
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 恵那商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

地域の課題を克服するためには、地域小規模事業者の成長を継続して支援するという中

長期的な小規模事業者支援の考え方の下、本計画においては、小規模事業者に対して、

売上の増加・利益の確保に向けた経営力・技術力の向上、販路開拓等の支援を継続して

推進する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること 
・地域内の経済の現状と動向を調査分析することにより課題を抽出し、小規模事業者の指導・

助言に役立たせる。 

・日本商工会議所が行う調査結果と地域内５業種（サービス・小売・製造・卸・建設）を対

象とした調査による最新景況感を把握し、地域小規模事業者の指導・助言に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 

・巡回訪問・窓口相談等により経営分析を行う。専門的な課題については、専門コーディネ

ーターと連携し、小規模事業者が抱える経営上の悩みに対して個社に丁寧にサポートす

る。 

３．事業計画策定支援に関すること 

・経済動向、経営分析、需要動向調査の分析結果から小規模事業者の経営課題を把握し、個

社が確実に実現可能な事業計画の策定支援を実施し、持続的発展を図る。 

・創業・第二創業支援、後継者育成及び事業承継支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

・小規模事業者が策定した事業計画の確実な実現に向けた支援を、岐阜県などと連携し、伴

走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

・創業・第二創業支援、後継者育成及び事業承継支援 

５．需要動向調査に関すること 

・地域内小学校・中学校及び高等学校の保護者を対象に消費動向調査を毎年実施し、地域の

子供がいる年代別世帯での家計消費動向を把握することで、小規模事業者の適切な新商品

開発、効果的な販売促進などに役立つ地域ニーズ、販売動向、消費動向などの情報を提供

することで、小規模事業者の売上確保に結びつける。 

・公表される需要動向調査結果を活用し、情報提供と小規模事業者の指導・助言に役立たせ

る。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・小規模事業者の地域資源を活かした商品・サービスやキラリと光る技術などを県内全域及

び全国へ発信し認知度を向上するため、展示会・物産展の開催や規模の大きな展示会への

出展支援を実施し、小規模事業者の販路開拓や販売促進を図る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

・恵那市、恵那市観光協会、恵那市商店街連合会、当所の部会・青年部・女性会等が参画す

る「恵那まちなか市実行委員会」を毎月開催し、会議において、疲弊する中心市街地に人

の賑わいを取り戻す対策と特に「小売業・飲食業・サービス業」を中心とした個店の売り

上げ増加に繋がる支援策を検討し、地域全体の活性化の方向性を見出すこととする。 

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 

  ・「指導員研修」（仮称）を開催し、支援ノウハウ、支援の現状、支援における問題点の提起、

小規模事業者の需要の動向などについて情報交換をすることで、ノウハウの蓄積と支援能

力の向上に繋げる。 

・資質向上研修会等への参加に経営指導員が年間１回以上参加する。 

・「事業評価検討委員会」（仮称）を所内に設置し、経営発達支援事業による本計画書に記載

の事業の実施状況及び成果について評価・検証を行う。 

連絡先 

 住   所 〒５０９－７２０３  

岐阜県恵那市長島町正家１－５－１１ 

電 話 番 号 ０５７３－２６－１２１１ 

ＦＡＸ番号 ０５７３－２５－６１７３ 

メールアドレス enacci@enat.org 
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経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

恵那市は岐阜県の南東に位置し、名古屋市から車や電車で約１時間の距離にあり、地

域内には中央自動車道が通っており、恵那インターチェンジにより中京・関西方面と結

ばれている。その他の基幹道路として、国道１９号、２５７号、３６３号、４１８号な

どがある。鉄道はＪＲ中央本線、第３セクター経営の明知鉄道が当地域を通っている。

平成１６年に旧恵那市(商工会議所エリア)と

旧恵那郡(恵那市恵南商工会エリア)が一つとな

り新恵那市が誕生した。行政は一つになっている

が経済団体は、合併前と同じ状況のまま地域を管

轄している。 

地域経済を支える製造業は、平成２４年製造出

荷額１，７１３億円であり、事業所数は減少して

いるが、製造出荷額は増加している。従業員数に

おいては製造業が最も多く、全体の３１．２％を

占めている。一般機械器具製造、パルプ・紙・紙

加工品製造、プラスチック製品製造及び窯業など

多種多様な業種があるが、地域をけん引するような地場産業はなく、７４.７％は小規

模事業者である。この小規模事業者を取巻く環境は、少子高齢化や若者の都市への流出

による労働力不足、若手技能者の育成が求められている他、新商品開発、技術水準の向

上、付加価値の高い分野への転換が課題となっている。 

平成３９年には、リニア中央新幹線の開業が予定され、東隣の中津川市西部にリニア

岐阜県駅(仮称)と中部車輌基地が設置されることになっている。これに先駆け、今年度

三菱電機㈱伊丹製作所恵那工場が市内工業団地において、鉄道車両用電気部品の製造を

開始するなど、開業・車輌基地設置に向け動き始めている。これを絶好の機会ととらえ、

後継者・若手技能者育成などの課題を抱えた小規模事業者のひとつひとつの経営課題に

対し、伴走型により継続した支援が必要である。 

 

恵那市の従業員数は、製造業が最も多い 

        
資料：岐阜県統計課「平成２４年度 岐阜県の市町村民経済計算」      
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恵那市の産業別構成比                

 
資料：岐阜県統計課「平成２４年度 岐阜県の市町村民経済計算」 

 

【地域の課題】 

当地域は、区画整備事業による大型チェーン店の進出、若者の都市への流出、少子高 

齢化、事業主の高齢化・後継者不足による事業所の減少など深刻な状況である。 

当所の実施した企業景気動向調査によると、需要の停滞・減少、同業他社との競合、 

大型店の進出による売上げの減少、仕入単価の上昇、消費税増税、人件費の上昇の影 

響による利益の減少などの声が寄せられている。 

そこで、売上の増加、利益の確保に向け、地域資源を活用した新商品開発・大型店や 

他店との差別化、新たな雇用を創出する創業、後継者育成を含めた人材確保、円滑な 

事業承継を継続的に支援し、地域小規模事業者の成長を図ることが課題である。 

 

恵那市の産業別事業所数 

産業別 平成１３年（２００１年） 平成２４年（２０１２年） 増・減(△)

第1次産業 １９ ２９ １０

第２次産業 ９６４ ７１５ △２４９

第３次産業 ２，４７９ ２，０１６ △４６３

資料：平成１３年は「事業所・企業統計調査」総務省統計局 平成２４年は経済センサス活動調査 

 

当所管内会員の事業後継者の有無 

事業後継者の有無 人数 割合(％) 

事業後継者あり １０９名 ４３．６％ 

事業後継者なし ７８名 ３１．２％ 

今のところわからない ６３名 ２５．２％ 

資料：平成２３年度恵那商工会議所事業承継等に関する調査 
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当所管内の代表者の年齢 

年代別 人数 割合(％) 

２０歳～２９歳 １名 ０．４％ 

３０歳～３９歳 ２０名 ８．０％ 

４０歳～４９歳 ２９名 １１．６％ 

５０歳～５９歳 ５４名 ２１．６％ 

６０歳～６９歳 ８７名 ３４．８％ 

７０歳～７９歳 ４２名 １６．８％ 

８０歳以上 １６名 ６．４％ 

資料：平成２３年度恵那商工会議所事業承継等に関する調査 

 

恵那市においても少子高齢化が進行している 

 
資料：平成２２国勢調査 

 

    恵那市においても若者の都市部への流出が進んでいる 

 

 
          資料：岐阜県「岐阜県人口動向統計調査結果」(平成２６年) 
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【当所の中長期的な振興のあり方】 

  １．「地域商工業者のための商工会議所」を合言葉に、平成３９年リニア中央新幹

線開業に向けた道路整備・関連する事業を推進するとともに、地域小規模事業

者の成長を継続して支援する。 

   ① 商品開発・販路開拓・経営革新・地域資源活用などの支援拡充・強化 

   ② 起業・創業、第二創業、事業承継の取組の強化 

   ③ 定住・交流人口増加などへの積極的な取組み 

２．恵那市が策定した「恵那市総合計画後期計画」の推進において連携し、お互い 

の役割分担において、商工業振興については当所が主導的な役割を担っている。

    「恵那市総合計画後期計画」では、平成２３年度から５年間の経営指針を策定

しており、なかでも小規模事業者に関連する分野別の計画として、｢活力と創造

性あふれる魅力あるまち｣を基本目標にしている。 

① にぎわいのある商業・サービス業の振興 
 ・地域ブランド力の構築 

 ・顧客サービスや利便性の向上 

 ・顧客のニーズにあった商品・サービスの提供 

② 新たな活力を生み出す工業の振興と新産業の育成 
     ・魅力ある企業の誘致  

     ・既存企業の育成 

     ・新分野、ベンチャー企業の育成 

 

【当所の現状と取組の検証】 

１．巡回による経営課題に対応した個別指導により支援をしているが、継続した支 

援には至っていない。  

  ２．市民版会報を地域内新聞に折込み支援事業の周知を行い、創業予定者の掘り起 

こしツールとしている。 

３．認定経営革新等支援機関として、経営革新・新商品開発、補助金申請支援に取 

組んでいるが、小規模事業者に十分浸透していない。 

４．地域小規模事業者の経営課題となる講習会を定期的に実施しているが、実施後 

のフォローアップができていない。 

５．恵那市のブランド力強化のための展示会開催及び恵那市補助金を積極的に活用 

した市外展示会への出展支援を実施しているが、売上げに繋がる効果が不十分 

である。 

  ６．職員のスキルアップを図るため、月に1度職員全員参加の勉強会を実施している。

人事評価制度の積極的な運営による意識改革を図っている。 

 

 

【支援課題】 

１．巡回によって経営状況の把握と経営課題を聞き取り、個別指導を行なっている 

が、その情報が共有されていない。また、聞き取り方法も担当者によって違い

があり、内容が統一されていない。[情報の共有化、方法の標準化] 

２．小規模事業者の課題である事業承継や創業を推進するセミナーを開催している 

が、今後も小規模事業者の重要な課題であり継続して推進する必要がある。ま 

た、セミナー実施後の個別指導を行なっていないため、効果が不十分である。 

[個社への伴走型支援] 
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  ３．開催している展示会参加の規模や回数が限られ、十分な効果が発揮できていな 

い。また、市外に向けた展示会参加への支援も一部の小規模事業者に限られて 

いる。[地域内の小規模事業者を広く対象] 

４．スキルアップセミナーの受講により、得られた知識が共有化されていない。 

毎月、外部講師又は担当者による小規模事業者の支援に必要な勉強会を全職員で

行っているが十分な時間が取れず、期待される効果が得られていない。 

[知識の共有化、効果の可視化] 

 

【取組方針】 

上記の地域の課題・支援課題を踏まえ、小規模事業者に対する経営力・技術力の向

上、販路開拓等の支援を継続的に推進するため、次の項目を経営発達支援事業の取

組方針とする。 

① 小規模事業者に対し、売上の増加、利益の確保に向けた経営資源の強化や継続
的な支援体制構築による事業の継続的発展を目指す。 
② 事業承継支援の推進とシステム化 
③ 創業及び第二創業（経営革新）の円滑な推進 
④ 恵那市の地元ブランドの開発・育成と販路開拓の推進 
⑤ 地域商工業を担う人材の育成 
⑥ 支援スキル・ノウハウの向上及び共有化による支援力の強化 

 

 【目標】 

  地域の課題を克服するためには、地域小規模事業者の成長を継続して支援するとい 

う中長期的な小規模事業者支援の考え方の下、本計画においては、小規模事業者に 
対して、売上の増加・利益の確保に向けた経営力・技術力の向上、販路開拓等の支 
援を継続して推進する。 
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地域の課題 

 

 

 

恵那商工会議所の現状と取組の検証 

 

 

 

当所の支援課題                 経営発達支援事業の取組方針 

    

 
   
 

 

   

   
地域の課題を克服するためには、地域小規模事業者の成長を継続して

支援するという中長期的な小規模事業者支援の考え方の下、本計画に

おいては、小規模事業者に対して、売上の増加・利益の確保に向けた

経営力・技術力の向上、販路開拓等の支援を継続して推進する。 

 

 

 

 

１． 巡回によって経営状況の把握と経営課題を聞き取り、個別

指導を行なっているが、その情報が共有されていない。ま

た、聞き取り方法も担当者によって違いがあり、内容が統

一されていない。 

２． 小規模事業者の課題である事業承継や創業を推進するセミ

ナーを開催しているが、今後も小規模事業者の重要な課題

であり継続して推進する必要がある。また、セミナー実施

後の個別指導を行なっていないため、効果が不十分である。

３． 開催している展示会参加の規模や回数が限られ、十分な効

果が発揮できていない。また、市外に向けた展示会参加へ

の支援も一部の小規模事業者に限られている。 

４． スキルアップセミナーの受講により、得られた知識が共有

化されていない。 

毎月、外部講師又は担当者による小規模事業者の支援に必 

要な勉強会を全職員で行っているが十分な時間が取れず、 

期待される効果が得られていない。 

１．小規模事業者に対し、売上の増加、利益の確保に向けた経

営資源の強化や継続的な支援体制構築による事業の継続 

的発展を目指す。 

２．事業承継支援の推進とシステム化 

３．創業及び第二創業（経営革新）の円滑な推進 

４．恵那市の地元ブランドの開発・育成の販路開拓の推進 

５．地域商工業を担う人材の育成 

６．支援スキル・ノウハウの向上及び共有化による支援力の強

  化 

１．巡回による経営課題に対応した個別指導により支援をしているが、継続した支援には至っていない。  

２．市民版会報を地域内新聞に折込み支援事業の周知を行い、創業予定者の掘り起こしツールとしている。 

３．認定経営革新等支援機関として、経営革新・新商品開発、補助金申請支援に取組んでいるが、小規模事業者に十分浸透していない。 

４．地域小規模事業者の経営課題となる講習会を定期的に実施しているが、実施後のフォローアップができていない。 

５．恵那市のブランド力強化のための展示会開催及び恵那市補助金を積極的に活用した市外展示会への出展支援を実施しているが、売上げに繋が

る効果が不十分である。 

６. 職員のスキルアップを図るため、月に1度職員全員参加の勉強会を実施している。人事評価制度の積極的な運営による意識改革を図っている。

小規模事業者 

当地域は、区画整備事業による大型チェーン店の進出、若者の都市への流出、少子高齢化、事業主の高齢化・後継者不足による事業所の減少な

ど深刻な状況である。 

当所の実施した企業景気動向調査によると、需要の停滞・減少、同業他社との競合、大型店の進出による売上げの減少、仕入単価の上昇、消費

税増税、人件費の上昇の影響による利益の減少などの声が寄せられている。 

そこで、売上の増加、利益の確保に向け、地域資源を活用した新商品開発・大型店や他店との差別化、新たな雇用を創出する創業、後継者育成

を含めた人材確保、円滑な事業承継を継続的に支援し、地域小規模事業者の成長を図ることが課題である。 
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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２７年４月１日～平成３２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】  
【現状における課題】 

 地域の経済状況を的確に把握するために、景気動向調査、ＬＯＢＯ調査を実施し 

分析等を行っているが、ホームページ・会報誌での情報提供のみである。 

小規模事業者に巡回等において、分析情報を個社に応じて分かりやすく提供し、 

課題を抽出することが必要である。 

① 地域内動向調査 
【目的】 

地域内の経済の現状と動向を調査分析することにより、地域の小規模事業者が抱

える課題を抽出し、小規模事業者の指導・助言に役立たせる。 

  【調査方法及び分析項目】 

地域内の小規模事業者１，０００社を対象にアンケート調査を毎年１月に行う。 

郵送（返信封筒含む）で送付し、アンケートには趣旨を説明の上、調査内容の記

載を依頼する。 

業種・従業員数・売上・収益・設備投資・資金繰り・直面している経営課題など

の実態について直近の状況、今後の見通しなどを把握し経営上の課題、地域経済

の動向などについて分析する。 

【目標】 

  

  【目標の根拠】 

   現状におけるアンケートの回収率１９％であるため、巡回による調査を行うこと 

で、回収率が上がる。 

ホームページ、当所会報誌による周知と巡回等により分析・整理した結果を還元 

する。 

  【情報提供及び活用方法】 

・相談所の全職員が分析・整理した結果を巡回時に持参し、小規模事業者に地域の 

雇用情勢・設備投資・仕入単価・収益などについて、業種別での直近の状況や今 

後の見通しを提供して、より実現可能な事業計画を策定し、売上・利益の確保に 

繋げる。 

・当所会報誌（会報・市民版会報）及びホームページに掲載し、業界の現状と今後 

の課題を明確にする事で、小規模事業者の経営課題対策に効果がある。 

・岐阜県東濃振興局、恵那市、岐阜県商工会議所連合会、地域金融機関などに広く 

提供し、情報交換を図ることで各地域の景況などの情報を得ることができ、地域 

の特性がより具現化される効果がある。 

 

 

年   度 現 状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

目標回収率 １９％ ３０％ ３５％ ４０％ ４０％ ４５％

回収事業所数 １９０社 ３００社 ３５０社  ４００社  ４００社  ４５０社

分析結果還元 

小規模事業者数 
７００名 ７５０名 ８００名 ８５０名 ９００名 ９５０名
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② 商工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測） 
【目的】 

 日本商工会議所が商工会議所のネットワークを活用し、全国ベースで行う調査結 

果と地域内５業種（サービス・小売・製造・卸・建設）を対象とした調査による 

最新景況感を把握し、地域小規模事業者の指導・助言に活用する。 

  【調査方法】 

   地域内の調査は当所が行うものであり、巡回によるヒアリング又はＦＡＸにより 

実施する。     

  【目標】 

   全国商工会議所の集計結果が、全国的あるいは地域ブロックの景況感を把握でき、

地域特性の把握・分析に役立たせるため、調査対象からの回答を全て回収する。 

 

【目標の根拠】 

 現状の回収率は８０％であり、巡回による回収を進めることで、１００％回収が 

可能である。 

毎月調査を実施し、ホームページ、当所会報誌による周知と巡回・窓口により分 

析・整理した結果を還元する。 

【活用方法】 

・相談所の全職員が分析・整理した結果を巡回時に持参し、事業計画策定の基礎資 

料として、小規模事業者に提供することで業界の動向が的確に把握でき、実現可 

能な事業計画に結びつける。 

・当所会報誌及びホームページに掲載し、業界の現状把握と今後の経営改善の資料 

として提供することで小規模事業者の経営判断材料となる。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 【現状における課題】 

  地域小規模事業者は財務諸表の把握及びその重要性の認識が低く、自社の経営状 

況の把握が不十分であるので、計画的な経営に対応できる自社分析を行う必要が 

ある。 

 

 【目的】 

小規模事業者の持続的発展に向け、相談所の全職員の巡回訪問・窓口相談、各種

セミナー実施後の個別指導において経営課題を抱える小規模事業者を中心に経営

分析を行う。 

専門的な課題については、岐阜県、公益財団法人岐阜県産業経済振興センター(よ

ろず相談拠点)、岐阜県商工会議所連合会、地域金融機関、独立行政法人中小企業

基盤整備機構等の専門コーディネーターと連携し、小規模事業者が抱える経営上

の悩みに対して個社に丁寧にサポートする。 

 

 

 年   度 現 状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

調査回数 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回

分析結果還元 

小規模事業所数 
７００名 ７５０名 ８００名 ８５０名 ９００名 ９５０名

公表頻度 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回
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【経営分析対象者】  

巡回・窓口での巡回シートによる聞取りに加えて、マル経資金・確定申告の相談 

者及び各種の補助金申請等を希望する小規模事業者。 

 

【分析方法】 

① 相談所の全職員が計画的に小規模事業者を巡回する際に、聞取り項目を共通化
した小規模事業者巡回シートを作成・活用することで、個社の経営課題を明確

にするとともに必要な経営分析を行う。 

 

小規模事業者巡回シートの聞取り項目 

 

 

 

 

  

 

② 巡回シートによる聞取り及び「中小機構の経営自己診断システム」を活用した
同業種との財務指標や業界基準値などの比較により、客観的に分析する。 

・収益性：売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率、債務償還

年数など 

     ・効率性：総資本回転率、売上債権回転日数、棚卸資産回転日数 

     ・生産性：一人当り売上高、一人当り有形固定資産額、一人当り経常利益 

     ・安全性：自己資本比率、流動比率、当座比率、借入金月商倍率など 

     ・成長性：前年比増収率、総資本回転率増減、自己資本比率増減 

 

【目標】 

支援内容 現状 ２７年度２８年度 ２９年度３０年度 ３１年度

巡回訪問件数 861 件 880 件 900 件 920 件 940 件 960 件

巡回シート聞取り及び

データベース化件数 
0 件 150 件 330 件 360 件 390 件 420 件

経営状況の分析件数 0 件 30 件 70 件 80 件 90 件 100 件

 

【目標の根拠】 

   相談所の職員６名による巡回を行い、平成２７年度は１名の１ヵ月の巡回訪問件 

数１２件、年間の巡回シート聞取り件数２５件・「中小機構の経営自己診断シス 

テム」活用５件を個社にきめ細かく対応し件数の増加を図る。 

【活用方法】 

巡回シート及び「中小機構の経営自己診断システム」により、収益性・安全性・ 

効率性・成長性・生産性及び経営戦略に必要なＳＷＯＴ分析、外部環境の市場と 

競合の分析から自社の戦略に活かす３Ｃ分析などを行う。抽出された個社の経営 

分析により、小規模事業者の実現可能な経営計画策定に活かす。 

 

 

事業所名、業種、事業区分、代表者（性別・年齢）、後継者の有無、従業

員数、売上、利益、商品・提供する役務、保有する技術・ノウハウ、顧客

や取引先のニーズ、価格競争の影響、財務状況、事業転換や新事業への取

り組み、経営の課題や困りごと、必要な支援 
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３. 事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

  【現状における課題】 

   地域小規模事業者は、財務諸表の把握及びその重要性の認識が低く、経営状況の把

握が不十分であるため、中長期的な方向性を明確にした事業計画が必要である。 

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

計画の重要性を認識させることが必要である。 

 

  ①事業計画の策定支援 

  【目的】 

経済動向調査、経営分析、需要動向調査の分析結果から小規模事業者の経営課題

を把握し、個社が確実に実現可能な事業計画の策定支援を実施し、持続的発展を

図る。 

 【支援方法】 

(１) 上記２.経営状況の分析を行った小規模事業者を中心に相談所の全職員によ
る小規模事業者への巡回訪問・窓口相談、各種セミナー実施後の個別指導に

より、抽出された課題を踏まえ、適宜、相談所職員の会議で商品、技術、販

売、財務等の各項目を基に解決策を検討し事業計画策定を支援する。さらに

専門アドバイザーと連携し小規模事業者の課題や専門的な課題に対応してい

く。   

(２) 地域内小規模事業者の優れた商品や技術について公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター(よろず相談拠点)や地域金融機関と連携し、それぞれの事業

者に応じた情報を提供するとともに、専門アドバイザー等と伴走支援する。

（３）事業計画策定に設備資金等を必要とする場合、小規模事業者経営発達支援融 

資制度の活用を推奨するとともに、事業内容や資金の活用について支援す

る。 

  （４）小規模事業者の販路開拓支援として、小規模事業者持続化補助金を活用した 

ホームページ及びチラシ作成による販売促進を支援する。 

 

【目標】 

 支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

事業計画策定セミナー 0 回 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回

 事業計画策定セミナー参加者数 0 回 0 回 10 名 12 名 15 名 18 名

セミナー等開催回数計 

  事業承継セミナー 

  創業支援セミナー 

  第二創業支援 

 1回 

1 回 

0 回 

0 回 

    2 回

    1 回

    1 回

0 回

    3 回

    1 回

   1 回

   1 回

  3 回

    1 回

   1 回

１回

     4回 

1 回 

2 回 

1 回 

   4 回

1 回

2 回

1 回

セミナー等参加者数 6 名 15 名 25 名 30 名 40 名 45 名

経営発達支援融資制度利

用者数 
0 名 0 名 6 名 9 名 12 名 13 名

小規模事業者持続化補助金

申請作成支援件数 
9 件 10 件 15 件 18 件 20 件 23 件

事業計画策定事業者数 2 名 15 名 35 名 40 名 40 名 45 名
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【目標の根拠】 

  事業計画策定セミナーをはじめ、小規模事業者に必要なセミナーの開催を増やすと 

ともに、当所会報誌（会報・市民版会報）、ホームページ及び恵那市広報「広報え 

な」を活用したＰＲの充実により参加者を増加させ、事業計画策定事業者数の増加 

を図る。 

 

②創業・第二創業（経営革新）支援 

政府の「日本再興戦略」では開・廃業率を米国・英国レベルの１０％代に引き上

げるという目標を掲げている状況の中で、創業を志している者又は、定年退職を

きっかけに創業を考えている者など潜在的に起業を考えている者を掘り起し創業

するきっかけにするため、市内金融機関及び近隣の商工会議所等と連携して「創

業塾」を開催し、創業支援を行う。また、経営者の代替わり等に際して新しい分

野に進出する第二創業においても支援を行う。創業及び第二創業後も定期的に巡

回相談を行い現状の把握に努めるとともに計画通りの遂行がなされているか等の

確認を行うことにより、事業者により添い常に相談できる体制を整えた伴走型の

支援を実施する。 

【事業内容】 

(１)創業塾（全１０回）を開催し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定支

援を行うことにより、創業支援を行う。 

創業塾実施計画 

【開催時間】 

３時間×１０日間＝３０時間 

【実施内容】 

①創業への心構え     創業とは、心構えと知識の取得 

②創業での基本的な知識  法律的な届、税務の考え方、創業融資 

③自己分析、業界研究   自分を知る、資産を活用、創業する業界の調査 

④創業者の体験談聴講   創業体験者談 

⑤ビジネスプラン作成 Ⅰ 経営の心の目標、経営理念、社訓、１０年後の目標

⑥営業並びに販路拡大   営業戦略の考え方、広告宣伝、ＨＰの充実 

⑦ビジネスプラン作成 Ⅱ 投資・設備計画、売上・利益計画 

⑧起業準備計画の作成   資金の準備、企業研究 

⑨ビジネスプラン発表会  起業・ビジネスプラン発表 

⑩まとめ(必ず成功できる創業のポイント) 

             経営の勉強を継続、起業成功の法則 

(２) 創業塾において販売する商品等の企画を行い、試作品を年４回開催される恵那ま

ちなか市において販売し、購入者に対してアンケートを行い、その内容を元に改

良し実店舗での販売商品を作り上げる。 

 

【目標】 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

創業塾開催回数 ０回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回

創業塾受講者数 

(１回あたり) 
０名 １５名 １５名 ２５名 ２５名 ２５名
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 ③後継者育成及び事業承継支援 

地域における人口減少が経済の縮小、産業の衰退に影響を及ぼしている状況の中、

当所の会員調査では、代表者の年齢が６０歳以上で約６０％を占め高齢化が進み

事業の承継時期が迫っていることが窺えるため、事業の承継に必要な資産、技術・

ノウハウ、従業員や顧客などが確実に後継者に引き継がれるような支援策と後継

経営者としての能力を高める支援の重要性が高まっているため、セミナーや専門

家の派遣により後継者の育成や事業承継の推進を図り持って伴走型の支援を実施

する。 

 

【事業内容】 

(１)事業承継支援セミナー(全３回)を開催し、事業承継者の知識向上を図り、円滑な

バトンタッチが出来るように支援を行うことにより、事業承継支援を行う。 

事業承継支援セミナー実施計画 

【開催時間】 

６時間×３日間＝１８時間 

【実施内容】 

①成功する２代目、３代目の条件 

成功する後継ぎ、成功経営者に共通する条件を知り自分に活かす 

②自社を理解して、経営戦略を立てる 

自社の強み、弱み、財産、人材の現状を理解し、経営戦略を考える 

③経営の利益、税務上の利益、財務の基本 

財務の基本的な知識を理解、潰れない会社作り、儲かるお金の使い方 

④事業承継プランを立てる Ⅰ 

事業承継プランの作成 

⑤事業承継プランを立てる Ⅱ 

事業承継プランの作成 

【目標】 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

事業承継セミナー 

開催回数 
３回 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回

事業承継セミナー 

受講者数 
１１名 １５名 ２０名 ２０名 ２５名 ２５名
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４．事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 【現状における課題】 

   地域小規模事業の持続的発展に向け、事業計画策定後においても他機関とも連携し、 

計画の実現に向け、ＰＤＣＡによる伴走型支援が必要である。 

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

画の重要性を認識させることが課題である。 

① 事業計画策定後の実施支援 
【目的】 

小規模事業者が策定した事業計画の確実な実施に向けた支援を、岐阜県、恵那市、

独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

(よろず相談拠点)、岐阜県中央企業団体中央会、地域金融機関（㈱十六銀行・㈱

大垣共立銀行・岐阜信用金庫・東濃信用金庫 各恵那支店、日本政策金融公庫多治

見支店）、岐阜県信用保証協会、岐阜県商工会議所連合会などと連携し、伴走型の

指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

【支援方法】 

（１）事業計画策定後は、原則３カ月に１度巡回又は小規模事業者からの要望によ 

り、経済動向・需要動向の情報提供と商品開発・改良、販売促進などの進捗 

状況の確認を行い、進捗情況に支障が生じている場合、課題の把握とその対 

応策について検討・指導を行うとともに、ＰＤＣＡによる伴走型支援を実施 

する。専門的な相談・支援については、職員・専門アドバイザーにより、経 

営課題について詳細に把握し、指導・助言する。 

(２) 小規模事業者経営発達支援融資制度の利用小規模事業者については、融資後

の事業の進捗や資金の活用による効果などを聞き取り、事業の持続的発展を 

推進し小規模事業者を支援する。 

（３）セミナー参加者については、セミナー終了時に個別指導の希望調査を行い、 

希望者に経済動向・需要動向の情報提供と職員・専門アドバイザーによる小 

規模事業者が抱える経営上の悩みに対して丁寧にサポートする。 

（４） 小規模事業者が経営計画を策定し求める目標に対し、商工会議所を中心に国・

岐阜県・恵那市の施策を活用し包括的に小規模事業者をバックアップする。

 

【目標】 

 支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

フォローアップ対象者数 0 名 15 名 140 名 160 名 160 名 180 名

専門家派遣件数 0 件 5 件 12 件 14 件 16 件 18 件

経営発達支援融資制度利

用者数 
0 名 0 名 6 名 9 名 12 名 13 名

 

【目標の根拠】 

  事業計画の策定者へのフォローアップを３カ月に１度実施し、必要に応じて専門家 

を派遣する。支援の内容により、小規模事業者持続化補助金・経営発達支援融資制 

度等の活用を推奨する。 

 



１４ 
 

 

【創業・第二創業（経営革新）実施支援】 

【支援方法】 

（１）創業後は、原則３カ月に１度巡回又は小規模事業者からの要望により、経済動 

向・需要動向の情報提供と創業計画の進捗状況の確認を行い、進捗情況に支障 

が生じている場合、課題の把握とその対応策について検討・指導を行うととも 

に、ＰＤＣＡによる伴走型支援を実施する。専門的な相談・支援については、 

職員・専門アドバイザーにより、経営課題について詳細に把握し、指導・助言 

する。 

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

る勉強の場とする。 

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

報提供と巡回シート及び「中小機構の経営自己診断システム」による分析によ 

り新事業展開を図る機会を提供し、経営革新計画の策定には、職員・専門アド 

バイザーにより、経営課題について詳細に把握し、指導・助言する。 

 

【目標】 

創業塾の開催を機に市内の創業希望者を募り、創業に必要な事業計画や資金計

画・顧客獲得・許認可等の届出などのノウハウを理解して貰い、創業に辿り着け

るまでの支援を行う。また、第二創業においては、新分野への進出や経営革新の

知事認証が受けられるように支援を行う。その後、経営指導員が定期的に巡回訪

問を行い計画通りに進められるように努める。 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

フォローアップ対象者数 １２名 １５名 １５名 １５名 １５名 １５名

創業者数 ２名 ５名 ５名 ５名 ５名 ５名

第二創業 (経営革新 ) 

フォローアップ対象者数 
０名 ０名 ３名 ３名 ４名 ５名

第二創業者数 ０名 ０名 １名 １名 ２名 ２名

 

【目標の根拠】 

   ビジネスプラン策定者へのフォローアップを３カ月に１度実施し、必要に応じて 

専門家を派遣することで、創業時期が早まり、創業件数が増加する。 

  第二創業では、現経営者及び後継者への新たな事業展開への情報提供により、第 

二創業への事業展開の増加が見込まれる。 

 

【後継者育成及び事業承継実施支援】 

【支援方法】 

(１) セミナー終了後は、巡回による事業承継プランに基づく経営改善、経営革新、Ｉ
Ｔ活用支援と経済動向・需要動向の情報提供を行うとともに、プランに支障が生

じている場合、課題の把握とその対応策について検討・指導を行うとともに、Ｐ

ＤＣＡによる伴走型支援を実施する。専門的な相談・支援については、職員・専

門アドバイザーにより、経営課題について詳細に把握し、指導・助言する。 

(２）事業の承継に必要な資産、技術・ノウハウ、従業員や顧客などが確実に後継者 

に引き継がれるように事業者と常に情報を交換し相談できる体制を支援する。 
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【目標】 

代表者の高齢化が進む中で、事業の承継時期が迫っている状況を踏まえ、事業継

承の方法と流れ、ＳＷＯＴ分析などによる自社分析と中長期戦略（マネジメント・

財務・人材）１０年後の在るべき姿など企業の体質強化とスムーズな承継が促進

できるように努める。 

 

 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

フォローアップ対象

者数 
１名 ３名  ７名 １０名 １２名 １５名

事業承継件数 ０件 ０件 ２件 ３件 ４件 ５件

 

【目標の根拠】 

事業承継プラン策定者へのフォローアップを行い、経済動向・需要動向の情報提 

供を行うとともに、ＰＤＣＡによる伴走型支援を実施し、スムーズな承継を促進 

することで、事業承継の増加が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

事業計画策定及び策定後の実施支援フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者の課題 

・創業、第二創業 

・事業承継 

・販路開拓 

・新商品開発 

・労働力不足 

・若手技術者不足 

・業務の効率化 

・ＩＴ活用 

・資金確保 

・ブランド化他 

 

事業計画策定支援 

・課題解決 

・目標設定 

・手段設定  

 

 

 

 

策定後の支援 

・進捗状況確認 

・課題解決 

・指導、助言 

・計画修正 

・創業・事業承継

セミナー・個別指導 

・創業・事業承継 

・その他課題解決 

情報提供 

・経済動向・需要動向
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５．地域の需要動向調査に関する事【指針３】 

【現状における課題】 

巡回時などにおいて小規模事業者より、地域の消費傾向などの情報が不足してい 

るとの声があることから、地域の需要動向を的確に把握することで地域における 

消費者ニーズ、消費動向などを明確にするため、アンケート調査及び公表される 

調査の活用が必要である。 

① 地域内消費動向調査 
【目的】 

地域内小学校・中学校及び高等学校の保護者を対象に消費動向調査を毎年実施

し、地域の子供がいる世帯での年代別家計消費動向を把握することで、小規模事

業者の適切な新商品開発、効果的な販売促進などに役立つ地域ニーズ、販売動向、

消費動向などの情報を提供することで、小規模事業者の売上確保に結びつける。

  【調査方法】 

当所最寄の小学校・中学校の保護者各２００名と高等学校の保護者２００名を対

象にアンケート方式での消費動向調査を行う。 

 

消費動向調査の項目 

 

 

 

 

 

【目標】 

 

【目標の根拠】 

 当所最寄の小学校・中学校・高等学校各１校の保護者を対象としたアンケートの 

回収率は平成２７年度５０％が見込まれ、実施の周知を充実することで回収率が 

高まる。 

ホームページ、当所会報誌による周知と巡回・窓口により分析・整理した結果を 

小規模事業者に還元する。 

【情報提供及び活用方法】 

・相談所の全職員が分析・整理した結果を巡回時に持参し、地域の需要動向調査結 

果への対応や事業計画策定の基礎資料として、小規模事業者に提供し地域ニーズ、

販売動向、消費動向及び地域の特性を把握し、実現可能な事業計画に結びつける。

・当所会報誌（会報・市民版会報）及びホームページに掲載し、地域の現状と地域 

における課題を明確にすることで、小規模事業者の経営改善に効果が見込まれる。

・岐阜県東濃振興局、恵那市、岐阜県商工会議所連合会、地域金融機関などに広く 

提供し、情報交換を図ることで地域内の新たな情報を得ることができ需要動向が 

より具現化される効果がある。 

 

年   度 現 状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

目標回収数・小中学校 ０件 ２００件 ２２０件 ２４０件 ２４０件 ２４０件

目標回収数・高等学校 ０件  １００件 １１０件 １２０件 １２０件 １３０件

分析結果還元 

小規模事業者数 
０名 ７５０名 ８００名 ８５０名 ９００名 ９５０名

消費者意識、物価見通し、世帯人員・年齢、世帯全体の年間収入、所得

の種類、住宅の種類、日用品・食料品・衣料品・自己啓発・趣味・レジ

ャー・外食等の支出予定及び購入先の選定理由 
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  ・事業計画策定後の巡回時に販売促進・新商品開発などの実施に向けた資料として 

提供し、消費の動向及び地域の特性を把握することで、地域における効率的な販 

売促進に繋げる。 

 

② 公表される需要動向調査の活用 
【目的】 

公表される需要動向調査結果を活用し、情報提供と小規模事業者の指導・助言 

に役立たせる。 

【目標】 

   最新の需要動向を把握するため、内閣府「消費動向調査」、岐阜県「物価・家計 

統計」、日経テレコン情報・日経ＰＯＳ情報を活用した「売れ筋ランキング情報」

等、地域金融機関（㈱十六銀行・㈱大垣共立銀行・岐阜信用金庫・東濃信用金庫 各

恵那支店、日本政策金融公庫多治見支店）から得た地域情報を総合的に整理し結 

果を提供する。 

 

【目標の根拠】 

提供される需要動向調査は情報量が多すぎるため、小規模事業者の利用に役立つ 

市場動向、消費者意識、地域の動向などの情報に的を絞り提供する。  

ホームページ、当所会報誌による周知と巡回・窓口により業種別に分析・整理し 

た結果を還元する。 

 

【情報提供及び活用方法】 

・各種の調査内容を相談所で情報共有し、小規模事業者に分かりやすくするため 

調査内容を整理・分析し、最新の需要動向調査を得ることで実現可能な事業計 

画に結びつける。 

・相談所の全職員が巡回時に調査・分析結果を提供し、需要の現状と分析内容か 

ら小規模事業者の経営改善の方向性を明確にする。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

【現状における課題】 

  地域小規模事業者に対する市内外の展示会出展支援を継続的に実施しているが、売

上げの増加に繋がる効果が不足しており、更なる需要開拓に向けた商品・サービ

スの認知度向上が必要である。 

【目的】 

小規模事業者の地域資源を活かした商品・サービスやキラリと光る技術などを県

内全域及び全国へ発信し認知度を向上するため、展示会・物産展の開催や規模の

大きな展示会への出展支援を実施し、小規模事業者の販路開拓や販売促進を図る。

 

 

年   度 現 状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

調査回数 ０回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回

分析結果還元 

小規模事業者数 
０名 ４００名 ８００名 ８５０名 ９００名 ９５０名

公表頻度 ０回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回
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  【支援方法】 

(１)ホームページを持たない小規模事業者のため、公益財団法人ソフトピアジャパン

「ＩＴ経営応援隊ぎふ」と連携して事業所のホームページ作成などを進めることで

ＩＴ化を推進していく。また、ＩＴを活用した販路開拓を行うため小売・サービス

業を対象にしたホームページ等活用セミナーとその後の個別指導により、ネット販

売「ザ・ビジネスモール(大阪商工会議所)」、通販サイトなどの販路開拓を支援す

る。 

(２)毎年１１月に近隣の名古屋市で開催される、日本最大級の展示会「メッセナゴヤ」

に、小規模事業者の新たなビジネスマッチングや販路開拓等の機会を提供するため

に、当所会報誌・ホームページによる出展支援の周知及び、経済動向や需要動向調

査時等の事業所訪問の際に出展を呼びかける。 

また、展示会の出展については、出展料の一部助成の支援を行うとともに、出展 

経験の浅い事業者に対して事前勉強会などの開催により出展ノウハウを伝授し、 

販路開拓・販売促進の取り組みに対して支援を行う。 

(３)東濃ヒノキは全国的にも有名なブランドであり、木材を加工する小規模事業者が 

高い技術と伝統を守っているが、機械化が難しいため、商品数が少なく高価格で

ある。匠の技を活かした商品を周知するための地元消費者に向けた展示会「木工

展」の支援と当所ホームページ、会報誌、巡回での開催周知及び報道機関への掲

載依頼を行うことで、周知を高める。 

また、インターネット等を利用し、匠の技をアピールするとともに付加価値の高

い商品の販路開拓と認知度の向上を恵那市と連携して支援する。 

【主な展示会等】 

 ・メッセナゴヤ        （ポートメッセなごや） 

・木工展            (恵那文化センター) 

・ザ・ビジネスモール     （大阪商工会議所）ネット上での取引 

(４)展示会の出展に際し、来場者に対して当地産業の認知度・製品に対する評価など 

のアンケート調査を行い、ニーズの掘り起しなどに努める。また、経済動向調査 

や需要動向調査を踏まえ、ブラッシュアップした事業計画から、新商品や商品改 

良を促進する商品の強みや差別化を訴求することで、売上増加や利益確保に繋げ 

る。 

【目標】 

項目 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度３０年度 ３１年度

メッセナゴヤ 

展示会出展社数 
５社 ５社 ６社 ６社 ７社 ７社

バイヤーとの商談数 ７社 １０社 １２社 １４社 １８社 ２０社

成約件数 ０件 １件 １件 ２件 ２件 ３件

「木工展」出展社数 ４社 ４社 ５社 ５社 ６社 ６社

ＨＰ等活用セミナー 

開催回数 
１回 １回 １回 １回 １回 １回

参加事業者数 ５名 ５名 １０名 １５名 １５名 ２０名

ＨＰ作成支援者数 １名 １名 ５名 ７名 １０名 １０名
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【目標の根拠】 

「メッセナゴヤ」「木工展」については、巡回、当所会報誌・ホームページにより

周知し、さらに出展に関する費用については、当所、恵那市による補助金を活用

することで、出展社数が見込まれる。 

メッセナゴヤに参加する小規模事業者に対して、近隣商工会議所と連携し、出展

対策セミナーを実施し、アピール度をアップし、バイヤーとの商談件数を増やす

ことで、取引成立に繋げる。 

「IT 経営応援ぎふ」を活用したセミナーとその後の個別指導により、新たにホー

ムページを作成する小規模事業者が見込まれる。 

 

  他の機関との連携 

連 携 機 関 名 事   業   名 

名古屋商工会議所 

岐阜県商工会議所連合会 
メッセナゴヤ 

中津川商工会議所 メッセナゴヤ出展対策セミナー 

恵那市役所 木工展 

大阪商工会議所       

日本商工会議所 
ザ・ビジネスモール 

公益財団法人ソフトピアジャパン
ＩＴ経営応援隊ぎふを活用したセミナー、

個別支援 
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「経営発達支援事業の内容」のまとめ 

 

 

 
 

経済動向調査           需要動向調査 

 

 

新たな需要の開拓                経営状況の分析    

 

                         

 

 

 

 

  

              事業計画策定支援              

               

 

 

 

 

 

 

         

事業計画策定後の実施支援 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域内経済動向調査 

２．商工会議所ＬＯＢＯ調査 

（早期景気観測） 

１．地域内消費動向調査（小学校・中学

校及び高等学校の保護者を対象） 

２．公表される需要動向調査の活用

・３カ月に１度の巡回訪問による情報提供・進捗状況の確認、支障がある場合の

対応策の検討・指導 

・小規模事業者経営発達支援融資制度の利用小規模事業者に融資後の持続的支援

・セミナー参加者については、希望者に経済動向・需要動向の情報提供と職員・

専門アドバイザーによる経営上の悩みに対して丁寧にサポート 

・小規模事業者が経営計画を策定し求める目標に対し、商工会議所を中心に国・

岐阜県・恵那市の施策を活用し包括的に小規模事業者をバックアップ 

・創業、第二創業 

・事業承継 

小

規

模

事

業

者

・

創

業

希

望

者

 

恵那商工会議所

・巡回訪問等により抽出された課題の解決策の検討と策定支援 

・専門アドバイザーによる指導・助言 

・小規模事業者経営発達支援融資制度を活用した策定支援 

・創業、第二創業 

・事業承継 

 ・巡回シート 

 ・「中小機構の経営自

己診断システム」

販路開拓 

 ・展示会 

 ・ホームページ 



２１ 
 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

１．恵那まちなか市の活用 

恵那市、恵那市観光協会、恵那市商店街連合会、当所の部会・青年部・女性会等が

参画する「恵那まちなか市実行委員会」を毎月開催し、地域活性化に向けての検討

を行う中で、それぞれの立場による意見を踏まえ今後の方向性を常に探り求めてゆ

くこととする。これから当地域で展開されるリニア中央新幹線開通によるリニア岐

阜駅（仮称）の開業や瑞浪恵那道路・濃飛横断自動車道等の道路網の整備を見据え

て、今後の地域活性化の方向性を検討する。また、検討した地域活性化の方向性を

踏まえ、市街地の活性化を目的とした「恵那まちなか市」の開催や観光ルートの開

発による交流人口の増加を促し、人の賑わいを創出し地域活性化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎月１回開催 

 

【事業内容】 

(１) 恵那市、恵那市観光協会、恵那市商店街連合会、当所の部会・青年部・女性会等

が参画する「恵那まちなか市実行委員会」を毎月開催し、会議において、疲弊

する中心市街地に人の賑わいを取り戻す対策と特に「小売業・飲食業・サービ

ス業」を中心とした個店の売り上げ増加に繋がる支援策を検討し、地域全体の

活性化の方向性を見出すこととする。 

 

(２) ｢小売業・飲食業・サービス業」のＰＲ、消費拡大を目的とした「恵那まちなか

市」を、年４回(春・夏・秋・冬)、ＪＲ恵那駅周辺の中山道大井宿広場において、

地元の恵那市商店街連合会・恵那峡観光協会・大型店等と連携して実施する。 

恵那まちなか市 

【開催趣旨】 

恵那駅周辺の商店街は、郊外型店舗の増加や経営者の高齢化などの厳しい状況が

続き、空き店舗が目立つなどその活力が失われつつある状況の中で、街の賑わい

を生み出し、地域の活性化を目指して、「恵那市戦略的パートナーシップ協定」を

恵那市商店街連合会・恵那市観光協会・㈱バロー（大型店）・恵那商工会議所の４

者で協定を締結し、関係者が相互の連携の下に地域経済の発展及びまちなかの賑

わいを創出する。 

 

 

 

 

恵那市商店街連合会 

恵那商工会議所 

部会・青年部・女性会 
恵那市 

実行委員会

連携会議 

恵那市観光協会 
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【事業名称】 
恵那まちなか市 
【開催目的】 
イベントの開催により生産者、消費者、商工業者、販売者の垣根を取り除き相互

に交流を深めるとともに、小規模商店と大型店が相互に連携し、より魅力的なま

りづくりと商業エリアを創出する。 

※大型店舗と地元商店街が共同歩調をとるケースは全国初の試み 

恵那まちなか市の出店者及び来場者数 

回 日   程 出店者数 来場者数  

第 １ 回 平成２２年１２月 ４日 ５２社 ６，０００名 他イベントと併催

第 ２ 回 平成２３年 ４月２４日 ５６社 ８，０００名 他イベントと併催

第 ３ 回 平成２３年 ８月１４日 ２０社 ３，０００名  

第 ４ 回 平成２３年１０月２２日 ４２社 ３，０００名  

第 ５ 回 平成２３年１２月 ４日 ３５社 ６，０００名 他イベントと併催

第 ６ 回 平成２４年 ４月１４日 ４０社 ２，０００名 終日雨天 

第 ７ 回 平成２４年 ８月１４日 １９社 １０，０００名 他イベントと併催

第 ８ 回 平成２４年１０月２０日 ３２社 ５，０００名  

第 ９ 回 平成２４年１２月 １日 ３７社 ７，０００名 他イベントと併催

第１０回 平成２５年 ５月１８日 ５７社 ６，０００名 他イベントと併催

第１１回 平成２５年 ８月１４日 １２社 １３，０００名 他イベントと併催

第１２回 平成２５年１０月１９日 ４２社 ３，０００名  

第１３回 平成２５年１２月 ７日 ３３社 ９，０００名 他イベントと併催

第１４回 平成２６年 ５月１７日 ４３社 ７，０００名 他イベントと併催

第１５回 平成２６年 ８月１４日 １２社 ４，０００名  

第１６回 平成２６年１０月１８日 ２７社 ３，０００名  

第１７回 平成２６年１２月 ６日 ２６社 １，８００名  

 

(３) リニア中央新幹線開通によるリニア岐阜県駅（仮称）の開業や瑞浪恵那道路・濃

飛横断自動車道等の道路網の整備を見据え、また、恵那峡・妻籠・馬篭・大正

村などの近隣の観光地と連携し、「観光ルート」の開発により交流人口を増加さ

せる事業を実施する。併せて、空き家を利用して農業体験やこの地域で昔から

食されている料理の食文化に触れ田舎暮らしの良さを満喫できる「田舎体験」

を実施することにより定住人口を増加させることへと繋げて行く。 

「観光ルート」と「恵那まちなか市」の組み合わせにより、来場者を増加させ

ることで交流人口の増加を促し、併せて、出店者の意識高揚に努める。 

(４) 参加する小規模事業者には地場産品を使用した新商品の開発を依頼して、開発さ

れた商品のテストマーケティングの場所として「恵那まちなか市」を利用する。

評判の良かった商品については、専門家等の指導を受け、更に商品に磨きを掛

け、将来の恵那の名産を作り上げていく。 

(５)恵那市における「恵那まちなか市」は広く市民に浸透しているものの、地域の活

性化の取り組みにおいては「恵那まちなか市」の周知活動をさらに強化し集客

力を上げていく。 
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【効果】 

地域の活性化については、恵那まちなか市実行委員会で求められた方向性に基づ

き、地元の協力を得て、リニア中央新幹線開業及び幹線道路網の整備を見据えた

「観光ルート」の開発と地域活性化イベント「恵那まちなか市」を組み合わせた

事業を企画し人の賑わいを創出するとともに、既存商店街が活気を取り戻す手法

の一つとして認識を持たせる。参加する小規模事業者には、地場産品を使用した

新商品のテストマーケティングの場として活用し、来場者に試食に基づくアンケ

ート等の調査を行いより人気の高まる商品を作り上げ、新たな恵那の名産を創出

する支援をしていく。  

目標 

項目 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度３０年度 ３１年度

開催回数（回） 4 4 4 4 4 4

出展者数（社） 108 120 125 130 135 140

来場者数（人） 15,800 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000

 

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 

東濃地区の多治見・土岐・瑞浪・中津川・可児商工会議所及び笠原・恵那南・中

津川北商工会の指導員を対象とした「指導員研修」（仮称）を定期的に開催し、支

援ノウハウ、支援の現状、支援における問題点の提起、小規模事業者の需要の動

向などについて情報交換をすることで、小規模事業者への支援におけるノウハウ

の蓄積と支援能力の向上に繋げる。今後のリニア中央新幹線によるリニア岐阜県

駅（仮称）開業を見据え、それぞれの商工会議所等の支援体制から東濃地域全体

での取り組みを進め、この地域が一体となって支援体制を整えることが地域内の

小規模事業者にとって最大のメリットとなってくる。併せて、専門家等から経済

動向や消費者ニーズ等の最新の情報を享受することにより支援力の向上を常に図

っていく。 

また、年２回相談所長が集まる「岐阜県下相談所長会議」において、情報交換

の時間を新設し、支援ノウハウ、支援の現状、小規模事業者の需要の動向などに

ついて情報交換をすることで各地域の実情を把握し、県内商工会議所の連携を深

めていくことで支援体制の強化を図る。商工会議所関係の横の連携を強化すると

ともに地域内の金融機関及び商工会議所以外の支援機関等との連携会議を設け情

報の共有を図っていくこととする。 

 

市内金融機関との包括連携協定締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関はいずれも「恵那支店」 

恵那商工会議所 

東濃信用金庫 

十六銀行 大垣共立銀行 

連携会議 
(幹事恵那会議所

岐阜信用金庫 
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【目的】 

 市内の小規模事業者を取り巻く経営環境は年々厳しさを増し、競合他社との差別

化がキーワードとなっている。こうしたことから経営戦略を総合的に支援するた

めにそれぞれの支援機関の強みを活かした支援の仕組みづくりを関係機関と締結

する。 

 

【内容】 

(１)連絡会議（東濃地区の商工会議所（６カ所）及び商工会（３カ所）や連携会議

（金融機関４機関）の開催 

定期的に連携会議を開催し、国・県などの小規模事業者の施策の勉強会や情報

共有を図りながら、市内における小規模事業者の案件の掘り起し、支援課題の

現状、今後の対策などの改善提案・検討等を行い、連携が有効に機能するよう

な仕組み作りを行う。 

 

  (２)連携する項目 

    ①国・県補助金制度活用並びに金融問題に係る支援 

・持続化補助金事業計画支援 

・創業補助金事業計画支援 

・ものづくり補助金事業計画支援 

・地域活性化ファンド助成金事業計画策定支援 

・農商工ファンド助成金事業計画策定支援 

・その他補助金助成金事業計画策定支援 

・経営改善計画策定支援 

     ②各種計画策定に係る支援 

・創業計画策定支援 

・経営計画策定支援 

・経営革新計画策定支援 

・認定三法（農商工連携、地域資源、新連携）計画策定支援 

・六次産業化事業計画策定支援 

 

③ビジネスマッチングの創出（新規・第二創業等） 

    ・国や県などが主催する展示会などへの周知 

・金融機関の主催する展示会などへの市内事業者への周知 

 ・廃業事業者と創業事業者とのマッチィング支援 

・商工会議所ホームページ内ビジネスマッチングの推進 

④セミナーの共催・研修会開催 

    ・国・県などの小規模企業施策についてのセミナーの共同開催 

・金融機関系シンクタンクからの講師派遣 

     ・セミナー開催時における共同告知  

      指導員の巡回指導時に参加勧奨を行い、セミナー等で受講した内容を実際の

事業に取り入れやすくするための意欲を喚起する。 

③ その他（新たな施策・事業実施に係る協働支援） 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

日本商工会議所が主催する資質向上研修会への参加に加え、岐阜県産業経済振興

センターが主催する企業支援セミナーや中小企業大学校の主催する経営支援等の

専門コース研修に経営指導員が年間１回以上参加することで、企業経営の基本的

な考え方や現状分析手法・問題点の抽出方法等を重視した支援能力の向上を図る。

研修終了後、研修会に参加した経営指導員が講師となり研修内容について他の経

営指導員及び職員に対して説明を行い、職員全体のレベルアップを図る。 

所内では独自に金融商品のあっせん及び調査方法や補助金の申請から活用のノウ

ハウ、労働保険・社会保険の基礎知識などの「職員勉強会」を毎月開催し、一般

職員も参加し、組織内で職員のスキルアップを図るとともに経営指導員のノウハ

ウを共有する。 

また、短期間ではあるが職員が会員企業の現場において、ものづくりや顧客管

理・制作企画等の経験を積み重ね、机上の研修のみならず実践を交えた研修でス

キルアップを図る。 

若手経営指導員及び職員については、日頃の巡回相談及び窓口相談において、ベ

テラン経営指導員とチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、指導・助

言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。

 

【資質向上研修】研修機関等による研修 

岐阜県下経営支援員研修（一般コース）１０時間 

岐阜県下経営支援員研修（特別コース）１０時間 

岐阜県下業務支援員研修        ５時間 

スキルアップ研修          １０時間 

中小企業大学校研修 

 

【所内研修】所内にて職員若しくは講師招聘により研修 

２時間×１２カ月＝２４時間 

金融支援（日本政策金融公庫・岐阜県信用保証協会） 

社会保険（けんぽ協会） 

労働保険（労働基準監督署・ハローワーク） 

税務  （税理士・税務署） 

共済制度（中小企業基盤整備機構・岐阜県火災共済協同組合・アクサ生命） 

施策  （恵那市・岐阜県） 

ＩＴ研修（ソフトピアジャパン） 

随時 

職員による研修（受講した研修について所内で共有する） 

【企業体験研修】会員企業にて職場体験による知識習得研修 

８時間×２日間＝１６時間 

製造業   （ものづくり現場・作業工程） 

建設業   （家づくり・公共工事） 

サービス業 （接客・顧客管理） 

小売業   （商品知識・ＰＯＰ作成） 

卸売業   （物流・商品知識） 

飲食業   （接客・メニュー開発） 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

「事業評価検討委員会」（仮称）を所内に設置し、経営発達支援事業による本計画

書に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行

う。 

①当所の副会頭を委員長として役員議員及び中小企業診断士等の有識者により

「事業評価検討委員会」（仮称）を約１０名で構成設置し、事業の実施・進捗状

況等に合わせ、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

【成果の評価項目】 

・経済動向調査      ・経営分析調査 

・需要動向調査      ・事業計画策定支援 

・創業支援        ・第２創業支援 

・事業承継支援      ・販路開拓支援 

・地域活性化       ・職員の資質向上 

【評価内容】 

各事業の効果・波及及び参加人員等の達成度等について評価を行う 

【委員会開催】 

年２回開催 

１０月（半期の評価・検証） 

２月（年間の評価・検証及び次年度の計画目標を審議） 

 

②評価実施事業等に対する見直し案の提示を受け、各事業を取り巻く環境及び状

況等を勘案して、この見直し案に基づき実施する方策などについて専門家と中

小企業相談所職員が検討・審議を行い、評価・見直しの方針を決定する。 

 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会議・常議員会へ報告

し、承認を受ける。 

 

④事業の成果・評価・見直しの結果を当所のホームページに掲載し、事業者が閲

覧できるようにする。また、当所発行の広報誌にダイジェスト版として掲載し

会員事業所に対して当所の取り組みを常に意識できる環境にする。 

（http://www.enacci.or.jp）で計画期間中公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業評価検討委員会 
正副会頭会議 

常議員会 

経営発達支援事業の実施 

所内で事業進捗状況確認 

専門家と職員が見直し案検討
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 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２７年４月現在）

（１）組織体制 

恵那商工会議所 中小企業相談所 

所長（経営指導員） 

課長（経営指導員） 

係長（経営指導員） 

主事（補助員）、主事（補助員）、主任（記帳専任）  

主事（業務支援職員）、日々雇用             計８名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵那商工会議所 

事務局長 1 名 

中小企業相談所 経営指導員   ３名、補助員 ２名、記帳専任 １名 

        相談所業務職員 １名、日々雇用 1名  

総務課     総務課長他   ３名           計１３名 

 

（２）連絡先 

住 所：〒５０９－７２０３ 

    岐阜県恵那市長島町正家１丁目５番地１１ 

名 称：恵那商工会議所 中小企業相談所 

ＴＥＬ：０５７３－２６－１２１１ 

ＦＡＸ：０５７３－２５－６１７３ 

ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｎａｃｃｉ．ｏｒ．ｊｐ 

Ｅ－ｍａｉｌ：ｅｎａｃｃｉ＠ｅｎaｔ．ｏｒｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所長 

課長 

係長 

主任 

主事 主事 主事 日々雇用 
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 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） 

 
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 53,500 55,200 56,400 58,100 59,300

 
中小企業相談所 

調地域振興費 

50,500 

3,000 

51,700

3,500

52,900

3,500

54,100 

4,000 

55,300

4,000

（備考）必要な資金の額については、見込み額で記載してある。 

 

調達方法 

①岐阜県 「小規模事業指導費補助金」 

②恵那市 「商工会議所運営補助金」 

③会費収入「講習会参加費・展示会出展料」 

④繰入金 「恵那商工会議所本会計より繰入」 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載してある。 
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 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 

・事業計画策定支援 

・創業、第二創業、事業承継支援 

・地元ブランドの開発・育成、販路開拓支援 

・人材育成支援 

・金融支援 

連携者及びその役割 

【連携者】 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部  本部長 花沢文雄    

  〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル４階 

  TEL052-201-3003 

  小規模事業者の経営力強化、事業承継、起業について、情報・支援ノウハウを提 

供いただく。 

 ・岐阜県 知事 古田 肇 

   〒500-8570 岐阜市薮田南 2-1-1 TEL058-272-1111 

 県内各種調査・施策の情報提供をいただく。 

・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 

  〒500-8505 岐阜市薮田南 5-14-13 ふれあい福寿会館 10 階(県民ふれあい会館)

  TEL058-277-1090 

  よろず相談拠点・ものづくりセンターのコーディネーターによる相談と専門家派 

遣により、事業計画策定、高度な専門的支援をいただく。 

・恵那市  市長 可知義明 

  〒509-7292 岐阜県恵那市長島町正家１-1-1  TEL0573-26-2111 

  恵那まちなか市・みのじのみのり祭・恵那産業博覧会への助成・運営参加、創業 

及びマル経融資の利子補給及び市内各種調査・施策の情報提供をいただく。 

 ・東美濃農業協同組合 代表理事組合長 足立能夫 

  〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川 1646-19  TEL0573-78-0123 

  地域資源活用・農商工連携のほか、地域の各種調査・施策の情報提供をいただく。

・地域金融機関 

 ㈱日本政策金融公庫多治見支店  支店長 飯田圭一 

  〒507-0033 岐阜県多治見市本町 2-70-5 東鉄ビル TEL0572-22-6341 

 ・市内金融機関（包括連携協定） 

  ㈱十六銀行恵那支店   支店長 石﨑達博  

〒509-7203 恵那市長島町正家１－２－１１ TEL0573-25-2161 

㈱大垣共立銀行恵那支店 支店長 酒井俊彦 

〒509-7205 恵那市長島町中野５４－１   TEL0573-25-1100 

岐阜信用金庫恵那支店  支店長 松原直樹 

〒509-7201 恵那市大井町１７７－７    TEL0573-26-1151 

東濃信用金庫恵那支店  支店長 安藤泰正 

〒509-7205 恵那市長島町中野２７８－２３ TEL0573-25-4191 

地域内の経済の現状と需要動向の相互共有と創業者・第２創業者に係る支援、岐阜 

県信用保証協会の保証付き融資の相談及び実行を行う。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     経営発達支援事業 

     ・経済動向・需要動向調査・分析・提供 

     ・経営分析支援 

     ・事業計画策定及び策定後支援 

     ・創業、第二創業、事業承継支援 

     ・販路開拓支援 

     ・地域活性化への取組 

 

 

 

 

岐阜県 

恵那市 
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 

 

恵那商工会議所

㈱日本政策金融公庫多治見支店 

市内金融機関 

 ㈱十六銀行恵那支店 

㈱大垣共立銀行恵那支店 

 岐阜信用金庫恵那支店 

 東濃信用金庫恵那支店 

東美濃農業協同組合 

小規模事業者


