年間取組んでおり、ノウハウはあります。この事業の対象者は事業計

画策定、フォローアップ支援先の小規模事業者を主に行いますが、職員の巡回の中でも魅力

ある小規模事業者の技術者の掘り起しを行います。「オープンファクトリー」は製造業版の「ま

ちゼミ」とも言えます。製造業や職人と呼ばれる小規模事業者の販路開拓も地元のファンは

欠かすことができません。また、外からの見学者の中にはビジネスで視察を兼ねて「オープ

ンファクトリー」に参加する場合もあります。そして内外の見学者によって、職人や従業員

のモチベーションが喚起され、自信、誇りと仕事へのやりがいにも繋がり、事業所のイメー

ジも変えます。この事業により、内外のファンをつくることによって、地元小規模事業者の

“技術”“こだわり”などの魅力を知って頂き、地域内での需要拡大、匠技術の後継者のマッ

チング、交流人口の増加を目的に取組みますが、予算面や人的負担面などの検討も必要です

ので、平成３１年度をめどに取組みます。 

【関係機関と事業内容】 

関係機関：飛騨市、建築組合、建具組合、左官組合などの各業種組合 

①参加事業所への周知としては、経営支援先の小規模事業者への案内のほか、各業種組合と、

職員の巡回の中で掘り起こした小規模事業者に向けて案内をします。 
②見学者への周知方法としては、広告ちらしなどにより、飛騨市にも協力得て、地元の高校

を含めて、広く一般市民に案内をしたり、商工会ホームページやＳＮＳを活用して、地域



－27－ 

外への周知を図ります。 
③参加事業所は、事業所見学として、普段の仕事ぶりを見て頂いたり、製品の説明をしたり、

時には職人技の体験をして頂くなどによって、見学者とのふれあいやコミュニケーション

を図って頂きます。そして、地元の魅力ある事業所の末永いファンづくりと技術の伝承に

繋げていきます。 
 ④見学者にはアンケートに記入を頂き、参加事業所には直後と３ケ月後にアンケートを取 
り、次回に向けた評価と効果について調査を行います。 

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み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

【目的】 

膨大な情報量を当商工会単独で、収集、理解、分析、提供を行うことは不可能なことで 
す。しかも、地域のさまざまな業種・業態の小規模事業者の有効な情報となればさらに困難

です。しかし、行政をはじめとして他の支援機関や関係機関と経営支援に係る情報交換を行

うことによって、リアルタイムな適切な情報を元に、より可能性の高い“地域経済動向”、“事

業計画策定”、“フォローアップ”、“需要動向”、“販路開拓”等の経営支援を行うことを目的

として、次の各機関と情報交換を行います。 
 

(1)十六銀行古川支店との「経営支援包括的連携協定」の活用 新規 

【相手先と目的】 

従来は、飛騨市金融協会（十六銀行、富山第一銀行、高山信用金庫、飛騨信用組合、飛騨

農協）と飛騨市のプレミアム商品券事業等の運営連携を図ったり、それぞれの金融機関のセ

ミナーなどの案内や参加を促している程度でした。ところが、平成２７年９月に、創業・新

規事業のサポート、国際化・情報化への対応、知的財産権の活用などで連携、協力を図るこ

とを目的に、岐阜県商工会連合会と十六銀行が経営支援に関する“包括的連携協定”を結び

ました。これにより、当商工会と(株)十六銀行の地元支店と小規模事業者の経営支援の連携

を図れることになりました。 

 

【連携内容】  

①経営発達支援計画に関するサポート 

・当商工会と十六銀行古川支店が協働で個社支援（特に金融支援・経営計画策定支援）を実

施します。 随時  

・商工会の経営指導員等と十六銀行古川支店の職員による「地域の経済動向等に関する情報

交換会」を実施します。 年２回 

②共同勉強会の開催 

・テーマを決めて、小規模事業者を対象に共同勉強会を開催します。 年１回 

③創業支援に関しては飛騨市創業支援ネットワークを活用します。 随時 

④販路開拓支援：逆商談会 毎月 

・逆見本市形式・・・大手・中堅企業の「発注ニーズ」を入手したうえでサプライヤー候補

を集める仕組みで、小規模事業者の販路開拓支援を行います。 
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サプライヤー企業（売り手）

バイヤー企業

（買い手）
サプライヤー企業（売り手）

サプライヤー企業（売り手）

古川町商工会管内小規模事業者
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)飛騨地区商工会協議会と飛騨ブロック広域支援室との連携 拡充 

【相手先と目的】 

ほぼ同じ経済圏であり、しかもそれぞれ地域に密着した  

飛騨地区（飛騨市、高山市、白川村）の６商工会（古川町 

商工会、高山西商工会、高山南商工会、高山北商工会、白 

川村商工会、北飛騨商工会）の情報は非常に重要です。経 

営指導員（１２名）と、飛騨ブロック広域市支援室の専 

門・広域指導員（３名）による地域の小規模事業者につい 

ての情報交換により、職員の資質向上と職員の経営支援能 

力の平準化を図ると共に、小規模事業者への経営支援に活 

用することを目的とします。 

【連携内容】 

現在は飛騨地区内の商工会職員の“資質向上”のための事業が主ですが、今後は同じ「飛

騨」という経済圏を考えて、飛騨地域の“経済動向”、具体的な“需要動向”、“経営支援事例”

“支援ノウハウ”“ビジネスマッチング”などの情報交換も活発に行う必要があります。下記

の項目併せて年４回 

①経営指導員による小規模事業者の経営支援研修会（テーマによっては事務局長含む）   

②業務職員、記帳職員、一般職員による税務、労務等の実務研修会  

③飛騨地域の経済動向、具体的な需要動向、経営支援事例などの情報交換やビジネスマッチ

ングの情報交換  
【今後の連携について】 

同じ飛騨地域の中には、６つの商工会のほかに、高山商工会議所、神岡商工会議所が存在

し、地域の活力を生み出すためには、２つの商工会議所とも情報連携を行わなければならな

いと思いますので、飛騨地区協議会にて今後検討を行ってまいります。 

(3)飛騨市および飛騨市内の経済団体および地元金融機関との情報連携 拡充 

【相手先と目的】 

飛騨市の商工政策において、市内の３つの経済団体（古川町商工会、北飛騨商工会、神岡

商工会議所）および、地元金融機関（(株)十六銀行、高山信用金庫、飛騨信用組合、飛騨農

協、(株)富山第一銀行）により、飛騨市創業支援ネットワーク事業、飛騨市小口融資制度、

プレミアム商品券事業などの事業運営のために連携を図っていますが、特に飛騨市創業支援

ネットワーク事業は新規事業であり、今後は、事業運営だけでなく、同じ飛騨市内の小規模

事業者の経営支援を目的にした情報連携を図ります。但し、経済団体が合併していないため、

内容によっては、当商工会と下記の組織だけの情報交換を行う場合があります。 
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【連携内容】 

今までは、飛騨市の事業運営のための会議が主でしたが、それぞれの経済団体および金融

機関も認定支援機関として地域経済の活性化のために事業展開しています。また、経営支援

メニューもそれぞれの組織が整備しています。そこで、下記の情報交換を行うことで、小規

模事業者にとって、最も効果的な経営支援メニューを選択することや、連携した経営支援が

可能となります。 

 

 連  携  内  容 頻度 

① 経営支援包括的連携協定 前項(1) 

② 飛騨市内の経済動向、需要動向についての情報 年１回 

③ それぞれの経営支援のメニューの説明、活用、地域経済情報 年１回 

⑤ 

創業支援ネットワーク 小口融資情報  

飛騨市内の経済動向、需要動向についての情報 

金融政策 地域活性化事業 

年２回 

 

(4)公的機関やその他の認定支援機関等との連携強化 充実 

【目的と概要】 

現在も、公的機関やその他認定支援機関等からの情報の中で各種支援メニューを活用し、

小規模事業者への経営支援を行っていますが、各機関のたくさんの情報の中から、小規模事

業者の課題に対して、より効果的なメニューを選択することは重要なことですので、それぞ

れの機関の支援メニューの内容の把握をし、常に発信されるリアルタイムな情報をメルマガ

や機関等からの案内などにより情報の収集し、相手先と情報交換を図りながら小規模事業者

の経営支援に繋げていきます。相手先と内容は下記の通りです。 

 

 

【相手先と内容】 

 相手先 情報連携内容 頻度 

① 

・中部経済産業局 

・中小企業基盤 

整備機構中部本部 

・岐阜県産業経済 

振興センター 

 

ミラサポ・よろず支援拠点・地域プラットフォ

ーム等のメルマガ・ホームページ掲載情報を元

に、相手先と情報交換を図りながら、需要動向

の把握”、“販路開拓方法”、“経営支援のノ

ウハウ”の情報の収集力を高め、より幅広い支

援メニューからもっとも効果的な経営支援を選

択します。 

 

毎日 

および

随時 

 

 

 

② 
・日本政策金融公庫 

岐阜支店 

相手先から提供される金融支援メニュー情報を

メルマガやホームページ掲載情報を元に、相手

毎日 

および
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・岐阜県信用保証協 

 会 

先と情報交換を図りながら、各種制度を把握し、

もっとも適した小規模事業者への金融支援を行

います。 

随時 

③ 全国商工会連合会 

相手先から提供されるニッポンセレクト、ふる

さと名物、全国展開事業等々の各種情報につい

て、相手先と情報交換を図りながら、各種メニ

ューの内容を把握し、小規模事業者が活用でき

る機会を活用して、地域資源活用、販路開拓、

販売拡大に繋がる支援を行います。 

随時 

④ 

大垣市のソフトピアジ

ャパンセンター 

 

相手先のＩＴ経営応援隊等の活用のため、情報

交換を図りながら、Ｊｉｍｄｏ（ホームページ

無料作成ソフト）によるホームページ作成に関

する支援やネット販売等の支援を活用し、新た

な需要拡大を目指す小規模事業者の支援力を高

めます。また、ＩＴを活用した事務の合理化、

強化、整備等の支援も積極的に行います。 

随時 

【情報提供の手段】 

 小規模事業者の経営支援にとって、一番効果的な経営支援メニューを選択するためにも、

それぞれの機関から提供される情報に対して、担当者を決めて常に確認します。また、随

時開催されるそれぞれの支援機関等のメニューの説明会や事例発表等に積極的に参加し、

そこで得た情報等について、職員による「経営支援会議」で小規模事業者の効果的な支援

メニューかを検討し、決定した支援メニューを朝礼や２ヵ月ごとの全職員による「経営支

援確認会議」にて、情報の共有化を図ります。そして、全小規模事業者を対象に、必要な

情報については四半期毎の職員による巡回やＦＡＸ、メール等にて情報を提供します。ま

た、当商工会のホームページにも掲載することで、基本データが無い小規模事業者への情

報開示を行います。 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

【職員の資質向上に関する考え方】 

現状では、経営指導員をはじめ他の職員は、それぞれ自分の持っているスキルや能力を最

大限に発揮して経営支援を行っています。しかし、その支援が小規模事業者にとって、最も

効果的な支援だったかはわかりません。また、それぞれの職員の経営支援に対する姿勢やレ

ベルにも差があると思います。今後、この経営発達支援計画を実行していく上で、限りなく

小規模事業者にとって最大限の効果を生む支援でなければなりません。その為には個々の経

営支援のスキルアップやレベルアップは当然ですが、この経営発達支援計画を実施する上で、

当商工会にとって重要な全職員による“ヒアリングシート”の活用があります。このヒアリ

ングシートは、“地域経済動向調査”、“経営分析”、“事業計画策定”、“フォローアップ”、“販

路開拓”についての情報収集等に重要な役割を果たします。全職員がヒアリングシートのひ

とつひとつの項目についての目的、手法、活用を理解し、最低限同じ“視線”、“ポイント”、

等で情報を収集しなければなりません。そして、収集した情報等に基づいて、データベース

化した上で全職員により共有化を図り、最も効果的な経営支援を検討し実践します。このヒ

アリングシートでのデータの蓄積は当商工会の大きな情報源となります。 

【資質向上方法】 
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(1)全職員によるヒアリングシート活用のためのレベル向上と平準化 新規 

 基本的には朝礼、全職員による経営支援確認会議での職員同士によるレクチャーおよび、

項目によっては、岐阜県商工会連合会飛騨ブロック広域支援室、金融機関、その他支援機 

関、そして専門家派遣等によりヒアリングレベルの向上を図ります。 

・ヒアリングシートの目的と情報収集項目 

・地域経済動向調査項目の情報源と手段、そして具体内容の意味および目的 

・経営状況の分析に関する項目について、ＳＷＯＴ分析などの各種経営分析手法 

・事業計画策定の手法 

・事業承継と後継者育成のポイント 

・フォローアップにおける進捗状況の見方と課題の発見 

・販路開拓、販路拡大手法  

（ヒアリングシートの調査項目内容） 

№ 項目 具体内容 

１ 基本データ ・事業所の属性 

２ 地域経済動向調査項目 

・ＤＩ調査 ・生産動向 ・売上動向 

・設備投資動向 ・雇用動向 ・賃金動向  

・消費動向 ・資金需要動向 ・業界動向 

３ 経営状況の分析に関する項目 

（商品・サービスの役務の提供） 

・強み、セールスポイントなど 

・市場や需要の動向  ・販売及び生産動向 

（経営資源内容） 

・設備の稼働状況   ・取引先の状況 

・人材育成対策    ・労務対策 

・広告の活用      ・競合・環境 

４ 

事業計画支援のステージ 

 

※(職員の感覚で判定) 

Ａ（発展） 高度・専門的な支援が必要 

Ｂ（実行） 計画実行段階 

Ｃ（立案） 計画策定段階 

Ｄ（習得） 計画策定のノウハウの学習 

Ｅ（理解） 事業計画の必要性の理解 

５ 事業承継および後継者育成 現状と今後の予定  

６ 
事業計画実施後フォローアッ

プ 
・進捗状況     ・課題 

７ 販路拡大支援に関する項目 

・情報誌ぐるっと掲載  ・まちゼミ参加 

・ＩＴ活用 ・物産会、商談会 ・さくら館 

・その他 

 

 

 

(2)各職員の経営支援のスキルアップ・レベルアップ 拡充 

岐阜県商工会連合会主催の職種ごとの研修会や飛騨地区商工会協議会での実務研修への参

加により、職員の経営支援についての資質向上を図っていますが、まだまだ経営支援に十分

な知識を得ているとは言えず、各々の職員は不足するスキルについては独自で参考資料を購

入するなどしています。しかし、あくまでも自主的なもので、職員の取組み姿勢にも差があ
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ることや、経営支援方法やそれぞれが得た知識やノウハウは個人の中だけで留まるだけでし

た。しかし、小規模事業者の経営支援は全職員一丸とならなければ達成できません。そして、

全職員がそれぞれの能力を最大限に発揮することと、自分の能力の不足するスキルアップす

ることとノウハウを共有化することで職員全体のレベルアップをはかります。 

職種 経営支援における各職員に求められるスキル 

経営指導員 

・地域経済動向調査 

・経営分析支援 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施後のフォローアップ支援 

・需要動向の調査と分析支援 

・販路開拓、販路拡大に関する支援 

その他職員 

・地域経済動向の情報収集 

・財務分析および経営分析のための情報収集 

・事業計画策定のための情報収集 

・事業計画実施後のフォローアップのための進捗状況課題の発見 

・需要動向の調査と分析の情報収集 

・販路開拓、販路拡大に関する情報収集 

①ＯＪＴ 

○岐阜県商工会連合会、中小企業庁のよろず支援拠点、地域プラットフォーム、(株)ふるさ

とサービス、大垣ソフトピアジャパンなどの各種専門家派遣制度の専門家に、経営指導員

が同行、同席することによって、経営支援のノウハウや進め方などを学びます。 

○当商工会主催の小規模事業者対象の経営計画策定セミナーに、セミナーの担当職員以外の

職員も同席することによって経営計画策定のノウハウを学び、経営指導員以外の職員も巡

回時に経営課題の発見や進捗状況の把握に繋げます。 

○小規模事業者の経営窓口相談や経営指導員のフォローアップ再訪問において、担当地区職

員も同伴することで、経営支援に対して、吸収すべき点、提供できる点、お互いに研究す

べき点、連携を図る点などを共有し、複数の目から経営支援をすることにより経営支援レ

ベルの向上と平準化を図ります。 

②ＯＦＦ－ＪＴ 

○岐阜県商工会連合会主催の職種別の研修会、飛騨地区協議会主催の経営支援に関する研修

会などに積極的に参加し、職種別の経営支援に必要な能力を学びます。 

 ・経営指導員・・・高度、専門的な分野（テーマによっては事務局長にも呼びかけ）。経営

分析手法、需要動向調査方法と分析活用、フォローアップメニューなど

の支援策。 

・その他職員・・・情報収集方法、経営計画策定の概要等の研修および税務、労務などの実

務研修により巡回での経営課題発見能力の向上と実務レベルの向上を図

ります。 

○経営指導員を対象に中小企業庁のミラサポ、地域プラットフォーム、その他の支援機関・

関係機関、地元金融機関主催の経営支援に関するセミナーに積極的に参加することにより

経営支援のノウハウを学びます。 

○経営指導員を対象に中小企業大学校にて経営支援に必要な専門分野、専門能力向上の養成

講座に参加することによって、小規模事業者の課題解決に対して、レベルの高い支援の提

供を行います。 
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○全職員を対象にした専門家によるセミナー形式で、必要なスキルやノウハウを学びます。

例えば、コミュニケーション能力などは、小規模事業者への事業計画策定等のプレゼン能

力に重要なツールとなります。その為の“コミュニケーション能力向上セミナー”を開催

するなどのテーマを決めて小規模事業者に対するプレゼン能力を高めます。 

○全職員が、全国商工会連合会のＷｅｂセミナーにより、小規模事業者の経営支援に対して、

自分の“不足するスキル”、“経営支援制度” などの勉強をすることにより経営支援能力を

高めます。そして、学んだ内容については“経営支援確認会議”等で他の職員の前で発表

し、プレゼン能力の向上と職員同士の情報の共有化を図ります。 

(3)情報やノウハウの共有化 拡充 

全職員によるヒアリングシート活用のための平準化と項目に対する能力アップ、また、 各

職員の経営支援のスキルアップ・レベルアップのために勉強会や最も効果的な支援を行うた

めの検討および研修会等で得た経営支援のノウハウについての情報は、下記の“共有の機会”

において職員間で共有化を図ります。 

共有の機会 頻度 内   容 

朝礼会議 毎 朝 
次項３．事業評価及び見直しをする

ための仕組みに関することの(1) お

よび(2)をご参照ください 

事務局長と経営指導員等による「経営

支援会議」 
１０日ごと

全職員による「経営支援確認会議」 ２か月ごと

全職員による勉強会 随時 説明等に時間が掛かる場合 

   

 

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 

【事業評価の考え方】 

今までは、毎年、昨年の事業実績をもとに定量化できる目標については目標数値を設定し

て事業計画を立てていました。そして、理事会および総代会の承認を受けて、その承認され

た事業計画に従って事業展開を行ってきましたが、小規模事業者への経営支援に関わる支援

の評価、反省、点検、そして改善に繋げるようなしくみはできていませんでした。当商工会

が一番できていない取組みです。今後は、経営発達支援計画の各項目の目標を達成し、小規

模事業者の持続的発展に結びつけるために、ＰＤＣＡを行うしくみと組織を構築します。事

業評価においては、手前味噌とならないように、経営支援先やセミナー参加者に対してＣＳ

調査も行いながら、評価と改善を繰り返し、新たな取り組みへと繋げていきます。 

【評価のしくみと組織】 

■Ｐ（計画）Ｄ（実行）Ｃ（点検・評価）Ａ（改善策の実施） 改善 

評価会議名 経営支援会議 

頻度 １０日ごと 

メンバー構成 事務局長、経営指導員２名 
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支援内容によって、業務担当職員、地区担当職員 

評価方法 

 

①経営発達支援計画書の目標確認と巡回や具体的な経営支援の検討と決

定 
②経営支援計画決定後の進捗状況の把握と点検・評価 
③点検・評価の結果から課題の洗い出しと改善の提案と実施 
④経営支援を行った事業所、セミナー等の参加事業所へのＣＳ調査 
④半年に１度の経営支援計画推進会議への報告説明 

 

■Ｐ（計画）Ｄ（実行）Ｃ（点検・評価）Ａ（改善策の実施） 改善 

評価会議名 経営支援確認会議 

頻度 四半期ごと 

メンバー構成 事務局長、経営指導員２名、 

業務職員、記帳職員２名、一般職員２名     （全職員８名） 

評価方法 

 

①四半期ごとの巡回計画や事業者の事業計画の方向確認 
②ヒアリングシートを活用した状況など結果の報告 
③提供すべき情報の確認、ヒアリングシートの確認と整備 
④担当地区、担当業務の経営支援の実施後の進捗状況の把握と点検・評

価 

 

■Ｐ（計画）Ｃ（点検・評価） 新規 

評価会議名 経営発達支援計画推進委員会 

頻度 半年ごと 

メンバー構成 有識者（中小企業診断士等）、飛騨市商工課担当職員 

商工会会長、副会長２名、筆頭理事、各部会長２名、青年部長、 

女性部長、事務局長、経営指導員２名 

評価方法 

 

①経営発達支援計画書に基づいて、年間の総合的な支援の目的、項目、

支援対象、支援方法、目標等の確認と決定をします。 

②半年に 1 度、職員による「経営支援確認会議」にてまとめた経営支援

の現状と結果を報告させます。 

③経営発達計画全体の進捗状況を点検・評価します。 
④問題や課題がある場合は、「経営支援会議」等に提案や指示をすると

共に理事会に報告します。 
⑤理事会から逆に提案や指摘をされた課題や問題がある場合は、職員の

「経営支援会議」に指示をして改善を行います。 

 

 

 

 ■Ｃ（点検・評価） 新規 

評価会議名 理事会 

頻度 半年ごと 

メンバー構成 会長、副会長２名、理事２３名 

評価方法 ①経営発達支援計画書に基づいて、経営発達支援推進会議にて決定し 
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 た内容等について承認を行います。 
②半年に１度、進捗状況を報告させ、評価を行います。課題等があれば

経営発達支援計画推進会議に提案・指示を行います。 
③承認された経営発達支援計画報告書を総代会に報告します。 

  
 ■Ｃ（点検・評価） 新規 

評価会議名 総代会 

頻度 １年ごと（毎年 5 月） 

メンバー構成 総代１０２名 

評価方法 

 

①経営発達支援計画書に基づいて、経営発達支援推進会議にて決定した

内容等について承認を行います。 
②半年に１度、進捗状況を報告させ、評価を行います。課題等が 
  あれば経営発達支援計画推進会議に提案・指示を行います。 
③承認された経営発達支援計画報告書を総代会に報告します。 

 

【事業計画および事業評価の周知】 

会員事業所には総代会資料を配布しますが、会員以外の事業所には要約したダイジェス 
ト版を配布します。また、会員以外で基本情報が不明な事業所も含めて、商工会ホームペー

ジにて公表します。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制に関すること 

経営発達支援事業の実施体制 

(1)役職員の役割 

 

 

 

 

 

職  種 経営発達支援事業で求められる役割 

会  長 

・経営発達支援事業全体の総括 
・経営発達支援計画のＰＤＣＡの総括 
・関係機関との連携における総責任者 

副 会 長 

理   事 

・経営発達支援事業を円滑に推進しやすい事務局のフォロー 
・経営発達支援計画のＰＤＣＡの監視 

事務局長 

・経営発達支援事業全体の統括 
・経営発達支援計画のＰＤＣＡの管理 
・関係機関との連携における担当責任者 
・収集された情報の事務局内での共有化と、経営支援内容が円滑に進む

よう会議等の主催 
・職員の情報収集の促進 
・職員の資質向上の促進 

経営指導員 

・経営発達支援事業の経営支援の中核 
・広域支援室、専門家、他の関係機関との連携の中心 
・各情報の分析、事業計画策定、フォローアップ、販路開拓の支援の中

核 
・経営情報、経済動向、需要動向について情報を入手し事務局内で共有

するとともに事業者への提供 
・担当業務、担当地区の情報の収集・共有・提供 
・他の職員のＯＪＴ指導 
・資質向上のための自己研鑽 

業務職員 

記帳職員 

一般職員 

・経営発達支援に関する指導員のフォロー 
・税務申告支援・記帳支援・労働保険支援・ＩＴ活用支援 
・財務分析 
・担当業務、担当地区の情報の収集・共有・提供 
・担当業務の中での事業者の経営計画の実施状況のフォローアップ 
・業務の中で得られた事業者の経営情報等の共有 
・資質向上のための自己研鑽 
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(2)組織体制 

(3)連絡先 

 名  称：古川町商工会  

 住  所：〒５０９－４２２１ 岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目１番６６号 

 電話番号：０５７７－７３－２６２４ 

 Ｆ Ａ Ｘ：０５７７－７３－６１２３ 

 Ｕ Ｒ Ｌ：http://furukawasci.net/ 

 E -ma i l：furukawa@ml.gifushoko.or.jp 

furukawa@ml.gifushoko.or.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に関すること 

（単位 千円） 

項目         年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

 必要な資金の額 4,400 4,400 4,900 4,900 4,900

 

各種調査・分析費 

セミナー開催費 

個別指導費 

販路開拓・拡大費 

情報提供費 

さくら館展示費 

地域活力創造費 

事務費 

300

1,000

500

500

1,000

100

500

500

300

1,000

500

500

1,000

100

500

500

300

1,000

500

1,000

1,000

100

500

500

300 

1,000 

500 

1,000 

1,000 

100 

500 

500 

300

1,000

500

1,000

1,000

100

500

500

 

調達方法 

１．国補助金 ・・・小規模事業対策推進事業費補助金 

２．会費収入 ・・・会員事業所の普通会費  

３．県補助金 ・・・県小規模事業経営支援事業費飛騨市一般補助金 

４．市補助金 ・・・飛騨市からの一般補助金 

５．手数料等 ・・・各種手数料収入 
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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支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

１．地域の経済動向調査に関すること  

２．経営状況の分析に関すること 

３．需要動向調査に関すること 

４．事業計画策定支援に関すること   

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

７．地域経済活性化に資する取組 

連携者及びその役割 

連携機関等の連絡先 役   割 

中部経済産業局（中小企業庁）   

局長 波多野 淳彦 

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目５―２ 

ミラサポ支援 

需要動向情報提供 

 

中小企業基盤整備機構中部本部  

本部長 花沢 文雄 

愛知県名古屋市中区錦二丁目 2―13  

情報連携 

経営支援（専門家派遣） 

岐阜県 

知事 古田 肇 

岐阜県岐阜市薮田南二丁目 1-1 

地域経済動向 

情報連携 

公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター  

理事長 丹羽 義典 

岐阜市薮田南 5-14-53 岐阜県ふれあい福寿会館 10 階   

よろず相談支援拠点 

需要動向情報提供 

経営支援（コーディネーター派遣）

全国商工会連合会   会長 石澤 義文 

東京都千代田区有楽町 1丁目７－１ 有楽町電気ビル北館

19 階      

情報連携 

販路開拓・販売拡大 

岐阜県商工会連合会  

会長 岡山 金平  

岐阜市藪田南 5-14-5 岐阜県ふれあい福寿会館９階    

総合経営支援 

 専門家派遣 

 セミナー支援 

  

岐阜県商工会連合会飛騨ブロック広域支援室   

室長 森下 隆 

岐阜県高山市一宮町 3575-1    

日本政策金融公庫 岐阜支店  

支店長 木村 正明  

岐阜市千石町 2-22  情報連携 

金融支援 岐阜県信用保証協会 高山支店  

支店長 吉田茂隆 

岐阜県高山市西之一色町三丁目６４７－２４ 

株式会社 ふるさとサービス  

社長 本藤 俊男 

東京都千代田区有楽町二丁目１０－１    

販路開拓・販路拡大 

専門家派遣 
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財団法人ソフトピアジャパン  

理事長 熊坂 賢次 

岐阜県大垣市加賀野四丁目１－７      

ＩＴ専門家派遣 

販路開拓支援 

ネット販売支援 

飛騨地区商工会協議会  

会長 岩高 勲 

岐阜県高山市一之宮町 3575-1   

経営支援研修 

情報連携 

高山市役所  

市長 国島 芳明 

岐阜県高山市花岡町二丁目 18 

地域経済動向 

情報連携 

飛騨市役所   

市長 井上 久則 

岐阜県飛騨市古川町本町 2-22    

地域経済動向 

情報連携 

掘り起し支援 

飛騨市創業支援

ネットワークに

おける事業連携

よび情報連携 

 

経営支援に関す

る情報連携 

 

金融支援におけ

る事業連携およ

び情報連携 

 

 

 

 

 

北飛騨商工会  

会長 清水 昭南 

岐阜県飛騨市河合町角川 223-1         

 

神岡商工会議所  

会頭 牛丸 欣吾 

岐阜県飛騨市神岡町東町 378    

 

株式会社 十六銀行 古川支店  

支店長 渡辺 哲也 

岐阜県飛騨市古川町弐之町 2-23    

包括的連携協定

によるビジネスマ

ッチング 

高山信用金庫 古川支店  

支店長 松井 恒男 

岐阜県飛騨市古川町弐之町 8-5    

 

飛騨信用組合 古川支店  

支店長 中井 昌宏 

岐阜県飛騨市古川町金森町 10-16     

 

飛騨農業協同組合 古川支店  

支店長 御母衣 公夫 

岐阜県飛騨市古川町金森町 15-1     

 

株式会社 富山第一銀行 神岡支店  

支店長 畔田 靖之 

岐阜県飛騨市神岡町船津 1201-3     

 

(株)飛騨海洋科学研究所  

代表取締役 深田 哲司 

岐阜県飛騨市古川町是重 2-2-8 

飛騨とらふぐ活用事業連携 

NPO 薬草で飛騨を元気にする会 

理事長 北平 嗣笥 

岐阜県飛騨市古川町向町三丁目 8-1 

薬草でまちづくり事業連携 

県立 吉城高等学校  

校長 下出 貴昭 

岐阜県飛騨市古川町上気多 1987-2 

教育との連携による人づくり・企業

づくり事業 
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市立 古川町中学校 

校長 蒲 貞憲 

岐阜県飛騨市古川町沼町 100 

教育との連携による人づくり・企業

づくり事業 

飲食店組合 

組合長 空 良介  

岐阜県飛騨市古川町金森町 14-1 

飛騨とらふぐ連携 

薬草でまち興し連携 

料理旅館組合 

組合長 池田 高佳 

岐阜県飛騨市古川町向町一丁目 8-27 

飛騨とらふぐ連携 

薬草でまち興し連携 

建築組合連合会 

会長 坂部 和久 

岐阜県飛騨市古川町太江 1238 

オープンファクトリー連携 

建具組合 

組合長 杉下 好弘  

岐阜県飛騨市古川町新栄 2-7 

オープンファクトリー連携 

左官組合 

組合長 野中 康雄 

岐阜県飛騨市古川町向町三丁目 5-22 

オープンファクトリー連携 

古川ポイントカード会 

会長 下出 義彦 

岐阜県飛騨市古川町末広町 3-8 

おかみさんダイバーシティ事業連携

連携体制図 

 

 

 

 
 


