
経営発達支援計画の概要 

実施者名 各務原商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

当商工会議所の経営発達支援計画は、各務原市総合計画に記載されている「商業」

「工業」「観光」の中長期的な振興のあり方を踏まえ、各務原市・連携機関とともに

小規模事業者の持続的発展と起業・創業（第二創業）の増加のために、計画経営に

重点をおいた内容で経営発達支援事業を実施していく。具体的に「活力あるまち」

とは、地域の雇用と経済を支えている小規模事業者が、いきいきと事業活動を営み、

その元気な小規模事業者数が維持できている状況を想定する。これを実現すること

で、強い地域経済が生まれ、ひいては活力ある各務原市の維持・向上へ進展してい

く。各務原市の小規模事業者数は減少傾向にあり、経営者の高齢化も進んでいる。

当市産業の大部分は小規模事業者で構成されており、小規模事業者の活力が減退し

事業者数が減ることは、地域の雇用および住民生活の両面において社会的に大きな

影響を与える。このような地域経済の課題を解決するために、本計画においては、

小規模事業者自身（創業者を含む）を元気にする「個社支援」と小規模事業者の活

動の場である地域全体を元気にする「面的支援」の両面を充実させる方針で取組む。

また小規模事業者支援の中長期的な考え方として、潜在顧客を開拓するために自社

の強みを活かしたビジネスモデルの再構築を支援することで経営力向上を実現させ

る。そのために経営支援員等の伴走型支援による事業計画書策定を手段として持続

的発展する支援事業者を増やすことを目標に掲げて事業を実施していく。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

 

地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

・各種景気動向調査の実施 

・小規模事業者実態調査の実施 

・各種経済動向の収集、整理、分析及び提供 

・各機関との定例連絡会議の開催 

 
事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・事業計画策定を目的としたセミナーの開催 

・事業承継支援事業の実施 

・経営発達支援融資を活用した金融支援 

 

需要動向調査に関すること【指針③】 

・各種需要動向の収集、整理、分析及び提供 

・女子専門チームによる各種情報提供及び需 

要動向調査支援 

 

 

 

 

経営状況の分析に関すること【指針①】 

・統一様式シートによる経営状況の把握 

・各種セミナーの開催 

・経営指導員等、専門家による経営分析の実施 

 

事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】

・アクションプランの進捗（実施）状況の確認 

・成果について計画と実績の差の確認 

・計画と実績の差から次に取り組むべき方向性の

検討 

 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・ビジネスプロモーション支援    【指針④】

・販売機会提供支援 

（展示会・商談会・イベント出展） 

 
※各種セミナーの後には個別相談会を実施し、個社

の具体的課題解決を図る 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

・かかみがはら航空宇宙科学博物館を活用した「空・宙イベント」の開催 

・各務原元気まつり ～一日商工会議所 Day～の開催 

連絡先 

〒504-0912 岐阜県各務原市那加桜町 1-186 
      各務原商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 
      TEL058-382-7101 FAX058-371-0100 
      URL:http://www.cci-k.or.jp  E-mail:hip@cci-k.or.jp 



１ 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．各務原市の概要 

各務原市は岐阜県の南部、岐阜市の中心部から

約 8キロ、名古屋市から 30 キロに位置する。 

北部と東部は標高 200 メートルから 300 メート

ルの山を境にして、関市・加茂郡坂祝町と、西は

岐阜市、 南西部は羽島郡笠松町・岐南町に隣接。

南には木曽川が東西に県境となって流れている。

市域面積 87.81 平方キロ。 

古来より東山道、中山道など主要街道が通り、

鵜沼宿など宿場町が立地し都市の原型となった。

現在は交通網も発達し、国道 21 号線、JR 高山線、

名鉄各務原線が街の東西を結び、さらには東海北

陸自動車道・岐阜各務原インターの開設により、

鉄道、自動車の双方の手段で、名古屋市まで 30 分

で行き来が可能となっている。 

人口は平成 27 年 8 月現在で 14 万 8 千人。 
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【市内の特徴的な施設など】 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空自衛隊岐阜基地 

各務原市の中心部に位置し、明治初期に旧陸軍の大砲

射撃場としてこの地に開かれた。大正・明治・昭和に

かけては、軍の「各務原飛行場」として使用され、現

在ある飛行場としては、日本で最も歴史がある。 

かかみがはら航空宇宙科学博物館 

戦前・戦後の国産機の資料を収集し、日本の航空技

術開発に寄与した実験機などを展示している。 
航空機開発の成果や日本の航空宇宙技術開発の流れ

を紹介。水ロケットやレゴロボットなどの教室も実

施している。 
年間来場者数 12 万人 

各務原キムチ 

各種イベントで、各務原キムチやキムチ関連商品、キム

チ鍋を販売している。 

市内の認定店ではキムチを使ったアイデアあふれるメ

ニューが登場。コンビニ弁当やスナック菓子にもコラボ

商品が発売されるなど、地域ブランドとしての広がりを

見せている。 

河川環境楽園 

東海北陸自動車道川島 PAに隣接する、環境共生
型テーマパーク。一般道からはもちろん、高速道

路内の駐車場からも利用できる。 
「世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ」や
「オアシスパーク」など複数の施設からなる。 
年間来場者数 420 万人 
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２．各務原市の産業 

本市は航空自衛隊岐阜基地があり、古くから航空機産業や自動車産業、紡績業な

どものづくりが盛んなまちとして発展してきました。平成 10 年度には IT やロボッ

トなどの科学技術に関する各種研究開発を行う拠点としてテクノプラザを整備し、

産業の高度化を図ってきました。ものづくりのまちとして、製造品出荷額等は長年

にわたり県内 1位を誇っています。 

また、本市には、河川環境楽園、かかみがはら航空宇宙科学博物館などの魅力あ

る特徴的な施設や大型ショッピングモールなどがあり、市内外における人の流れが

活発になっています。さらに、市の特産品であるにんじんを使った各務原キムチの

ブランド化を進めています。 

 

本市の強みである製造業をさらに強化するとともに、商業・農業・観光などその

他の産業についてもバランスよく発展させ、さらなる雇用の場の確保を図るととも

に、都市のブランド化の推進が求められています。 

（各務原市総合計画 2015-2024：P.14）

 

(1)工業 

現状と課題 

●市内には航空宇宙、自動車、金属、医薬、プラスチック等の多様な業種の企業が

立地しており、県内トップの活力あるものづくりのまちとして成長、発展してき

ました。 

●近年には、テクノプラザ地域をはじめとして、航空宇宙、ロボット、医療機器、

介護福祉機器といった次世代産業の集積が進みつつあります。 

●ものづくり活力のさらなる強化のためには、次世代産業の継続的発展とともに、

それらを支える多様なものづくりの基盤技術を持つ企業の技術力・開発力を高度

化していくことが必要です。 

●本市では、商工会議所とともに、岐阜大学、岐阜工業高等専門学校、中日本航空

専門学校といった高等教育機関との間で、それぞれ産学官連携協定を締結してい

ます。多様な主体との連携は、地域資源の活用や、さらに付加価値の高い新たな

産業の創出・振興につながります。今後も、地域の産業振興に向け、産学官連携

を強化していく必要があります。 

（各務原市総合計画 2015-2024：P.142）

あるべき姿 

市内における次世代産業が発展していくことで、小規模事業者にもその恩恵は降りて

くる。その恩恵を確かなものにしていくためには、小規模事業者自身の経営姿勢、考え

方や考える力の醸成が必要である。小規模事業者が持っている技術力・開発力をより一

層活かし磨きをかけていき、県内トップの製造品出荷額を維持しものづくりのまちとし

てさらに成長していく。 
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(2)商業 

現状と課題 

●郊外型大型小売店舗やコンビニエンスストアの増加、インターネット通信販売の

活用など、市民の買い物のあり方は多様になってきています。 

●小規模な小売店等には、店員との交流や空間としての楽しみ、地域に根ざした独

自のサービスなど、様々な魅力があります。地域の賑わいをつくっていくために

は、このような魅力をさらに引き出し、地域に即した商業の振興を総合的に推進

することが重要です。 

●近年、一部地域では、日常の買い物に不便を感じている高齢者などの買い物弱者

の問題があります。買い物環境の改善を図るため、新たなビジネスや、サービス

への積極的な支援により、商業の振興及び買い物弱者の利便性を高めていくこと

が求められています。 

（各務原市総合計画 2015-2024：P.144）

あるべき姿 

事業者間の競争が激化する中（人口減＋大型店・コンビニの増加によりダブルパンチ

状態）、地域に根づき、市民や地域のニーズに対応した商業・サービス業の創出（業態

開発支援、ビジネスモデル開発支援）が必要である。 

・新たな事業や起業への支援。創業や経営の支援に関する情報を提供し、地域の特性を

活かしたビジネスや起業を誘導する。さらには、多様な地域資源を活用した商品開発

や既存商品の魅力度向上とあわせ、情報発信力を強化していく。 

・各種イベントへの出展支援。イベント会場内で展示販売ブースを設置し、自社自店の

自慢の商品・サービスの紹介や販売を行い、自社自店への来客を誘導して売上げアッ

プに繋げていく。 

 

(3)観光 

現状と課題 

●本市には、木曽川流域の自然をテーマとした河川環境楽園や、かかみがはら航空

宇宙科学博物館など、他にはない魅力ある観光施設が立地しています。また炉畑

遺跡、中山道鵜沼宿などの歴史遺産、村国座などの文化遺産といった観光資源を

数多く有しています。 

●市内各地で桜まつり、おがせ池夏まつり、日本ライン夏まつり納涼花火大会、河

川環境楽園夏フェスなど特徴あるイベントを開催し、市内外から多くの観光客が

訪れています。 

●今後は、既存の観光資源やイベントをブラッシュアップすることでブランド化を

推進するとともに、市内観光プランを構築し、観光誘客につなげる必要がありま

す。 

（各務原市総合計画 2015-2024：P.146）

 あるべき姿 

市主催イベントへの参加・協力のほか、当商工会議所でも、「各務原元気まつり」「各

務原カレー祭」などを開催している。「かかみがはら航空宇宙科学博物館」や「河川環

境楽園」で開催するイベントを充実させ、各務原物産販売を強化「地産地消＋他訪地消」
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していく。 

・「かかみがはら航空宇宙科学博物館」「河川環境楽園」の来訪者を中心に、当市に魅力

を感じてもらい、観光資源のブランド力を高めていく。 

・航空宇宙産業のまちとしての各務原をアピールする。今後リニューアルされ、さらに

充実した施設となる「かかみがはら航空宇宙科学博物館」を活用し、日本の航空機産

業を支えてきた各務原市の「誇り」を市内外に広く発信していく。 

 

３．各務原商工会議所の強み 

 当商工会議所の特徴として(1)各務原市との連携(2)5S・改善の取り組みを活かした企

業支援の 2点が挙げられる。 

(1)各務原市との連携 

平成 18 年度より各務原市役所から 2年毎に職員の受け入れを行っており、中小企業

支援や地域活性化を目的としたイベントの実施など、市と協働で事業を展開している。

商工会議所の業種会組織である部会事業では、毎年、市長と各部会との懇談会を実施

しており、小規模事業者経営改善資金についての利子補給制度の創設など、懇談会を

通じて提案を市の施策に反映した実績もある。また、事業者が申請する国の公的補助

事業について、商工会議所の職員と市役所担当課の職員とが一緒になって事業計画の

ブラッシュアップを図って事業者支援を行ってきた。 

各務原市の向こう 10 年の基本構想を定めた総合計画の策定に際しては、商工会議所

会頭が会長として「各務原市総合計画審議会」を運営し、行政と会議所、関係機関と

が一緒になって、各務原市の将来のビジョン共有を図っている。 

 

(2)5S・改善の取り組みを活かした企業支援 

平成 18 年度から 1 年毎に当会議所職員が市内製造業者へ出向し、5S や改善につい

て体系的に学んできた。商工会議所の内部組織として 5S 推進委員会や業務改善チーム

を組織し、会員サービスの向上を目的とした各活動を展開している。 

ものづくり現場で経験した論理的思考や現地現物の考え方を事業者支援で活かして

いる。 

 

４．各務原市の小規模事業者の現状（データ分析） 

小規模事業者は平成 19 年度調査の事業所統計では 4,199 社であったが、平成 24 年度

調査では 3,946 社（表 1）となり、5 年間で 253 社減少している。近年のデフレ・原材

料費や人件費の上昇などにより、小規模事業者の置かれている環境の厳しさが表れてい

る。 

また、小規模事業者比率より、製造業は商工業者数のうち小規模事業者数の占める割

合が高く、卸売・小売業は他の業種に比べて小規模事業者の占める割合が低い。市内の

卸売・小売業は大型店が新規に出店し、中型店も市内に留まっていることから、当地区

に消費ニーズがあるものの、小規模事業者にとって競争が厳しいことが推察される。 
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当商工会議所の会員小規模事業者における経営者の年代は図 1のとおり、70 代が全体

の 13％にとどまっているものの、60 代が最も多く 27％、次いで 50 代、40 代となって

いる。今後は高齢を事由とする廃業予定者の事業承継を円滑に進める取り組みを行い、

後継者不在による廃業に伴う経営資源・雇用・技術の喪失を防止していく必要がある。

また事業所数を維持していくためには、創業支援体制を強化し、20 代、30 代の若者

の創業支援に加えて、勤め先を定年退職した世代や、子育てを終えた女性など幅広い年

代の創業支援に注力する必要がある。 

 

 

 

 

 

表 1.平成 24 年 管内の商工業者・小規模事業者数 
商工業者数

Ａ 

小規模事

業者数 

Ｂ 

小規模事

業者比率

Ｂ／Ａ(%)

Ａ～Ｂ 農林漁業 10 10 100.0

Ｃ 鉱業、採石業 6 6 100.0

Ｄ 建設業 525 507 96.6

Ｅ 製造業 996 837 84.0
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 6 5 83.3

Ｇ 情報通信業（38、39、411、412、415、416 を除く） 12 9 75.0

 Ｇ 情報通信業のうち、38 放送業 1 0 0

 Ｇ 情報通信業のうち、39 情報サービス業 23 16 69.6

 Ｇ 情報通信業のうち、411 映像情報制作・配給業 2 2 100.0

 Ｇ 情報通信業のうち、412 音声情報制作業 0 0 0

  Ｇ 情報通信業のうち、415  広告制作業 1 1 100.0

 Ｇ 情報通信業のうち、416 映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業 1 0 0

Ｈ 運輸業、郵便業 120 89 74.2

Ｉ 卸売・小売業 1,298 812 62.6
Ｊ 金融・保険業 69 58 84.1

Ｋ 不動産業、物品賃貸業（693 駐車場業を除く） 146 144 98.6

 Ｋ 不動産業、物品賃貸業のうち、「693 駐車場業」 6 6 100.0

 Ｋ 不動産業、物品賃貸業のうち、「70 物品賃貸業」 22 11 50.0

Ｌ 学術研究 197 160 81.2

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業(75 を除く) 726 453 62.4

  宿泊業、飲食業サービス業のうち「75 宿泊業」 19 14 73.7

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業(791、80 を除く) 427 367 85.9

  生活関連サービス業、娯楽業のうち「791 旅行業」 6 6 100.0

  生活関連サービス業、娯楽業のうち「80 娯楽業」 57 43 75.4

Ｏ 教育・学習支援業 188 153 81.4

Ｐ 医療・福祉 124 113 91.1

Ｒ 複合サービス業 16 8 50.0

Ｑ サービス業（他に分類されないもの） 202 116 57.4

合  計 5,206 3,946 
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図 1．【業種別経営者の年代構成表】会員小規模事業者 1,151 社のデータ 

 
 

 

当商工会議所の会員小規模事業者における景況は、図 2 の売上げ額の DI の動向をみ

ると、平成 25 年度は各業種とも好転したものの、平成 26 年度は卸売業を除き悪化傾向

にあり低調な値で推移している。平成 25 年度は消費増税に伴う、かけこみ特需があっ

たものと思われる。 

図 2．【業種別売上げ額の DI の動向表】前年同期比 
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５．支援現場からみた小規模事業者の現状（課題） 

平成 26 年度の小規模事業者持続化補助金申請支援は、事業計画書作成支援そのもの

であった。その支援過程から見えてきた当商工会議所の小規模事業者の課題・対策は以

下のとおりである。 

① 計数把握の機会がない：考えること、調べることの習慣がない 

対策：経営の現状が見えると対策が打てるようになる嬉しさを実感してもらう。 

② 目先の仕事・利益優先：日常業務に追われて時間がない 

対策：当所支援員が得意とする 5S 指導を行うことで物を探す時間などムダな工数を

低減すると同時に、計画経営の必要性を認識してもらう。 

③ 経営に貢献している商品が分からない：どんぶり勘定で管理をしている 

対策：記帳指導をはじめ、原価の考え方、管理会計の意義を学んでもらい、必要が

あれば職員が現地現物で一緒に原価を積算する。 

④ 自社の業界（地域）での立ち位置が分からない：情報を収集していない 

対策：守秘義務の範囲内で職員が事業者に必要な情報を提供する。 

⑤ 将来の事業について中期的な視点がない：考える必要性を認識していない 

対策：外部環境の変化をキャッチできるよう適切な情報収集できる体制を整える。

⑥ 事業計画書を策定することの重要性・有効性を認識していない：補助金があるから

事業計画を作る 

対策：小さな隣の店主の成功事例（これまでの支援事例）を見える化し、「自分もや

れる、やらなければいけない」という意識を醸成する。 

⑦ 事業計画作成の経験がない：事業計画は頭の中にあるが、紙に書く力が養われてい

ない 

対策：見える化の目的を理解し、事業者だけでは進めることができない部分をフォ

ローする。 

⑧ 取り組むことへの重要性を認識していない、進捗管理をしていない：必要な取組項

目はあるが、いつやるのかが決まってない 

対策：行動プランを策定し、その基準に対して進捗を職員が確認する（遅れ進みの

見える化）。 

 

これまで商工会議所が行ってきた経営改善普及事業は、帳面のつけ方や税金の知識の

付与など、経営基盤を強化するための支援（売上がたっている支援）内容であった。 

また、当商工会議所はインプットの支援（経営資源の投入）として事業計画策定セミ

ナーなど、経営力強化・成長発展のための施策を講じてきた。しかしそれ自体（事業を

行うこと）が目的となっており、その施策を活用して事業者の商売がどうなったのか、

経営にどのように寄与したのかを意識したフォローが十分でなかったと思われる。 
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６．経営発達支援計画の目標と方針 

当商工会議所の経営発達支援計画は、各務原市総合計画の「基本目標 8  賑わいと創

造性を感じる活力あるまち（産業）」に記載されている「商業」「工業」「観光」の中長

期的な振興のあり方を踏まえ、各務原市・連携機関とともに小規模事業者の持続的発展

と起業・創業（第二創業）の増加のために、計画経営に重点をおいた内容で経営発達支

援事業を実施していく。 

具体的に「活力あるまち」とは、地域の雇用と経済を支えている小規模事業者がいき

いきと事業活動を営み、その元気な小規模事業者数が維持できている状況を想定する。

これを実現することにより強い地域経済が生まれ、ひいては活力ある各務原市の維持・

向上へ進展していく。各務原市の小規模事業者の現状（P.6）より、管内の小規模事業

者数は減少傾向にあり、経営者の高齢化も進んでいる。当市産業の大部分は小規模事業

者で構成されており、小規模事業者の活力が減退し事業者数が減ることは、地域の雇用

および住民生活の両面において社会的に大きな影響を与える。 

このような地域経済の課題を解決するために、本計画においては、小規模事業者自身

（創業者を含む）を元気にする「個社支援」と小規模事業者の活動の場である地域全体

を元気にする「面的支援」の両面を充実させる方針で取り組む。また小規模事業者支援

の中長期的な考え方として、潜在顧客を開拓するために自社の強みを活かしたビジネス

モデルの再構築を支援することで経営力向上を実現させる。そのために経営支援員等の

伴走型支援による事業計画書策定を手段として持続的発展する支援事業者を増やすこ

とを目標に掲げて事業を実施していく。 

 

 支援する計画書の種類は主に①経営持続化計画書②経営革新計画書③創業計画書の 3

つに層別し、それぞれに策定数を目標設定する。当経営発達支援事業の事業計画策定は、

計画全体の「実現可能性」と、取り組み内容が経営に寄与する（売上の維持・向上に繋

がるもの）かどうかの「収益性」を重視した内容とする。 

 

 

 

計画書種別 作成対象 計画書の特徴等 

経営持続化計画書 既存事業者 経営力向上のための 3 年～5 年の中期的な経営計画。

①経営ビジョンや将来の目標が明確になっていること

②現状分析を踏まえた事業戦略となっていること 

③課題に対するアクションプランが明確化されている

こと等 

経営革新計画書 既存事業者 中小企業新事業活動促進法に基づく、新規事業を展開

するための経営計画書。「付加価値額」又は「一人当た

りの付加価値額」の伸び率と経常利益の伸び率につい

て計画終了時に計画年数に応じた目標値が設定される

創業計画書 創業予定者 創業の動機、略歴。商品サービスの概要。販売計画、

仕入計画、資金計画、収支計画等。収支計画の売上や

経費について「積上方式」で細かく積算されているか

等 
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 以下の①～③については次ページに記載 

① 各務原商工会議所の経営発達支援計画の全体像 
② 各務原商工会議所の経営発達支援計画の事業概要 
③ 経営発達支援計画の目標について 
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既存事業者支援に関する重要目標達成指標を「利益が確保されており、かつ売上が

前年対比 100％以上」の支援事業者数を年度毎に定める。また、これらを達成するた

めの重要業績評価指標として、「経営持続化計画書」「経営革新計画書」の 2 つの事業

計画書策定数について目標値を定める。また創業者支援に関する重要目標達成指標を

「創業（開業）件数」として年度毎に定め、「創業計画書」の策定件数と「創業支援者

数」を重要業績評価指標として検証する。 
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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】 

  

[現状と課題］ 

小規模事業者は事業規模が小さく商圏が狭いことから、人口減少・高齢化や IT 化の

進展、国内外の競争の激化など、経済社会の構造的変化の影響を受けやすく、様々な

課題に直面している。事業者は持続的な経営発展のために、地域経済の状況等、外部

環境の変化をしっかり認識することが必要であるが、経営資源が限られているために

現場での事業運営が中心となり情報収集する機会が少ない。また、これまで当商工会

議所は情報の保有量としては多いものの、事業者に応じた必要な情報を整理し、タイ

ムリーに提供する機会は充分でなかった。 

  

［目標（定性）と考え方］ 

商工会議所が収集した経済動向に関する情報を、各種媒体での公表や経営指導時の

活用などを通じて提供することで、小規模事業者が情報を目にする機会を増やす。巡

回・窓口指導の個別提供時には、提供される情報を効果的に経営分析に活用するため

に、それぞれの事業に関係の深い情報を選別して提供する。さらに、情報の重要性を

認識してもらうため、分析結果を小規模事業者に分かりやすく、丁寧に提供すること

で、自ら調べることができるよう効率的な情報収集方法を伝え、事業者自身の情報収

集能力を向上させる。 

今後は地域の経済動向や商工業者の景況を把握・分析することにより、商工会議所

事業や行政施策に反映する基礎データとする。 

 

［取組内容］ 

(1)市内事業所の景気動向に関する調査事業 

管内中小企業・小規模事業者の景気動向について全業種を網羅して調査し、集計・

分析することで、地域の経済動向に関する情報の収集を図る。管内全体または業種

別に整理、分析を行うことにより、事業者の経営環境や抱えている課題を把握する。

 

(1)-1 各務原商工会議所景気動向調査 

市内の中小企業 90 社を対象として、四半期毎に景況感や経営上の問題点等を把

握・集計する。調査対象は製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業の業種

別に動向を整理し、各種媒体で公表するなどし、小規模事業者の事業活動の参考

に供するほか、個別事業所の経営指導時において利用する。 
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(1)-2 中小企業景況調査 

中小企業庁の委託事業として、市内の中小企業 40 社を対象に、四半期毎に業況

判断・売上高・経常利益等の DI 値を、製造業、建設業、卸売業、小売業、サービ

ス業の業種別に把握、集計する。各種媒体で公表するなどし、小規模事業者の事

業活動の参考に供するほか、個別事業所の経営指導時に利用する。 

 

(1)-3 商工会議所 LOBO 調査（早期景気観測） 

日本商工会議所が、商工会議所のネットワークを活用し、各地域の「肌で感じ

る足元の景気感」を全国ベースで行う調査として毎月実施しており、当地域では

建設業、製造業、小売業、サービス業の 4 業種を対象に行っている。調査期間当

月の景気感が当該月の最終営業日に公開されるリアルタイム性の高い調査であ

る。全国規模あるいは地域ブロック別の分析結果を加えて、各種媒体で公表する

などし、小規模事業者の事業活動の参考に供するほか、個別事業所の経営指導時

に利用する。 

 

(2)小規模事業者実態調査 

統計などの 2 次データの収集以外に、小規模事業者の生の声、現場の声を拾うた

め、1 次データの収集を行う。小規模事業者が直面している現状や問題点を把握す

るために、経営に関する実態調査を行い、各務原商工会議所事業、行政施策の提言

に向けた基礎資料とする。 

 

  調査対象：管内小規模事業者 540 件（会員小規模事業者の約 1/4） 

  調査時期：毎年 1回（7月～12 月） 

  調査項目：業況・将来の見通し・後継者の有無・設備投資・雇用・金融 など 

       ※業種別の調査項目 建設業・製造業は外注について 

                 商業・サービス業は価格の改定について など

  調査方法：訪問等によるヒアリング調査 

 

また本調査と同時に、商工会議所のニーズアンケートとして以下の項目も聴きと

りを行う。 

・商工会議所のウェブサイトを見たことがあるか 

   ・商工会議所の会報をどの程度読んでいるか 

   ・今までに利用したサービス、参加した活動は何か 

   ・商工会議所に期待すること、要望、新たに取り組んでほしい事業 など 

 

(3)各種経済動向の収集、整理、分析及び提供（マクロ環境の変化について） 

マクロ環境でおこった様々な変化により、顧客や競合という市場が変化し、それ

が自社や自店舗に影響を及ぼすこととなるため、下記のマクロ環境の変化について、

業界動向（供給サイド・経済動向）と市場動向（需要サイド・需要動向）の両面か

ら情報収集・整理を行う。収集したデータを事業者に情報提供し、自社のビジネス

にどのように影響を与えるのかを把握し、事業計画策定に役立て、経営力向上に資

する取り組みを行う。 
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   企業外部データ（2次データ）の収集・提供、供給サイドと需要サイドの両面から情報収集 

 

＜情報収集内容＞ ※市場動向については「５．需要動向調査に関すること【指針③】」に記載 
種別 項目 内容 

市場動向 人口統計的変化 地域の人口推移（地区別、年齢別） 

業界動向 経済的変化 景気動向、物価の変動、失業率、住宅着工数等 

業界動向 政治・法律的変化 政府の方針転換、業界法の改正等 

市場動向 社会的変化 ライフスタイルやものの考え方の変化等 

業界動向 技術的変化 新技術の誕生（例：3D プリンター等） 

 

業界動向（供給サイド・経済動向）の収集データ例と内容 

   経済的変化 

   ・国等の統計データの活用 

     商業統計：経済産業省の実施する 5年に 1度の統計調査で、小売業・卸売業

の業態別・都道府県別等の店舗数、販売額が時系列で把握できる。

     工業統計：経済産業省が実施する統計調査で、工業の品目別・産業別・都道

府県別等の事業所数・出荷額が時系列で把握できる。 

     特定サービス産業実態調査：経済産業省が実施する統計調査で、サービス産

業(対事業所サービス・対個人サービス)の業種別の事業所数・年

間売上高等が時系列で把握できる。 

   ・業界団体等の調査データの活用 

     日本フードサービス協会（外食産業市場） 

     日本スーパーマーケット協会（スーパーマーケット統計調査） 

     日本チェーンストア協会（販売統計） 

      業界団体の調査では、「外食における原産地表示等についてのアンケー

ト」などを公表しており、より有効な業界の動向を把握することができる。

   ・各種新聞、経済誌の活用 

     日本経済新聞、日経流通新聞、商業界、日経ビジネス、東洋経済等 

   政治・法律的変化 

   ・国の施策パンフレットの活用 

     消費税率改定、マイナンバー制度運用開始など全産業に関する情報や業種毎

     の業界法律の改正については積極的にパンフレットから情報収集できる。 

   技術的変化 

   ・各種新聞、経済誌の活用 

     日本経済新聞、日刊工業新聞、日経ビジネス、東洋経済等 

   ・各専門機関が開催するセミナーの活用 

     岐阜県情報技術研究所、岐阜県工業技術研究所、産業技術センター等 

マクロ環境の変化 市場の変化 自社・自店舗に影響 
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(4)経済動向に関する情報共有のために各機関との定例連絡会議の開催 

 

(4)-1 各務原地域の経済・金融の安定化に向けた定例連絡会議による情報収集 

各務原市における経済・金融の安定化と発展に向けて、日本政策金融公庫岐阜

支店と「各務原市経済・金融連絡会議」を年 2 回開催し、小規模事業者の抱える

経営上の悩みや経済動向等、相互の取り組みを共有していく。また市内の信用金

庫（4金庫）、信用組合（1組合）については 3カ月に 1回、個別対話方式により、

地域における資金需要の現状や岐阜県信用保証協会の保証承諾状況を把握する。 

 

(4)-2 各務原市の雇用の安定化に向けた定例連絡会議による情報収集 

各務原市における労働力事情の変化に対応していくために各務原市とハローワ

ーク岐阜と当所との 3者により、各務原市の雇用対策に向けた取り組みを行う「各

務原市雇用・人材育成推進協議会」の定例事業に参加し、地域における雇用情勢

の把握や雇用促進に向けた相互の取り組みを共有していく。 

 

［活用方法］ 

調査・収集した各データは一元管理し、当商工会議所の経営支援員等が閲覧可能な

状態で管理する。これらの各データは、会報誌および各務原商工会議所ウェブサイト

等で公開することで、管内小規模事業者がリアルタイムに必要な情報取得ができる体

制を整える。また巡回・窓口相談における経営指導時には、景気動向指数の仕組みや

見方を紹介しながら、小規模事業者の事業活動の参考に供するとともに、市場（自社・

顧客・競合）の分析（経営状況の分析【指針①】）をする際に比較検討の資料とし、事

業計画策定に向けた課題抽出や参考資料として活用する。加えて各種情報の重要性を

認識させることで、小規模事業者自身の情報収集能力を向上させていく。 

 

［目標（定量）］ 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
各務原市景気動向調査 
調査回数・回収率 

4 回・80% 4 回・80% 4 回・80% 4 回・80% 4 回・80% 4 回・80%

中小企業景況調査 
調査回数・回収率 

4 回・80% 4 回・80% 4 回・80% 4 回・80% 4 回・80% 4 回・80%

商工会議所 LOBO 調査 
調査回数・回収率 

12 回・80% 12 回・80% 12 回・80% 12 回・80% 12 回・80% 12 回・80%

小規模事業者実態調査 
調査件数・回収率 

未実施 540 社 540 社 570 社 600 社 630 社 

各種経済指標の調査 
調査・収集項目件数 

未実施 40 50 60 70 70 

金融に関する連絡会議 22 22 22 22 22 22 

雇用に関する連絡会議 6 6 6 6 6 6 

巡回訪問企業数 1,172 1,300 1,300 1,400 1,400 1,500 

窓口相談企業数 731 900 900 900 900 900 
個別情報提供件数 
巡回・窓口での個別提供数 

未実施 220 220 230 230 240 

 ※個別情報提供数は巡回・窓口相談企業数の合計件数の 10％を目標とする 
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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］ 

これまで窓口・巡回指導を中心として定期的に小規模事業者へ事業案内、施策普及

を行ってきた。その中で、金融支援や経営革新支援など特定の支援案件の際には、事

業概要や自社の強み、課題などのヒアリングを行っていたが、その他多くの小規模事

業者の経営状況について把握できていないことが課題であった。またこれまで経営指

導員、職員の経営分析の際に、ヒアリング項目が統一されておらず、指導内容・結果

について細かくデータ化されていないために、十分な活用がなしえていなかった。 

一方、小規模事業者側の問題点として、計数観念が乏しいため「自社の足元の経営

状況がどういう状況にあるのかが把握できていない」ということが挙げられる。次へ

の事業計画を作成するステップとして、あるべき姿と現状のギャップを認識する際に、

現状が分からなければ、あるべき姿から乖離している幅（＝問題）が定義できない。

すなわち現状では課題の明確化に至らないことになる。 

 

［目標（定性）と考え方］ 

経営支援員等の普段からの窓口・巡回指導、各種セミナーの開催等を通じて小規模

事業者の経営分析を行う。経営分析の際には統一様式のヒアリングシートを用いて、

データを一元管理する。このように聴き取り事項を共通化し整理することで、経営分

析に必要な情報の不足をなくす。 

小規模事業者の経営力向上のために、課題抽出を行う際には、定量データの重要性

を認識してもらう。また指導の際には、経営状況の各数値について、経済動向の統計

データや需要動向と比較しながら仮説の検証を行う。またグラフを用いて分析結果を

可視化するなどして見せ方を工夫し、理解を深めてもらう。日々の売上や顧客につい

てデータ取りができていない事業者については、経営支援員等が丁寧に収集の手法を

アドバイスする。下記の取り組みにより窓口・巡回指導の質と量を向上させ、小規模

事業者が自社の強みや弱み、顧客の状況、競合の状況についてしっかり把握すること

で、事業計画策定に向けた現状分析を行う。 

 

［取組内容］ 

(1)統一様式シートを活用した経営状況の把握 

経営指導の際に中小機構が提供する「事業計画作成キット」（下記参照）を使用し

て、経営支援員等が事業所について代表者、事業の現状を正しく把握、理解する。
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  ＜収集・分析項目＞ 

  事業者概要シート 

   ・創業年月、業歴、沿革 ・経営者の略歴・技能等 ・経営理念（指針等） 

   ・家族構成 ・資産 ・趣味 ・健康状態 ・主な幹部 ・取引金融機関 

  事業棚卸シート 

   ・主な売上構成（下記は把握内容） 

売れている理由≒「強み」は何か？ 

売上構成や仕入に偏りはないか？ 

粗利益率の差はあるか？高い（低い）ものの理由は何か？ 

   ・主な顧客構成（下記は把握内容） 

事業者の考えるターゲットは書き出した構成・特徴と一致するか？ 

顧客のニーズは事業者の狙いどおりか？ 

顧客構成や販売チャネルは偏っていないか？ 

粗利益率の高い(低い)顧客の理由は何か？ 

   ・主な競合先（下記は把握内容） 

ライバル店について、商品の品質、ラインナップや価格帯、顧客層と求めて

いるニーズ等、自社と何が重なるのか、異なるかを整理 

どこで差を打ち出すべきか？ 
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(2)経営指導員、専門家による経営分析の実施 

 

 

 

 

                

 

事業者概要シート、事業環境の棚卸シートの作成に加え、決算書に貸借対照表ま

で作成している小規模事業者に対しては、併せて財務分析を行い、各財務指標と業

界平均値の比較を行う。財務分析には中小機構が提供する「事業計画作成キット」

の財務分析シートを活用する。（下記参照） 

 

 財務分析シートの書式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○財務分析 

・決算書から一般的な収益性や安全性（資金繰り）等を分析する 

（見込まれる効果） 

自社の各財務指標を業界の平均値と比較（日本政策金融公庫の小企業の経営指標）

することで、自社の財務体質を理解できるようにする。特に小規模事業者は原材

料価格が変動しても販売価格を見直すことがされていない。もう一度自社の商

品・サービスについて、項目毎の原価を積算し、それぞれの商品の利益を見える

化する。また損益分岐点分析から目標売上高を算出する。 

本ツールは、決算数値の入力のみで各指標が自動計算される。また分析結果がグ

マクロ環境の変化 市場の変化 自社・自店舗に影響 

①顧客の棚卸し ②競合・業界の棚卸し 

③商品・製品・サービスの棚卸しを実施後に各分析を行う
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ラフ表示され、事業者にとっては各数値の改善・悪化傾向が目で見て分かる。各

数値や指標のうち 3 期間の推移で大きく変動している数値を拾い出し、経営支援

員と一緒に理由を考え、対策を検討する。また高度な分析を必要とする場合は、

他の支援機関と連携し、専門家派遣制度を活用し専門家による分析を実施するこ

とで、自社の経営状況を把握する。専門家による分析項目は下記のとおり。 

 

○マクロの分析 

・業界を取り巻く環境について（PEST 分析等） 

（見込まれる効果） 

自社にとって統制不可能なマクロ環境の把握。「政治」「経済」「社会」「技術」の 4

つの視点で事業活動に影響のあるものを中心に検討を進める。時代の変化の大き

な流れを掴むことで、小規模事業者が自社事業について中長期的な視点で物事を

考えることができるようになる。 

 

○ミクロの分析（自社・顧客・競合の視点（3C 分析）） 

・自社の強みと弱みについて 

（見込まれる効果） 

強みの精査については下記のとおり選別することで、本当の強みを把握する。 

   【強みの精査】（ここでの経済性とは売上に繋がるものをいう） 

① 経済性のないもの（強みとまではいえない） 

② 経済性はあるが希少性はないもの（他社と同程度の強み） 

③ 経済性・希少性はあるが模倣困難性のないもの（一時的優位性のある強み）

④ 経済性・希少性・模倣困難性のあるもの（優位性が持続する強み） 

⑤ ④の強みを組織化・仕組化したもの（将来に渡り優位性が持続する強み） 

これらの強みを層別することで、売上の維持を検討する。また小規模事業者には、

「知恵・工夫・経験」といった定量化できない強み（無形資産）をしっかり認識

してもらう（ウリを認識する）。 

 

・消費者動向と取引先動向について 

（見込まれる効果） 

既存のコアのお客は誰なのか。性別・年齢別・時間別など、頭の中にあるイメー

ジではなく、現地現物で数値を拾う訓練をする。これによりターゲットや市場を

明確にし、今後の方向性を見出すことに役立てる。 

事業者が分析したい項目について、どのようにデータを拾えばよいかの調査方法

をアドバイスする。その際に事業者の調査に関する事務負担をなるべく少なくす

るために、あらかじめ商工会議所にて事業者に見合った調査ツール（記入用紙）

を作成する。事業者は数値を拾う調査だけに集中できる環境を整える。 

 

⇒外部環境と内部環境の状況把握から SWOT 分析も行う 

 

○販売分析（ABC 分析等） 

・売上全体と売上構成項目ごとに年間・季節ごとに売上推移をみる 
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・売上構成比の上位の項目と、それぞれについて粗利と粗利益率を比較 

（見込まれる効果） 

繁忙期と閑散期を改めて認識する中で、小規模事業者の取り組みとして閑散期に

売上を上げること（季節ごとの売上の平準化）は難しい。繁忙期の売上をさらに

上げるための戦術を考える。また会社に寄与している商品・サービスの貢献度合

いを「売上と粗利の総合評価」で判断でき、収益性を向上させるのに役立てる。 

 

以上の項目等について専門家と分析を行う。このほかに、必要に応じて商業系で

あれば商圏分析ソフトを導入、活用して定量データを抽出する。工業系に関しては、

現場での「物と情報の流れ図」を作成し、モノと情報の停滞を把握することで製品

リードタイム短縮の足がかりを探る。またトヨタ生産方式の可視化の道具である「標

準作業組合せ表」を作成し、現状の造り方を「見える化」することで、自社の現状

把握に努め、ムダを見つける手がかりとする。特に製造業の可視化については、職

員のものづくり現場への出向経験を活かした取り組みである。こうした分析によっ

て、「早く造ることが安く造れることに繋がる」ことを製造原価の考え方を通して理

解してもらう。 

 

(3)経営分析を行う小規模事業者の掘り起し 

経営分析支援先を掘り起こすためにセミナーを開催する。 

  

(3)-1 各務原ビジネススクールの開催 （工業系に関する支援） 

1）背景 

当市はものづくりの街として、製造品出荷額は長年にわたり県内 1 位を誇って

いる。それを牽引しているのは、当市の製造業 900 社の内の中規模企業約 100 社

である。小規模事業者は中規模企業の協力者としての位置づけであり、中規模企

業の拡大にとって必要不可欠なものである。外部環境の変化により技術革新が進

む中、小規模事業者に対する中規模企業からの納期・品質・コスト等の要求は高

くなっている。今後中規模企業からの要求に対し、しっかりとした対応能力を備

えておく必要がある。さらには、世の中の技術力が上がっていくことで従来から

の単なる下請け関係は消滅していくことが予想される。今後小規模事業者が持続

的発展をしていくためには、親会社に提案して一緒に取組んでいく横請け関係

（50:50 の関係、ビジネスパートナー）を目指していかなければならない。その為

には小規模事業者自身の経営姿勢、考え方や考える力を養っておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親会社 

自社 

親会社 自社

世の中の技術力が

上がっていくと、こ

の関係性は薄くな

っていく 

親会社に提案し

て、一緒に取組

んでいく 
（イメージ） 

50：50の関係、ビジネスパートナー 

下請け 横請け 
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2）目的 

自ら考え、問題を発見し解決する力の育成をしていく。 

3）対象 

今のままでは先がないと危機感をもっている工業系の小規模事業者を中心と

する。商業系の小規模事業者の中でも希望者は対象とする。 

4）内容 

①企業と組織 【講義中心】 

・企業の成立ち 資本、所有と経営、法人格、社会的存在としての企業 

・組織の成立ち バーナードの 3要素、ビジョン、理念、企業文化 

・組織成員   働くことの意味 

②人材マネジメントとリーダシップ【講義中心】 

・人材マネジメントの考え方 

テーラー科学的管理、レスリスバーガー人間関係論 

ハーズバーグ動機付け・衛生理論、マズロー欲求段階モデル 

・リーダシップ 

コミュニケーション原理、リーダシップ類型 

・人材育成 

暗黙知と形式知、親方方式と家元方式 

③企業会計の基礎【講義中心】 

・財務会計の基礎         

財務諸表とその意味、売上から回収まで 

・管理会計の基礎 

管理系系の意味、変動費・固定費、損益分岐点、原価管理の方法 

④経営思考力【講義と演習】 

・企業に求められる思考様式 

未来志向性、仮説構築、論理思考と弁証法思考 

・構造化思考 

⑤問題発見法・解決法【講義と演習】 

・問題の定義、問題の類型、解決プロセス、問題と課題 

⑥意思決定法【講義と演習】 

・意思決定とは何か、正しい意思決定の方法、意思決定の類型 

・リスク下の意思決定 

・不確実下の意思決定 

・相手のある意思決定 

5）効果 

本セミナーで経営に関する基礎知識などをわかりやすく解説し、必要に応じて

演習を行うことで、「みずから問題を発見して解決に向かう力」を育成するこ

とが期待できる。 

 

※その他、VR テクノセンター、岐阜県産業経済振興センターなどが開催するセ

ミナーの情報発信を行う。 
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(3)-2 売上げアップセミナーの開催 （商業系に関する支援） 

1）背景 

郊外型大型小売店舗やコンビニエンスストアの増加、インターネット通信販売

の活用など、市民の買い物のあり方は多様になっている。小規模な小売店等に

は、店員との交流や空間としての楽しみ、地域に根差した独自のサービスなど、

様々な魅力がある。地域の賑わいをつくっていくためには、このような魅力を

さらに引き出す必要がある。また、小規模事業者の持続的発展を図るためには、

消費者ニーズの変化への対応力、ビジネスチャンス発見手法、販売力・営業力

強化に関する原理原則を学び「売上げアップ」に繋げていくことが重要である。

※当商工会議所が調査している「平成 26 年度第 1四半期景気動向調査」 

商業者 14 社の経営上の問題点上位(複数回答) 

第 1 位 大型店の進出による競争激化 14 社 

第 2 位 消費者ニーズの変化への対応 11 社 

2）目的 

意欲的な小規模事業者の売上げアップを実現していく。 
3）対象 

このままでは先がないと危機感をもっている商業系の小規模事業者。 

4）内容 

小規模事業者のビジネスチャンス発見手法、売上げアップ実現を図るためのセ

ミナー 
① ビジネスチャンス発見手法 

② 販売力・営業力強化に関する原理原則 

③ 売上げアップに成功した経営者の体験談 

④ 売上げアップに関する一般的な考え方や事例 

⑤ 各業種特性に合わせた具体的な売上げアップの方法 

5）効果 

外部環境の変化が激しい中で、小規模事業者が持続的に売上アップを図ってい

くのは大変困難な状況であること。そして、この様な外部環境に適応していく

ためには、小規模事業者自らが次の時代をしっかり観て戦略を構築し、売上ア

ップを実現することの重要性を認識させる。 
 
※その他の実務型セミナーの開催 

財団法人ソフトピアジャパンと連携したセミナー 

販路拡大に繋げるインターネット販売セミナー、デザイン力向上セミナー 

 

(3)-3 工業・商業セミナー参加者のフォローアップ 

1）個別支援（講義の講師による個別相談会） 

セミナーを受講した中で、本気でやる気のある受講者に対し伴走型の個別支援

を実施していく。 

まずは自社・自店の置かれている環境に気付かせること。 

2）フォローアップ 

個別支援終了後、当所の経営支援員等を中心に個別支援の確認をしていく。 
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3）実施支援（必要に応じて施策情報を提供していく） 

①進捗確認 

・巡回を通して現場確認 

②フォローアップ 

・次のステップアップに向けた支援 

・ボトルネックの解消。次のステージに行けば、また新たなボトルネックがあ

る。それを気付かせ考えさせて一緒に解消していく 

・必要に応じて専門家派遣を行う 

 

［活用方法］ 

統一様式の活用により、経営支援員等のヒアリングスキルのバラつきを一定レベル

まで引き上げる。様々な経営課題解決に向けて専門家派遣を活用する際、本シートの

内容を事前に専門家へ情報提供しておくことで、限られた当日の個別相談をより有意

義な内容とすることができる。事業者概況の基礎データを一元管理することで、可視

化・共有化が可能となる。他の経営支援員等が当該事業者に初めて接触する際にも、

データ活用し事前把握をすることでヒアリング内容の重複を避けることができるなど

スムーズな支援に繋がる。支援先の状況を詳細に把握することで、経営分析支援の質

と量を引き上げていく。自社の分析結果から事業者に市場の変化や自社の強み等をし

っかり認識してもらうことで、取り組むべき方向性が明確化する。これにより次の事

業計画策定に繋げていく。また、セミナー開催により問題意識の高い小規模事業者を

経営分析対象として掘り起こすことで、経営分析実施者数に対する事業計画書策定者

数の比率を高めていく。 

 

［目標（定量）］ 

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(延べ) 3,188 4,000 4,000 4,100 4,100 4,200

窓口相談件数(延べ) 3,081 3,500 3,500 3,500 3,600 3,600

巡回訪問企業数 1,172 1,300 1,300 1,400 1,400 1,500

窓口相談企業数 731 900 900 900 900 900

経営分析シート記入数 未実施 40 50 70 100 150

経営分析実施事業者数 未実施 35 40 50 60 80

セミナー回数(延べ) 未実施 13 13 13 13 13

セミナー参加者数(延べ) 未実施 195 195 195 234 234

セミナー後の個別支援件数 未実施 10 12 12 15 15

個別支援後のフォロー件数 未実施 20 24 24 30 30

※経営分析シート記入は、事業者概要シート及び事業環境の棚卸しシートの記入を示す 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

［現状と課題］ 

これまで小規模事業者は、補助金申請や資金調達する際に事業計画策定の機会があ

ったが、事業計画書は外部資金を獲得するための手段としていたことで、損益計画や

アクションプランなど計画書自体の精度は必ずしも高いものとは言えない状況であっ

た。もともと自分の構想を紙に書くことが苦手な事業者が多く、計画書策定にあたっ

ては、支援者にお任せの状態であり、主体的に策定していないため、事業者の意志が

しっかりと反映されているとは言い難い。今後は事業計画書の必要性・有効性を事業

者が認識したうえで、経営力向上に向けた計画書をつくる必要がある。 

 

［目標（定性）と考え方］ 

経営分析の結果に基づき、需要を見据えた事業計画の策定を行うために、事業計画

策定支援の流れ図を下記のとおり示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２７ 
 

当経営発達支援事業の事業計画策定は、計画全体の「実現可能性」と取り組み内容

が経営に寄与する（売上の維持・向上に繋がる）ものかどうかの「収益性」を重視し

た内容とする。また課題抽出の後のアクションプラン作成においては、小規模事業者

の経営資源の状況を鑑みて、手がつけやすい事項と重要度との 2 つの視点から検討す

る。 

事業計画策定支援は、下図の「個社支援先の掘りおこしスキーム」に基づき実施し

ていく。需要を見据えた事業計画を策定するために、外部環境の変化を認識し、自社

の経営分析や市場調査の結果を把握している事業者を支援対象とすることで、「実現可

能性」および「収益性」について蓋然性のある事業計画書策定を目指す。経営分析か

ら市場動向調査、事業計画策定、実施まで小規模事業者の自助努力だけでは克服でき

ない問題に対して各支援機関と連携し地域ぐるみで総力をあげて支援していく。当商

工会議所は小規模事業者にとって最も身近な支援機関として小規模事業者の視点に立

ち、伴走しながらきめ細かく応えていく。 
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当商工会議所では、過去 10 年間、上図の考え方にてセミナー・個別相談を実施して

きた。当経営発達支援計画においても、セミナーを切り口として支援先を掘り起し、

計画経営を実践する小規模事業者を増やすことで、持続的な発展を実現する小規模事

業者を育てていく。 

  

（事業計画づくりの支援先数を増やす取り組み） 

これまで経営改善普及事業である小規模事業者の年末調整や確定申告等の税務相

談、マル経融資等の金融相談に応じてきたが、その相談対応のみで完結することが多

くあった。今後は事業計画策定支援先の数を増やすために、下記のセミナー参加者以

外の掘り起しとして、日常の巡回活動を基軸に、年末調整や確定申告の窓口相談の際

にも深く事業者に入り込んで、商売上の課題や問題を聞き取り、解決のために計画経

営の重要性を認識してもらい、持続的発展にむけた事業活動を支援していく。そのた

めには、小規模企業白書にあるように経営計画策定により具体的に効果を発現した事

例のように「見える化」が必要である。このような事業計画策定支援事例を管内事業

者のモデルで紹介することで、計画経営の有効性を地道に訴求していく。 

 

［取組内容］ 

(1)事業計画策定を目的としたセミナーの開催 

(1)-1 経営持続化計画策定支援セミナーの開催（経営持続化計画策定支援） 

1）背景 

平成 26 年度の小規模事業者持続化補助金申請支援の過程から、当商工会議所の

小規模事業者に対する支援の課題が見えてきた。課題は以下のとおりである。 

① 計数把握の機会がない（考えること、調べることの習慣がない） 
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② 目先の仕事・利益優先 

③ 経営に貢献している商品が分からない 

④ 自社の業界（地域）での立ち位置が分からない 

⑤ 将来の事業について中期的な視点がない 

⑥ 事業計画書を策定することの重要性・有効性を認識していない 

⑦ 事業計画策定の経験がない 

⑧ 取り組むことへの重要性を認識していない、進捗管理をしていない 

2）目的 

将来のあるべき姿を描く ～モヤモヤから明確に～ 
3）対象 

先の見えないモヤモヤとした現状脱却を願う小規模事業者。 

4）内容 
事業計画とは自社が将来あるべき姿に到達するための道筋を示したもので、事

業計画を策定するためには、経営者の夢、理想、アイデア等をもとに「将来ど

のような事業所になっていたいのか」というあるべき姿を明確にしていく。 

①売上げ変化から世の中の動きを見よう 

小規模事業者にとって馴染みやすい「売上げの変化」を分析することで時代

の流れを理解し、今後どのような経営環境になり、どのようなニーズが市場

にあるかを予測する。 

②自社は顧客に対して何を提供しているのか考えよう 

自社が顧客に提供する価値とその強みを分析する。 

③売上げアップの作戦を立てよう 

変化する市場に適合するビジネスモデルや購買プロセスについて解説する。

その中で自ならばどのようなことが必要かを考える。 

④作戦実行計画を作ろう 

各種補助金の説明、事業計画の意義や立案方法について解説する。 

5）効果 
経営の現状が見えると、対策が打てるようになる嬉しさが実感でき、さらには

原価の考え方、管理会計の意義を学び、計画経営の必要性を認識していく。 
小さな隣の店主の成功事例（これまでの支援事例）を紹介し、「自分もやれる、

やらなければいけない」という意識を持つことができる。 
 

(1)-2 創業セミナーの開催（創業計画策定支援） 

1）背景 

当市はものづくりのまちであり、航空機・自動車関連産業が市の産業を牽引し

ている。当市経済の活性化には、基幹産業である製造業の活力の維持・拡大が

不可欠であるとともに、人口、産業など都市の規模からみればまだまだ発展の

余地が大きいサービス産業の振興も重要である。サービス産業の生産額は順調

に拡大しつつあり、新ビジネス創出への期待も高い。 

そこで、事業者には新しいアイデアや仕組みにより画期的・革新的な成果を上

げるための挑戦や、新たな成長分野への進出・ビジネスモデルの創出に積極的

に取り組むことが求められている。 
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こうした中、広い視野をもって経営戦略を構築できる創業者の育成が必要とな

る。当商工会議所では平成 7 年から 20 年間、毎年継続して創業セミナーを開

催しており、近年では毎年 20～30 名が受講している。また、創業に関する相

談を随時受け付けており、これまでの実績により、創業希望者が相談する場と

して当商工会議所があることが市内外に認知されている。 

今後も、金融機関や中小企業診断士などと連携して創業セミナーを開催し、一

番身近な相談役として当商工会議所が支援をしていく。 

2）目的 

地域の創業者の増加 

3）対象 

創業希望者 
4）内容 
日本政策金融公庫総合研究所の「起業意識に関する調査（2013 年 11 月調査）」

によると、起業の阻害要因として、「自己資金が不足している（47.0％）」「ビ

ジネスのアイデアが思いつかない（34.0％）」「失敗したときのリスクが大きい

（34.0％）」との理由が挙げられている。このような不安を取り除くため、 
・ 経営理念の重要性 
・ 税務・法務・会計の基礎知識 
・ マーケティング、営業・販売戦略 
・ 資金調達と公的支援制度の活用 
などの内容を含め、創業計画の作成を支援するカリキュラムを組む。 
5）効果 
・ 経営者に必要な基本的な知識のほか、事業を長く続けるための着眼点や考

え方、事業計画の作成方法を学ぶことにより、広い視野をもって経営戦略

を構築できる創業者を排出することができる。 
・ 創業セミナー参加から創業までを当商工会議所でサポートし、創業者との

よい関係を築くことで、開業後に当商工会議所の会員となり継続した経営

支援に繋げることが期待できる。 
 
※平成 26年 10月、産業競争力強化法に基づく「各務原市創業支援事業計
画」が認定された。当商工会議所が実施する創業セミナー、創業相談は、

創業支援事業計画の特定創業支援事業にあたり、受講者・相談者には市が

証明書を発行する。 
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創業支援事業計画（平成 26年 10月・第 3回認定）の全体像 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

創業件数 平成 23年度 12件 
平成 24年度  5件 
平成 25年度 16件 

 
今後も市役所・金融機関・教育機関と連携し、創業支援体制を整備・強化して

いく。 
創業支援事業計画では、ビジネスモデルの構築、資金調達など創業に必要とな

る要素に応じて連携機関の強みを活かした適切な創業支援を行い、創業支援者

年間延べ 152件と 16件の創業を実現することとしている。 
 

(1)-3 第二創業・経営革新セミナーの開催（経営革新計画策定支援） 

1）背景 
市場変化や経営環境変化に対応しようとする経営革新を行うためには、時代や

市場に対する洞察力、市場ニーズに応えるビジネスモデルの構築など、高度で

抽象的な思考力が必要である。しかし小規模事業者や従業員は、このような思

考力についてトレーニングを受けてこなかった。 
2）目的  
経営のための思考力向上～自ら考える～ 
3）対象 
あらたな時代に積極的に対応しようとする小規模事業者。 
4）内容 
①構造化思考 
事象間のさまざまな関係を明らかにして、図解する方法を学ぶ。複雑な事柄の

本質を理解して、どのようなことが発生するかという仮説構築の基礎力を修得

する。 

 

・創業相談（ビジネス商

談会マッチング事業）

十六銀行 

 

・創業セミナーを実施

・創業相談 

各務原商工会議

 

・ワンストップ相談 

 窓口の設置 

各務原市 

 

・創業相談 

岐阜信用金庫 

 

・課題解決型インターシップ

により、企業のニーズに敏

感な若手創業者の醸成 

・情報提供 

岐阜大学 

創業希望者、創業者 

連
携
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②分析技術 
個別事象の本質的特徴を理解する手法を学ぶ。より成功可能性の高い方法を選

択する判断力や洞察力を向上する基礎とする。 
③問題発見法・問題解決法 
何が問題であって、何を克服しなければならないかを、合理的に整理する方法

を学ぶ。 
④ビジネスチャンス発見 
以上の思考法を活用して、どのようなビジネスチャンスがあり得るのかを発見

する手法を学ぶ。 
5）効果 
本セミナーは、あらたな時代に積極的に対応しようとするために必要な「経営

思考力」を高める内容となっている。従来のセミナーとは異なり、聴講するだ

けではなく、与えられた演習課題を自ら考えていくことで、混迷の時代の扉を

開く「鍵」を獲得することができる。さらには、セミナー受講者の中で意欲あ

る小規模事業者を対象に専門家と当商工会議所職員による個別相談支援を実

施することで、伴走型支援の充実を図り、小規模事業者の事業計画、経営革新

計画書認定に繋げる。 
 

経営革新計画書認定件数 平成 23 年度  4 件 

平成 24 年度 11 件 

平成 25 年度  2 件 

 

(2)事業承継支援事業 

1）背景 

多くの高齢経営者には事業承継をまだ先のことと考える人が多く、準備も十 

分に行っていない経営者が相当数いると想定される。 

2）目的  

事業承継の準備を早い時期からすべきことを啓発するとともに後継者不在に 

よる廃業に伴う経営資源・雇用・技術の喪失を防止する。 

3）内容 

事業承継に関する個別相談事業を実施する。会社の資産等の現状把握や後継者

候補選定支援など各々の小規模事業者に合った円滑な事業承継を行うために

も、当商工会議所データ（業種別年齢構成表）から、60 代以上の小規模事業

者をリストアップする。巡回を通してアンケート調査を実施、集計を行い、特

にその中で「開発力・技術力・雇用」が絡む小規模事業者を優先に専門家と帯

同しながら課題の解決を図っていく。 
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【業種別経営者年代構成表】会員小規模事業者 1,151 社のデータ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60、70 代の経営者 

・60、70 代の小規模事業者を重点巡回 

・アンケート実施 

・集計、分析 

・個別対応 (専門家に帯同) 

 

(3)経営発達支援融資制度を活用した金融支援 

事業計画策定支援においては、損益計画に加えて資金計画を作成していく。その

際に設備投資等、新たな資金需要がある場合には小規模事業者経営発達支援融資を

活用し、資金繰り、経営の安定化を図るように努める。 
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 ［目標（定量）］ 

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(延べ) 3,188 4,000 4,000 4,100 4,100 4,200

窓口相談件数(延べ) 3,081 3,500 3,500 3,500 3,600 3,600

巡回訪問企業数 1,172 1,300 1,300 1,400 1,400 1,500

窓口相談企業数 731 900 900 900 900 900

持続化計画策定セミナ

ー回数(延べ) 
5 3 3 3 3 3

同上の参加者数(延べ) 97 60 60 70 70 70

持続化計画書策定件数 25 30 30 40 40 50

創業セミナー開催回数 1 1 1 1 1 1

創業支援者数（セミナー

受講者を含む） 
33 40 40 40 50 50

創業計画書策定件数 未実施 10 10 15 15 20

経営革新セミナー開催

回数（延べ） 
未実施 8 8 8 10 10

経営革新個別支援数 2 10 10 10 15 18

経営革新計画書承認 1 4 4 6 6 7

事業承継に関する相談件数 未実施 2 4 4 5 5

 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

［現状と課題］ 

小規模事業者は、計画書に記した取組項目に期日を設定したものの、日常業務に追

われ、着手が遅れることもある。また資金的な要因で実行できない場合もあるため、

計画どおりに着手できるよう事業者に寄り添ったフォローが必要である。これまで当

商工会議所では、経営の戦略に関することから HP やチラシ作成の方法など実務レベル

に至るまで幅広い内容のセミナー、講習会を開催してきた。しかしそれ自体（セミナ

ーを行うこと）が目的となっており、その事業を活用して（セミナーに参加して）小

規模事業者がどうなったのか、どのように経営に寄与したのかを意識したフォローが

十分でなかったと思われる。この状況は事業計画策定後のフォローについても同じ状

況であった。今後は事業（事業計画策定）の目的をしっかり認識し、経営の持続的発

展に向けて、点の支援から線の支援を意識し小規模事業者（創業者を含む）の状況に

応じたフォロー体制の構築が必要である。 

 

［目標（定性）と考え方］ 

事業計画策定は経営の持続的発展のための手段であることを事業者、経営支援員等
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ともにしっかり認識する（目的ではない）。事業計画策定後の実施支援においては、①

アクションプランの進捗（実施）状況の確認 ②成果について計画と実績の差の確認 ③

計画と実績の差からアクションプランの修正や更なる売上アップ、収益確保に向けた

取り組み立案を行う。これらの進捗状況の確認は現地現物で経営支援員等が行い、遅

れている際には、小規模事業者がアクションする上で困っていることを聞き取り、必

要があれば各支援機関と協力しながら計画の見直し・再検討を行っていく。これによ

り PDCA サイクルをまわす支援を意識し実施していく。将来的には、策定した事業計画

に盛り込んだ計画数値以外の項目についても、事業者自らが定量化できるようにする

ことで、いつでも足元の経営状況が分かるようになり、計画と実績の差から「すぐに

手が打てる経営」に成長させる。 

 

［取組内容（指導内容）］ 

(1)アクションプランの進捗（実施）状況の確認 

事業計画書にあるアクションプランについて、初期段階における「着手できたか

否か」の確認を現地現物で行う。計画作成時にはできると思ったが、いざ取り組も

うとすると障壁があってできない場合も想定される。取り組みができていない場合

には、その理由を把握し、再度行動計画を修正するなど行き戻りしながら伴走型支

援を行う。 

 

(2)成果について計画と実績の差の確認 

「計画どおり活動して狙った成果が出たか否か」を検証する。活動をしながらも

思うような成果（顧客獲得、売上増、コストダウン等）が上がらなかった場合は、

成果に結び付かなかった理由と方法等を修正し継続すべきか否かを検討する。 

 

(3)計画と実績の差から次に取組むべき方向性の検討 

必要に応じて連携する各支援機関と協力し、改めて次の段階において誰が・何を・

どうするべきかを考え新たな事業計画に書き換える。特に当初の計画から下振れす

ることが予想される場合には速やかに専門家を活用しながら計画を見直し再検討す

る。 

 
 
「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用 

事業計画にあるアクションプランの中で、例えば販路拡大のために積極的な

広告宣伝活動を行う際に、資金繰りを圧迫させないよう、一定の要件を満た

した小規模事業者に対し、日本政策金融公庫が事業の持続的発展のための取

り組みに必要な設備資金及び付随する運転資金を低利で融資する「小規模事

業者経営発達支援融資制度」を活用し、事業計画策定後の実施支援の中で、

経営の安定化を図るものとする。 

 

［指導頻度・有効性］ 

既存事業所を対象とした経営持続化計画、経営革新計画の事業計画策定後の指導に

ついては、年 3 回（4 カ月毎）事業所にて実施状況の確認、効果の確認を行う。この

他に実行日が決まっている取り組みに対しては、実行予定日から 1 週間以内にアクシ
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ョンができたかどうかの進捗を確認する。また必要に応じて巡回以外にも電話での確

認を行う（最低 2カ月毎）。創業者を対象とする創業計画書策定後の指導については、

年 4 回（3 カ月毎）商工会議所にて進捗状況の確認を行う。特に創業者に対するフォ

ローアップについては状況を鑑み、事業を進める上での困ったこと等を確認するとと

もに新たな課題が出てきた場合は、連携する支援機関と協力して解決していく。 

確実なフォローアップを実施していくために、各事業計画書はデータで一元管理す

ることで情報共有し、支援担当者以外も把握できる体制を整える。支援担当者には、

所内情報共有ツールである「グループウェア」のスケジュール機能に、直接個社のフ

ォロー日時を入力するよう徹底させるほか、経営支援戦略会議（※1）にて個社のフォ

ロー状況の情報共有を図ることで、経営支援員による事業者への進捗管理の遅れを防

ぐ。これにより小規模事業者の事業計画に沿った事業の確実な実行支援を行う。 

 
※1 経営支援戦略会議：各務原商工会議所において独自に開催する定例会議。月に 2 回経営指導員の個社支援の

案件把握、支援の方向性について情報共有、検討を行っている。 

 

 ［目標（定量）］ 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
持続化計画策定についての 

個別支援件数 

(小規模事業者持続化補助金

等関連支援の件数を含む) 

36 35 35 45 45 55 

持続化計画書策定件数 25 30 30 40 40 50 

持続化計画策定支援進捗 

確認等フォロー件数 

(1 事業所 3回／年) 
50 90 90 120 120 150 

 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
創業セミナー個別相談件数 10 10 10 10 15 15 
創業支援者数 

（セミナー受講者を含む） 
33 40 40 40 50 50 

創業計画書策定件数 
（セミナー参加の有無を問わず、

すべての創業相談者を対象） 
未実施 10 10 15 15 20 

創業計画策定後の進捗確認

等フォロー件数 

（1事業所 4回／年） 
未実施 40 40 60 60 80 

創業件数 6 10 10 15 15 20 
 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

経営革新個別支援数 2 10 10 10 15 18 

経営革新計画書承認 1 4 4 6 6 7 
経営革新計画承認事業所 

進捗確認等フォロー件数 

(1 事業所 3回／年) 
2 12 12 18 18 21 

 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
小規模事業者経営発達支援

融資制度 活用件数 
未実施 2 5 7 7 10 
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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］ 

  中小企業・小規模事業者の販路開拓について、中小企業庁委託「市場開拓と新たな

取り組みに関する調査」によると、市場のニーズ、商圏、市場の規模を把握している

と回答した者は、把握していないと回答した者に比べて、目標の達成度合いが高いと

いう結果があり、小規模事業者にとって市場のニーズ、市場の商圏（エリア等）、市 

場の規模（金額面）を把握することは極めて重要なことである。経済動向の情報収集

の状況と同じように、事業者視点では需要動向に関する情報を収集する機会が少な 

く、また、これまで当商工会議所も情報の保有量としては多いものの、事業者に応じ

た必要な情報を整理し、タイムリーに提供する機会は充分でなかった。 

 

 ［目標（定性）と考え方］ 

今後は小規模事業者が自社の持つ技術力や強み・特徴を認識した需要創造や掘り起

しに取り組めるよう、【指針①】の経営分析を踏まえ、今後の戦略の方向性が市場の 

ニーズに見合ったものとするために、需要動向に関する情報の収集、整理、分析及び

提供を行う。分析結果の提供については小規模事業者に分かりやすく、丁寧に情報提

供をするとともに、自ら調べることができるよう、効率的な情報収集方法を伝えるこ

とで、事業者自身の情報収集能力を向上させる。また商工会議所にて収集したデータ

は各種媒体での公表による対多数への提供だけでなく、対個別事業者毎に必要な需要

動向に関する情報提供支援の充実を図ることで、潜在顧客の把握に役立てる。 

 

 ［取組内容］ 

(1)各種需要動向の収集、整理、分析及び提供（マクロ環境の変化について） 

  マクロ環境でおこった様々な変化により、顧客や競合という市場が変化し、それが

自社や自店舗に影響を及ぼすこととなるため、下記のマクロ環境の変化について、業

界動向（供給サイド・経済動向）と、市場動向（需要サイド・需要動向）の両面から

情報収集・整理を行う。収集したデータを事業者に情報提供し、自社のビジネスにど

のように影響を与えるのかを把握し、事業計画策定時に役立て、経営力向上に資する

取り組みを行う。 

 

   

 

 

 
   企業外部データ（2次データ）の収集・提供 

供給サイドと需要サイドの両面から情報収集 

 

 

 

 

 

マクロ環境の変化 市場の変化 自社・時店舗に影響 
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＜情報収集内容＞※業界動向については「１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】」に記載 
種別 項目 内容 

市場動向 人口統計的変化 地域の人口推移（地区別、年齢別） 

業界動向 経済的変化 景気動向、物価の変動、失業率、住宅着工数等 

業界動向 政治・法律的変化 政府の方針転換、業界法の改正等 

市場動向 社会的変化 消費者のライフスタイルやものの考え方の変化等 

業界動向 技術的変化 新技術の誕生（例：3D プリンター等） 

 

  市場動向（需要サイド・需要動向）の収集データ例と内容 

人口統計的変化 

・国等の統計データの活用 

国勢調査：総務省統計局が 4 年に 1 度実施する統計調査で、地域別・性別・年

齢別の人口・世帯数等の動向が把握できる。 

家計調査年報：総務省統計局が毎年実施する調査で、地域別・品目別の 1 世帯

あたり年間消費額が時系列で把握できる。 

社会的変化 

   ・各種新聞、経済誌の活用 

日本経済新聞、日経流通新聞、商業界、日経ビジネス、東洋経済等 

「若者の車離れ」などの価値観、ライフスタイルの変化による消費者の考え方

に関する報道、新聞記事、雑誌掲載記事により情報収集できる。 

 

※商業・サービス業への情報提供項目については、各務原市内 JR、名古屋鉄道

の駅利用客数（東海旅客鉄道㈱、名古屋鉄道㈱・毎年）岐阜各務原インター

利用状況（中日本高速道路㈱・毎年）、各務原市内観光施設・イベントの観光

客数（各務原市ブランド創造課・毎年）等を調査する。 

 

(2)当商工会議所の女性専門チームによる需要動向調査支援 

小規模事業者は、日々の日常業務の忙しさの中で数多く提供される情報が、自社・

自店にとって有益なものかどうかが分からず、情報の選別が困難な状況にあること

が多い。そこで当商工会議所では、まずは「情報をキャッチする」意識づけをする

ための取り組みとして、「会議所プラス情報発信隊」を結成し、需要動向について女

性職員の感性を活かして小規模事業者にとって有益な情報を収集、整理して発信し

ていく。これを実施していくことで、女性職員の収集・まとめ・発信力の向上にも

繋がっていく。 

 

(2)-1 経営力向上に資する情報提供(対全事業者) 

1）提供内容 

商品・サービスの情報内容は新聞や業界誌に掲載されているもの以外に、身近

な市内事業者が提供しているものも含める。話題の商品・サービスという「モ

ノ」の紹介ではなく、その商品・サービスの展開について、取り組みに至った

背景や考え方、その商品が利用者にとって、「どういうことがうれしいのか（ベ
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ネフィット）」を押さえて伝えていくことで、事例から隠れたニーズ（需要）

を把握できるようにする。 

2）提供方法など 

臨時職員含む全女性職員が情報発信隊のメンバーとなり、Ａ４サイズ両面印刷

を基本として紙面を編集。毎月発行する当商工会議所会報に折り込むほか、当

会議所ウェブサイトにも掲載する。一方的な発信ではなく、会議所と事業者と

の双方向を意識して、お問い合わせ・質問欄などを設ける。 

3）情報収集先 

・日本商工会議所  ・全国各地の商工会議所会報記事 

・中小企業ネットマガジン 

・中部経済産業局 メールマガジン「中部 METI ニュース」 

・ミラサポコミュニティダイジェスト 

・日経ビジネス ・日経 MJ ・商業界 ・域内のトレンド 

・施策情報(国・県・市)、小規模企業白書など 

以上から発信された情報を整理し、小規模事業者の経営に関する情報をピック

アップし提供を実施していく。 

4）見込まれる効果 

商工会議所で情報収集・整理・分析した結果を一方的に事業者に伝えるのでは

なく、発信隊が紹介した商品・サービスについて、事業者が事例の商品の特徴・

ターゲット・取り組みの背景を考える訓練をすることで、物の見方・視点が変

わり、ビジネスセンス向上に繋がる。自社の商品がお客にどう喜ばれているの

かを意識することにより新しい発想の契機となる。（「モノ」売りから「コト」

売りのへの発想） 

女性目線で情報を収集・整理するため、ソフトなイメージで情報発信される。

その「話題性」や「読みやすさ」から受け手側である小規模事業者が「情報」

というものに興味を持ち、自ら収集することの動機づけとなる。また情報収集

源も新聞、雑誌等豊富であり有益な情報を提供できると考える。情報提供内容

から小規模事業者が、需要動向に対して、どのような発想・考え方で事業展開

していけばいいのかのヒントを掴んでもらえる。 

 

(2)-2 事業者が提供する商品やサービスについての需要調査（対個社） 

事業計画策定後に事業者が提供する商品やサービスについて、女性専門チーム

が、消費者目線で商品・サービスを考察、意見出しをする。事業者が想定してい

るターゲットや販売価格、販売チャネル等についてとりまとめ、事業者へフィー

ドバックし、ギャップを確認する。また経営指導員と情報共有して多角的な視点

でターゲットに対する売り方・訴求方法を検討し、商品・サービスの販路拡大に

繋げる。 

 

(3)情報キャッチのツールの提供と使い方支援 

小規模事業者にとって有益な施策情報等を入手できる仕組みづくりを支援する。

情報収集ツールとして各機関が発行するメールマガジンを紹介、登録を促す。情報

サイトの「ミラサポ」や「J-Net21」等、各ツールについて、事業者が欲しい情報に



４０ 
 

辿りつくまで、検索の仕方や活用方法をレクチャーすることで、小規模事業者自ら

が情報を取りに行くことができる体制を整備する。 

＜メールマガジンの登録＞ 

中小企業庁（ミラサポメールマガジン）、中部経済産業局（中部 METI ニュース）、中

小企業基盤整備機構（中小機構インフォメーション、J-Net21、e-中小企業ネットマ

ガジン）、岐阜県産業経済振興センター（メールマガジン）等 

 

［活用方法］ 

【指針①】経営分析で行った自社の顧客と商品・サービスの各棚卸しデータに、本

事業の需要動向のデータ、傾向を加えることで、事業計画作成時における「誰に」「何

を」「どのように」販売していくのか、いわゆる事業コンセプト（戦略）の決定に役立

て、今後事業者が取り得る方向性を見だしていく。また事業計画策定前の情報提供だ

けでなく、計画策定後も既存の商品・サービスについて、当商工会議所女子専門チー

ムや経営支援員等がニーズ調査を行い、消費者目線で編集した需要動向を提供するこ

とで、販売に向けた戦術を確立していく（対個社支援）。 

 

 ［目標（定量）］ 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要動向の調査 

調査・収集項目の件数 
未実施 30 40 50 60 60 

個別情報提供件数 

巡回・窓口相談での個別提供数 未実施 220 220 230 230 240 

会議所プラス情報発信隊 

情報整理・発信件数 
未実施 24 24 24 24 24 

会議所プラス情報発信隊 

個別需要動向調査件数 
未実施 5 10 15 20 25 

情報収集方法、手段の支援 未実施 50 100 150 200 250 

 ※個別情報提供件数は、巡回・窓口相談企業数の合計件数の 10％を目標とする 

 

 

 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

［現状と課題］ 

中小企業白書 2014 には、小規模事業者にとっての最大の経営課題として「営業・販

路の開拓」が挙げられている。さらに中小企業白書 2014 にある下記の調査データによ

ると、小規模事業者が販路開拓を行う際の課題は①新規顧客へのアプローチ方法②販

売すべきターゲット市場の選定③商品・サービスの PR が多く回答されていることがわ

かる。 
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当商工会議所ではこれまで、小規模事業者の販路を拡大するために商談会・展示会・

イベントへの出展機会を提供し、事業者同士のつながり、住民と接する機会の創出に

力を入れてきた。しかし、小規模事業者には商談会や展示会への出展経験がない者が

多く、参加に二の足を踏む傾向がある。出展が自社にとって有効かどうかを判断する

ための情報が不足していることも、出展に踏み切れない原因と考えられる。また、過

去のイベント出展を振り返ると、出展した小規模事業者の多くはその日の売上げ確保

が目的であったと思われる。小規模事業者にとっては、その日の売上げ確保だけでな

く、後に繋がるような顧客確保が必要であるが、それに至っていなかった。 

出展後の成約、新規顧客獲得に繋がる効果的な出展を実施していくには、「出展」と

いう「点の支援」の視点でなく、出展案内をする際の情報提供の方法や、出展後の販

路拡大に繋がる成果を意識した、きめ細かい支援が必要である。 

 

［目標（定性）と考え方］ 

当商工会議所が行う販路開拓支援は、小規模事業者が販路開拓を行う際の課題であ

る上記①～③を解決できるよう対策を盛り込んだ事業展開を行う。 

課題の①新規顧客へのアプローチ方法と②販売すべきターゲット市場の選定につい

ては、現在の「自社の商品・サービスの強み（ウリ）は何か」「エンドユーザーは誰か」

等、現状分析をしっかり行う必要がある。同時に、まだ囲い込めていない既存顧客と

同じ階層の潜在顧客に対するアプローチをどのように実施してきたか等の取り組み状

況を勘案し、取組むべき事項を設定する必要がある。ターゲット（市場）が決まれば、

「何を」「どのように」のアプローチ方法の道筋が立つ。これらは、本経営発達計画事
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業において【指針①】経営状況分析、【指針②】事業計画策定、【指針③】需要動向調

査事業を活用し解決を図るものとする。ただ単に商品を売りさばく「売れ口」を提供

するだけではなく、各支援機関と連携し専門家を活用した個別相談において、販路開

拓を成功させるための「商品づくり」「顧客づくり」「売り方づくり」を同時進行で検

討していく。 

課題③商品サービスの PR については、当経営発達支援事業の【指針④】において「自

社の商品・サービスを世間に広く知ってもらう」活動ができるよう、当商工会議所を

通じて、PR する場を提供していくことで解決を図る。出展案内をする際には、事前に

当商工会議所がイベント主催者側で保有する過去の実績等を収集し、事業者が出展ま

でに準備する項目を整理するなど、丁寧に情報提供することにより参加事業者を掘り

起こす。特にイベント出展支援の際には、事業者に販売機会であると同時に「新規顧

客開拓のための広報活動」の場であることを認識してもらう。 

また、これまで事業計画策定支援をしてきた小規模事業者の中から、事業コンセプ

トに見合った展示会・商談会へ的確に出展支援をすることでビジネスマッチングの成

約率を高めていく。さらには、支援してきた小規模事業者が「新製品・新商品・新サ

ービス」などを開発した都度、当商工会議所を通じてメディアなどに紹介していくこ

とで小規模事業者の販路拡大を伴走型で支援していく。 

 

［取組内容］ 

(1)ビジネスプロモーション支援事業 

1)目的 

新商品、新サービスのプロモーション支援として小規模事業者の取り扱う製

品・商品・サービスに光をあて、小規模事業者の売上げアップに繋げていく。

2)支援対象 

積極的に打って出ようとする意気込みのある小規模事業者 

3)手段 

メディアへ紹介 

・小規模事業者によるプレゼン  

四半期に一度、当商工会議所にプレス・タウン誌を招集し、小規模事業者の

新商品、新サービス、新製品、新メニューなど自社自店の PR を行う 

・プレスリリース(地元の岐阜新聞を中心に、中日新聞、中部経済新聞社) 

・タウン誌への紹介 

地域みっちゃく生活情報誌たんとん 

発行部数 56,930 部 発行日 毎月 20 日 

無料生活情報誌月刊ぎふ咲楽(さくら) 

発行部数 52,000 部 発行日 毎月 20 日 

商工会議所会報・ウェブサイトで紹介  URL:http://www.cci-k.or.jp 

4)効果 

小規模事業者自らが単体でメディア等に PR、売り込むことは容易ではない。

当商工会議所を通じてメディアなどに紹介することで、取材の可能性は高くな

る。メディア自身も常に「ネタ」を求めていることもあり、当商工会議所から

の取材依頼については掲載率が良い。積極的に打って出ようとする意気込みの



４３ 
 

ある小規模事業者の取り扱う製品・商品・サービスが取材により取り上げられ

ることで、新規顧客の獲得に繋がり売上げアップになる。さらには「次は私が

…あそこが掲載されたなら…」という横展開に繋がる。 

 

(2)販売機会提供支援事業 

各展示会、イベント出展については、出展機会の提供のみならず、出展の準備に

必要なノウハウや出展後の顧客アプローチ方法など前後工程についてもフォローを

行う「パッケージ型支援」（下図参照）とする。各展示会、イベントの主催団体は行

政機関や金融機関といった連携機関であることが多く、しっかりと情報共有し小規

模事業者へ販売機会の案内を行う。事業計画に基づく販路拡大が実現できるよう連

携機関と協力しながら小規模事業者を掘り起こすことで、展示会の内容、規模に見

合ったマッチング率の高い出展者の選定ができる。成果を意識した販売機会を提供

し、事業者の持続的発展に繋げていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)-1 ビジネスマッチング、展示会への出展支援 

1）目的  

独自の技術力・新製品・新商品・新サービスを持つ小規模事業者を域外の方に

知ってもらうことで、新規顧客獲得・売上げアップに繋げていく。 

2）支援対象 

独自の技術力・新製品・新商品・新サービスを持ち、積極的に打って出ようと

意気込みのある小規模事業者。 

3）出展機会 
展示会名・事業名称 会 場 開催時期 

しんきんビジネスマッチングフェア ポートメッセなごや 27 年 5 月 

メッセナゴヤ 2015 ポートメッセなごや 27 年 11 月 

岐阜県下商工会議所広域ビジネス交流会 岐阜産業会館 27 年 10 月 

 ※初年度、しんきんビジネスマッチングフェアの出展は現状不可能 

4）効果 

「しんきんビジネスマッチングフェア」「メッセナゴヤ 2015」展示会の合計来

場者は約 6万人。将来この 2展示会に出展することで、多くの域外の事業者に

知ってもらう。さらには、多くの出展者の出展方法（展示の仕方・来場者への

アプローチの仕方など）を学ぶことができる。積極的な自社・自店の PR や相
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互交流の中で意見情報交換を行い、販路拡大に繋がっていく。 

 

(2)-2 市内イベントへの出展支援 

1）目的 

自社・自店の商品サービスの PR、まずは知ってもらうこと。市内外の多くの

来場者が訪れるイベントにおいて、新規顧客へのアプローチをして自社・自店

への誘導を図り、新規顧客獲得・売上げアップに繋げていく。 

2）支援対象 

自社・自店へ多くの顧客に来てほしいと強く願い、意気込みのある小規模事業

者 

3）出展機会 

「フードバトル」(各務原市主催)   

市内の会員事業所の「自慢の逸品」勝負。来場者数 5,000 人。  

（毎年 4月上旬開催のため、初年度の出展は不可能） 

「夏フェス」（各務原市主催） 

平成 21 年から 25 年まで、国指定重要有形民俗文化財「村国座」で開催し

てきた「村国ライブ」の雰囲気をそのままに、平成 26 年度より会場を「河

川環境楽園」に移した夏の野外フェスティバル。来場者数 5,000 人。 

「各務原カレー祭」（各務原商工会議所青年部主催） 

平成 18 年度から 9月の第一土曜日に開催。西暦の数のカレーを無料配布。

地元特産品である「にんじん」を使ったカレーの提供と街中で上がる花火

が特徴。来場者数 5,000 人。 

「各務原元気まつり ～一日商工会議所 Day～ 」（当商工会議所主催） 

平成 23 年度より、市民に市唯一の経済団体・中小企業支援団体である商

工会議所を知ってもらおうと開催。メンバーである会員事業所の会社・お

店紹介コーナーを設置。来場者数 5,000 人。 

「航空自衛隊岐阜基地 航空祭」（航空自衛隊岐阜基地主催） 

ここでの出展は、県内はもとより県外より押し寄せる来場者に対して、絶

好の PR の場となっている。来場者数 100,000 人以上。 

「かかみがはら産業・農業祭」（各務原市産業祭実行委員会主催） 

市内の工業製品および商業者が取り扱う商品並びに農産物等を一堂に展

示。多くの市民とのふれあいの機会をつくり、地域経済の振興を展開して

いくイベント。来場者数 13,000 人。 

 

上記の出展に際し、展示の仕方や販売方法など出展の運営について職員がフォ

ローしていく。自社・自店への最低限の導入策として、以下の点を実施。 

(今まではできていない出展者がほとんど) 

・出展者ブースには、自社・自店の地図を設置。 

・自社、自店の特徴などを明記したチラシ（サービス券付き等）を作成し、

買い物袋に入れる。 

4）効果 

目先の売上げだけを追い求めるのではなく、出展は自社・自店への新規顧客誘
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導のツールとして位置付けることで、単なる日銭の出展から今後の持続的経営

に繋がる出展になる。 

 

［効果・有効性］ 

商工会議所の持つネットワークや公共性を十分に活用し、小規模事業者の商品・サ

ービスに関するプロモーション支援を行うことにより、小規模事業者であっても住民

の眼に触れる機会が格段に増すこととなる。また各メディアへのプレスリリース支援

の際には事業者自らが自社の商品やサービスの魅力をいかに伝えるかを訓練すること

で、現場でのお客さまへの接客力向上に繋げることができる。展示会等の出展支援に

関しては、各連携機関と協力しながらパッケージ型支援によりきめ細やかなサポート

をして質の高い出展を実現させ小規模事業者の販路開拓に貢献できる。 

 

 ［目標（定量）］ 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
しんきんビジネス出展企業数 未実施 未実施 2 2 2 2 
〃 成約件数（1社あたり） - - 2 2 2 2 
メッセナゴヤ出展企業数 2 2 2 2 2 2 
 〃 成約件数（1社あたり） 1 1 2 2 2 2 
県下ビジネス交流会参加企業数 17 15 15 15 15 15 
 〃 成約件数（1社あたり） 1 1 2 2 2 2 

イベント出展機会件数 6 6 6 6 6 6 

（内 出展参加者数） 100 100 100 100 100 100 

新聞・タウン誌掲載件数 11 24 24 30 30 30 
※各項目の「成約件数」は受注件数を示す。今後の営業活動に活かすために名刺交換枚数や引合い件数など各企

業に目標設定を行い計画と実績の差を検証する。 

※消費者への販売を目的とするイベント出展については、後日自店舗へ誘導できたかを把握できるよう当日販売

時にサービス券等を提供し出展の効果を検証できる仕組みをつくる。 
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ワークショップの様子 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(1)当市における、これまでの地域活性化にむけたビジョン共有化の取り組み 

  

(1)-1 合同ビジョン委員会活動 

期間：平成 17 年度～平成 20 年度 

内容：各務原市のブランド化にむけて、

テーマ設定を行い、定期的にワ

ークショップを開催 

組織：各務原商工会議所に所属する事

業者 8 名と各務原市役所職員 7

名を選抜 

結果：にぎわいの創造について現状把

握や意見出しを行い、産業振興イ

ベントである「かかみがはら産

業・農業祭」の見直し等、市長、会頭に意見提言を行った。 

 

(1)-2 各務原市総合計画審議会 

期間：平成 25 年度～平成 26 年度 

内容：目標とする将来像を達成するための施策の基本方向を定める各務原市総

合計画（10 年計画）の策定について審議する 

組織：委員会の会長を各務原商工会議所会頭が務める。以下、副会長・市教育

委員会委員長、青年会議所会長、東海学院大学学長、市自治会連合会長、

市商店街連盟会長、各務原警察署長、各務原観光協会会長、市農業委員

会長、各務原市 PTA 連合会長 ほか 15 名 

結果：計 7 回の審議会を開催し、市長に意見提言を行った。将来像として掲げ

た「笑顔があふれる元気なまち」の実現を目指し、「誇り・やさしさ・活

力」の 3つを基本理念とする各務原市総合計画を策定した。 

 

また、平成 26 年度は各務原市まちづくり活動助成事業における審査会の委員に産業

界からの選出として各務原商工会議所青年部会長が選任されており、地域の課題解決

に向けて、市民が主体的にまちづくり活動を行ううえでのアドバイスを行っている。

以上のように、これまでも将来の各務原市の地域活性化に向けたビジョン共有を、

行政・各機関と連携し、進めてきた。今後も地域の多様な機関と連携を図り、地域活

性化のビジョン共有を行うこととし、賑わいの創出、地域活性化のために次の事業を

実施する。 

 

(2)イベントの開催 

(2)-1 かかみがはら航空宇宙科学博物館を活用したイベント 

平成 26 年度まで、「かかみがはら産業・農業祭」を JA ぎふ各務原中央営業所

周辺で開催し、行政や農協、関係機関と連携しながら産業や農業について将来

のビジョン共有を図ってきた。これまでの取組から、さらにステップアップす

るため、平成 27 年度から会場を「かかみがはら航空宇宙科学博物館」へ移して
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産業・農業祭を開催。会場変更を機会に、各務原といえば「空」「宙」をイメー

ジできる地域経済活性化イベントにしていく。 

商業・サービスの小規模事業者は会場に展示販売ブースを設置し、自慢の商

品・サービスの紹介や販売を行う。多くの来場者へアプローチして、自社・自

店を知ってもらい、誘導を図って新規顧客獲得・売上げアップに繋げていく。 

あわせて、「将来、岐阜県から宇宙飛行士を輩出しよう！」「私が宇宙飛行士

を目指したのは、あの時各務原市であったイベントに参加したことがきっかけ

です」このような夢あるイベントの実現を目指す。 

「アジア No1.航空宇宙産業クラスター形成特区」認定を契機に、岐阜県・各

務原市・企業・メディアが連携し、「空・宙」をテーマとしたイベントを開催し

ていく。岐阜県を中心とする地域の子供たちへ「空・宙」への更なる関心を喚

起することは、郷土への誇り・地域への愛情を育む「ひとづくり」へとつなが

る教育事業であり、ひいては、地域経済の活性化・更なる発展に寄与する。 

1）内容 

・ 航空宇宙関連コーナー 

中部地域に航空産業が集結した背景や関連企業の最新の宇宙産業技術

の紹介、体験教室の開催など、大人から子供まで楽しめる催しを企画

し、空・宙への関心を喚起するとともに博物館の来訪者増加を狙う。

・ 各務原発!!空・宙キャラクター開発 

各務原市に本社を構える、日本有数のコンピュータソフトウェア開発

会社と連携し、「空・宙」に焦点を当てた新たなキャラクターコンテン

ツを展開していく。キャラクターコンテンツを通じて、幅広い世代の

人々が「空・宙」を身近に感じるきっかけを創出する。（現在構想とし

て企業と接触中） 

・ 小規模事業者事業所紹介コーナー 

・ 小規模事業者の飲食コーナー 

・ 特産品販売等のコーナー 

・ 共催団体の JA ぎふの野菜直売コーナー 

2）実行委員会 

・大会長    各務原市長 

・実行委員長  各務原商工会議所会頭 

・副実行委員長 各務原市議会議長、各務原市観光協会会長、JA ぎふ 

・委員     川崎協同組合、岐阜金属工業団地、市教育長、 

市産業活力部長、商工会議所青年部、女性会 

3）地域の魅力を踏まえた観光振興である理由 

各務原市には国内で最も長い歴史を持つ飛行場があり、日本の航空技術

の発展を支えてきた飛行実験の中心地である。また、飛行機の研究開発・

生産の一大拠点でもあり続けている。 

平成 26 年 3 月、岐阜県商工労働部が策定する県の産業政策の基本的な

方針である「岐阜県成長・雇用戦略」が策定された。この中の成長分野ご

との施策である「航空宇宙分野」の今後の方向性として、「かかみがはら

航空宇宙科学博物館」を活用した県内航空宇宙産業の PR があり、博物館
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のリニューアルが盛り込まれている。このことから、同博物館が各務原市

の地域資源であることに留まらず、岐阜県からも期待されている地域資源

であると推察できる。 

また、博物館リニューアルに関しては、外部有識者、市・県職員、民間

関連企業、商工会議所等で構成される「かかみがはら航空宇宙科学博物館

リニューアル構想検討委員会」を組織して、これまでに計 3回委員会を開

催し、今後の地域活性化の方向性、ビジョンの共有化を図ってきた。今後

も会議を重ね、「航空機産業の街」のブランド力を一層磨くため、産官学

一体となって取り組んでいく。 

【リニューアル構想検討委員会のメンバー構成】 

・岐阜大学 ・川崎重工業㈱ ・三菱航空機㈱ ・岐阜県商工労働部 

・各務原商工会議所 ・各務原市教育委員会 ・各務原市産業活力部 

 ほか 

 
 
以下、岐阜県の産業政策の概要。岐阜県商工労働部『岐阜県成長・雇用戦略』より 
 

７    成長分野ごとの施策 

（１）航空宇宙分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 現状 

・  日本航空機開発協会の「平成２２年度民間輸送機に関する調査研究」によれば、航空旅客輸送量は、今後２０

年間において、世界全体で約２．７倍に拡大し、世界的に大きな市場に成長することが見込まれている。 

・  こうした航空旅客需要の伸びに従い、今後２０年間で世界の航空機需要は２倍以上（新規に約３万１千機、約３

兆４千億ドルの市場規模）、アジア・太平洋 地域では約３倍になると見込まれている。 

・  国際競争がますます激しくなることが予想される中で、既に各務原を中心に高度な技術と企業の集積があること

から、支援の拡充により、短期間での競争力の強化、規模拡大を目指していく必要がある。 

② 関係者からの意見及び課題 

＜人材育成＞ 

〇   民間旅客機の生産拡大もあり、中小企業も含めて人材が不足する見込み。特に高い技術力・品質保証能力を

求められる航空宇宙産業では優れた人材が必要。 

〇   一貫生産については、それを動かす人、統合する人が必要。こうした工程をプランニングできる人材が必要。 

＜規制緩和及び税制・金融措置等による支援＞ 

〇   航空宇宙産業は大規模な設備投資が必要であり、総合特区を通じた税制支 援・金融支援を中小企業にも拡

大し、事業に取り組みやすい環境を整備すべき。 

＜コスト削減・リードタイム短縮のための一貫生産体制の構築＞ 

〇   生産技術、生産計画、そして品質保証体制を確立した一貫生産体制を構築することが、大手機体メーカー等

から求められている。 

＜新技術・新工法・試作品の開発＞ 

〇    生産に至るまで途中の開発費などは、全て参入企業の持ち出し。試作して、 技術を確立して、受注に至るま

での間に要する費用に対しての支援が必要。 
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＜認証取得支援等による新規参入支援＞ 

〇 航空機業界参入に対する障壁は、まず認証を取る費用、そして維持する費用等が大きいこと。ＪＩＳＱ９１００の取

得をはじめとして、継続支援していくことが必要。 

＜海外機体メーカー、Tier1（一次下請け企業）からの新規受注獲得支援＞ 

〇 早い段階から情報収集し、機体メーカー等の要望に応じた開発を進める必要がある。活発な商談はもちろんの

こと、業界や関連企業の動向が把握できる展示会出展は、将来への投資としても必要。 

〇  国際競争がますます激しくなることが予想される中、海外機体メーカー・Ｔｉｅｒ１を含めた新たな顧客獲得に向け

た取り組みが必要。 

＜航空宇宙産業のメッカとしての各務原地域のＰＲ＞ 

〇  航空機産業が盛んな各務原市は、かなりのブランド力を持っている。もっと一般的なＰＲをして、ブランド力で差

別化すれば、仕事も人もお金も集まってくる。 

③ 今後の方向性 

人材育成拠点の整備 

（１）人材育成の強化 

〇「成長産業人材育成センター」のアネックス・テクノ２における整備 

〇「一貫生産人材」及び「非破壊検査技術者」研修、新たな検査技術者研修の実施 

〇高度技術者研修（中核人材（生産技術・構造設計））、現場技能者（組立）の充実 

〇企業が主体となる研修（現場技能者（組立）等）への研修環境の提供 

（２）研修環境の整備 

〇アネックス・テクノ２に座学研修室及び実習室を整備・充実 

〇検査技術者研修用機器の充実 

生産拡大支援 

（３）規制緩和や税制・財政・金融措置による支援 

〇国際戦略総合特区「アジア No.1 航空宇宙産業クラスター形成特区」指定区 域拡大申請 

コスト削減、リードタイム短縮による競争力強化、新規参入 

（４）競争力強化・新規参入の支援 

〇一貫生産体制の構築、新技術・新工法の開発支援 

〇認証取得支援等による新規参入支援 

エアバス等海外機体メーカー・１次下請け企業からの新規受注獲得 

（５）海外展開の支援 

〇大規模展示会への岐阜県ブース出展及びコーディネーターによるマッチング支援 

〇海外訪問による航空機関連企業との商談支援 

航空宇宙産業のメッカとしての各務原地域のアピール 

（６）「かかみがはら航空宇宙科学博物館」を活用した県内航空宇宙産業のＰＲ 

〇各務原市と連携した博物館リニューアル 

最重要プロジェクト【航空宇宙産業の製造品出荷額倍増プロジェクト】（詳細別紙） 

航空宇宙分野については、高度な技術や製品保証が求められるため、人材育成をはじめ、新規参入に必須となる

認証取得や研究開発支援が必要との意見が多い。またコ スト削減、リードタイム短縮のために、企業集約や一貫生

産体制の構築が必要である との指摘も多い。 

それらに対応する支援施策をはじめ、海外機体メーカー等との商談機会の提供や、 特区による規制緩和等により、

この分野の製造品出荷額の倍増（約４，０００億円の達成）を目指す。 
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(2)-2 各務原元気まつり～一日商工会議所 Day～ 

「先進のその先へ ～商工会議所はビジネスチャンスの機会をつくる組織～」
をスローガンに、講演会・小規模事業者の交流会を開催するほか、小規模事業

者事業所紹介コーナー・市民向け商工会議所を知るコーナー・小規模事業者の

飲食・特産品販売等の各種コーナーを設置し、市民を含め広く商工会議所の存

在を認識してもらうことを目的に平成 23年度より開催。過去 4回の平均来場者
5,000 人。名鉄ハイキングのゴール地点が本イベント会場になっていたことか

ら、市外から約 2,000～2,500 人の来場があった。 

市外からの多くの来場者にも出展している小規模事業者を知ってもらうた

め、来場者へのアプローチをして自社・自店への誘導を図り、新規顧客獲得・

売上げアップに繋げていくことで、地域経済の活性化・更なる発展に寄与する。

 

【これまで実施した内容】 

・ 小規模事業者事業所紹介コーナー 
・ 市民向け商工会議所を知るコーナー 
・ 小規模事業者の飲食・特産品販売等の各種コーナー 
・ 著名人による講演会 
・ 婚活イベント 
・ スマイルスタッフコンテスト 
・ 各務原で生産された繊維生地を使ったファッションショー 
・ 交流会（小規模事業者の飲食店で取り扱っている自店の自慢の逸品を持ち込

む） 
 
 (3)観光資源を活用したにぎわいの創出 

当市には、木曽川流域の自然をテーマとした河川環境楽園や、かかみがはら

航空宇宙科学博物館など、他にはない魅力ある観光施設が立地している。また

炉畑遺跡、中山道鵜沼宿など歴史遺産、村国座などの文化遺産といった観光資

源を数多く有し、市内で開催するイベントに市内外から多くの観光客が訪れて

いる。 

今後、各務原市役所が実施している、かかみがはら航空宇宙科学博物館、河

川環境楽園のイベントを中心に商業・サービス業の出展支援を行い、各務原物

産販売の強化を図り、当市の魅力を発信。地産地消＋他訪地消を狙う。 

 

【にぎわいの創出を目的したイベントへの協力】 

・ 各務原市桜まつり：各務原市民公園 

・ おがせ池夏まつり：おがせ池 

・ 日本ライン夏まつり納涼花火大会：木曽川河畔、ツインブリッジ下流一帯 

・ 夏フェス：河川環境楽園 
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［目標（定量）］ 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

商工会議所主催 

イベント回数 
2 2 2 2 2 2

出展参加者数 40 40 50 50 60 60

来場者数 32,000 35,000 37,000 40,000 41,000 42,000
その他 にぎわい創出を 

目的としたイベント回数
4 4 4 4 4 4
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

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 

他の機関との連携 

連携先との目的は「活力ある各務原市の維持・向上」 

 

(1)信用金庫・信用組合との個別対話 

岐阜信用金庫、東濃信用金庫、大垣信用金庫、関信用金庫、岐阜商工信用組合、

この 5 金融機関を集めて会議を開催しても、各金融機関の当地区における戦略

の違いにより本音で話ができない可能性がある。そこで、当商工会議所職員が 3

カ月に 1度を目処に各金融機関へ訪問し対話する。 

・各種セミナー案内、施策紹介、支援を望む小規模事業者の掘り起し 

 

(2)岐阜県商工会議所中小企業相談所長会議 年 2回開催 

・売上げアップに繋がった、新たな需要開拓に繋がった事例紹介など 

他の地域での支援事例を当地域に横展開。維持・向上に努める。 

 

(3)岐阜県商工会議所小規模事業者売上げアップ支援事例研修会 

当所が岐阜県に要望し平成 17 年度～26 年度まで開催してきた「岐阜県商工会議

所支援スキルアップ研修」の進化版。7 月と 12 月の 2 回開催を予定。7 月は小

規模事業者支援に有効な座学、12 月は各地の商工会議所が自慢の支援事例を紹

介する。7月に学んだ手法で小規模事業者支援を行い、売上げアップに繋げた事

例を報告。一つひとつの支援事例に対して、参加者同士のディスカッション、

ブラッシュアップを行い各地域の小規模事業者の支援に繋げていく。(この研修

会は、県の担当課が視察予定) 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)組織としての課題 

商工会議所に相談に来た小規模事業者に対して、対応する職員によって支援内容

に差ができてはならない。 

 

 

ギャップがある 

 

 

 

 

 

 

あるべき姿 

現  状 

支援スキルの底上げと平準化(職員間のバラつき解消) 

職員によって装備している支援の武器が異なる 
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(2)経営指導員等の支援能力の向上に関すること（資質向上対策） 

 

(2)-1 研修への参加 

① 次の研修に参加することで、売上げや利益を確保することを重視した支援能

力の向上を図る。 

・国の主催する経営指導員向け小規模事業者支援研修 

・中小企業大学校の主催する研修（経営指導員が年間1回以上参加） 

・日本商工会議所の主催する支援能力向上研修 

② 外部専門家の講習会・セミナーには必ず参加する。 

③ 担当部以外の講習会・セミナーに参加する。 

・当初は専門家比率が高くなる予想。いつまでも専門家頼りでは職員のスキル

向上に繋がらない。多くの支援スキルを習得し支援できるよう担当職員以外

も積極的に当会議所で開催する講習会・セミナーに参加する。 

④ 本事業の個別相談以外の専門家派遣制度活用時には専門家に帯同し、支援ス

キルを体得する。専門家のアドバイスに対し、常に事業者目線で、相談者が

疑問に思うことはないか、取り組むことができそうかどうかをその場その場

で確認する。（現場主義で物事を考える力を養う） 

 

(2)-2 各務原商工会議所独自の職員研修・出向制度 

会頭の思い「支援機関なら職員はしっかり学び、会議所が小規模事業者のモデ

ルになれ」 

平成18年度より25年度まで会員企業（製造業）への出向研修を行った。男性職

員12名全員（現在在籍10名）が1年間ものづくり現場へ出向。出向先の社員とと

もに「5S」や原価低減を目的とした「改善」を中心に理論（座学）と現場を体

験し、現地・現物・現認の重要性を体得してきた。ものづくり現場で得た知識・

考え方や取り組み方法は、ものづくり企業だけでなく、他の業種にも活かして

いる（現在進行中）。 

その成果としては、各種補助金支援に効果が表れている。必ず自ら事業者先に

赴き、事業者が言っていることを現地・現物・現認。確からしさの検証により、

精度の高い申請書作成に繋がっている。 

 

 

外部環境 

国・県の施策 

(補助金を含む) 

が多岐にわたる 

内部環境 

既存の事業で手一杯な状況。相談を 

受けてから解決のために情報収集

し、壁に当たった職員だけが知識・

情報を得てスキルアップ。 

外部研修に参加した職員だけがスキ

ルアップ。

外部環境 

小規模事業者の相

談内容が高度化、

複雑化 
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【成果・効果】 

本取り組みは、小規模事業者の日常業務に潜むムダを発見し、業務改善に寄与

している。多くの小規模事業者は事務所または現場において5S（整理・整頓・

清掃・清潔・躾）ができてないことが多く、まずは2S（整理・整頓）の指導を

することで、探す時間のムダ取りに貢献してきた。 

また、支援事業者の事業のビジネスモデル俯瞰図（物と情報の流れ図）を作成

し、モノを調達してから、加工し（付加価値を付け）、モノやサービスを提供

する過程を紙に落とし込むことで、業務上のボトルネックを検証するなど、出

向経験で培った「見える化」を小規模事業者支援に役立てている。 

今後も引き続き支援の現場の中で、5S指導や「見える化」の取り組みを実践し

支援スキルを向上させる。 

 

(2)-3 支援事例発表会の開催 

平成 18 年度から年 2 回（7 月・12 月）、全職員の発表会を開催している。職員

はそれぞれ、知らない人にいかにわかりやすく伝えるかを意識し、3分間という

限られた時間の中で自身の支援事例を発表する。発表会には正副会頭が出席し、

各職員の発表にコメントをする。 

「考えをまとめる力・伝える力・発表力」の向上に努めている。 

 

 

【成果・効果】 

本取り組みは、正副会頭にむけて自分の業務のチャレンジ項目やプロセス、事

業成果を発表している。会議所の業界言葉を使わず、誰が聞いても分かる言葉

で、相手に伝えることの難しさを痛感する場であり、この経験から経営支援員

は、小規模事業者とのコミュニケーションの中で、相手に伝わる表現、言葉使

いに留意している。 
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(2)-4 各務原市役所職員の受け入れ 

平成 18 年度から各務原市役所よ 2年間交代で職員を受け入れている。現在 5人

目。行政からの視点で商工会議所運営をサポートしている。 

【成果・効果】 

行政（主に企業支援を所管する部署）との連携により、各務原商工会議所の会

員である中小企業に対する補助金等の各種施策情報の提供がより充実したもの

となった。また、行政に蓄積されたノウハウを活用することで、商工会議所会

員企業が補助金等へ申請する際のサポートもより強化され、商工業者の持続的

発展につながった。 

 

 

(3)支援ノウハウ等情報共有に関すること 

 

(3)-1 経営支援戦略会議の開催 

事業者支援情報の組織内共有のため、毎月2回（平日17時～17時40分）定例で小

規模事業者支援の経過報告を行う会議を開催。 

経営支援員をはじめ、積極的な職員が参加し、支援先の情報や取り組み、課題

解決策などを出し合い、情報の共有化を図っている。支援案件について他の経

営支援員からも意見を聞き、今後の支援の方向性について組織としてのコンセ

ンサスを得る。 

【成果・効果】 

若手経営支援員が支援している案件について、ベテラン経営支援員が支援の方

向性や手法などをアドバイスする機会となる。特に、経営資源が乏しいと思わ

れる小規模事業者の支援の道筋については、職員間で情報共有することで、支

援策の幅が広がることが多い。各経営支援員の案件の情報共有ができているた

め、窓口対応も素早くできる（会員支援サービスの向上）。 

 

(3)-2 情報の共有化 

支援カルテの充実を図る。今後の伴走型支援においては、小規模事業者の支援

履歴を今まで以上に詳細に記録し、担当者以外の職員にもわかりやすく記録し

ていく。5W1H の情報に加え、その時の事業者の反応・考えも入力する。また事

業者の経営分析結果についてデータをまとめて一元管理をすることで支援担当

以外の職員がいつでも閲覧できるように整備する。（事業計画作成キットの活

用、【指針①】経営状況の分析に関することに記載） 

【成果・効果】 

支援の準備では、必ず過去に会議所とどのような接点（支援内容含む）があっ

たのかを確認する必要がある。また経営分析を行った事業所に関する情報を事

前に把握できることで、新たな支援を進める際に、担当が変わった場合でも円

滑に進めることができる。 
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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 

 

当商工会議所は本事業の名称を「未来志向事業所創造育成事業」とします。 

 

未来志向事業所創造育成事業体制図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会議所： 未来志向事業所創造育成事業の計画策定、実施 
経営発達支援事業（小規模事業者自身を元気にする） 
「個社」を各支援機関と連携し支援 
支援を望む小規模事業者の掘起し 

指針①経営状況分析 
統一様式シートによる経営状況の把握、各種セミナーの開催、

経営指導員等・専門家による経営分析の実施 
指針②計画策定・実施支援 

事業計画書策定を目的としたセミナーの開催、事業承継支援

事業、経営発達支援融資を活用した金融支援、計画に対する

実績の確認等のフォローアップの実施 
指針③市場調査支援 

各種景気動向調査の実施、経済情報及び需要動向の調査・提

経営発達支援 

事業検討会議 

各務原市 

・市独自の小規模事業者 

向け施策創設を検討 

金融機関 

・支援を望む小規模事業

者の掘り起し 

・ビジネス商談会事業 

・経営改善計画受付 

・各種セミナー案内協力 

小 規 模 事 業 者 

経営発達支援事業評価委員会 

中小機構、県産業振興センター、

ソフトピアジャパン・県信用保証

協会・よろず支援拠点・近隣商工

会議所・税理士・専門家 

外部専門家 

税理士法人 

各務原商工会議所 

未来志向事業所創造育成事業計画

策定、実施 

・経営発達支援事業（個社支援） 

・地域経済活性化事業（面的支援）
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供、各機関との定例連絡会議の開催、女子専門チームによる

各種情報提供ならびに需要動向調査の実施、情報キャッチツ

ールの提供と使い方支援 
指針④販路開拓支援 

新商品等ビジネスプロモーション支援、販売機会提供支援 
 

地域活性化事業 （小規模事業者の活動の場である地域全体を元気に
する) 
地域経済の活性化を通じた「面的」な事業者支援 

「空・宙」（航空宇宙関連）イベント、各務原元気まつりの開催 

 

経営発達支援事業検討会議・経営発達支援事業評価委員会の運営 

 

各務原市：  小規模事業者の現状把握により、持続的経営発展に資する事業に対

する各務原市独自の小規模事業者向け施策創設を検討 

金融機関：  支援を必要としている小規模事業者の掘り起し、ビジネス商談会事

業、経営改善計画書受付、各種セミナー案内協力、本事業検討会議

メンバー、本事業評価委員 

外部専門家： 本事業実施運営に関するアドバイザー、本事業検討会議メンバー 

税理士法人： 本事業実施運営に関するアドバイザー、本事業検討会議メンバー 

外部支援機関：本事業目的の共通化を図り、必要に応じて専門家派遣・講師依頼 

 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、次の方法により評価・

検証を行う。 

本事業を小規模事業者の維持・向上支援として確かなものにしていくために、経営

発達支援事業検討会議（運営に関すること）、経営発達支援事業評価委員会（事業の評

価・見直しに関すること）の二段構成とする。 

 

① 経営発達支援事業検討会議（運営に関すること） 
以下のメンバーにより、本事業目的の共通化を図り、支援計画の策定・事業の実

施状況、成果・見直し案などの検討を行う。（半期に一度 9 月中旬・2月下旬） 

・各務原市産業活力部 商工振興課 

・連携先金融機関（岐阜信用金庫各務原支店・東濃信用金庫蘇原支店・大垣信用

金庫各務原支店・関信用金庫各務原支店・岐阜商工信用組合那加支店） 

・税理士法人 2社（税理士法人 NEXT・SUN 経営税理士法人） 

・外部専門家 2名（中小企業診断士 時山 正 氏・伊藤慎悟 氏） 

 

②経営発達支援事業評価委員会（事業の評価・見直しに関すること） 

以下のメンバーにより、事業の実施状況、成果の評価・見直しの方針などの提示

を行う。（半期に一度開催 10 月上旬・3月下旬） 

・外部有識者 岐阜大学 産学連携部門 准教授 品田由美 氏 

中部学院大学 経営学部経営学科 非常勤講師 國澤英雄 氏 
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・岐阜県商工労働部 商工政策課 

・各務原市産業活力部 商工振興課長・産業政策室長 

・金融機関（大垣共立銀行各務原支店・十六銀行各務原支店） 

 

 

【成果・評価の方法】 

既存事業者支援に関する重要目標達成指標を「利益が確保されており、かつ売上が

前年対比 100％以上」の支援事業者数を年度毎に定める。また、これらを達成するた

めの重要業績評価指標として、「経営持続化計画書」「経営革新計画書」の 2 つの事業

計画書策定数について目標値を定める。また創業者支援に関する重要目標達成指標を

「創業（開業）件数」として年度毎に定め、「創業計画書」の策定件数と「創業支援者

数」を重要業績評価指標として検証する。 

（目標数値については別紙参照） 

 

また、事業毎の評価項目と評価方法は下記のとおりとする。 

 

想定している事業毎の評価項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記のように事業報告用の各実績項目に加えて、個別支援開始から一定期間後に支

援先事業者に対して支援内容についての満足度調査を行う（支援が完結しておらず、

実行中でも行う）。検討会議では計画（目標）と実績の差を見ながら、今後の展開を

検討する。また、支援を受けている側からの評価結果を共有することで、必要に応じ

て支援の方向性を再検討、見直しを進める。 

  検討会議で協議された内容を、評価委員会に諮り、事業全体の評価をする。評価委
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員会では事業全体を通して、成功事例だけでなく、うまくいかなかった事例も取り上

げ、次年度以降の取り組みに繋げていく。 

 

経営発達支援事業実施のスキーム  

① 事業計画策定 (事務局での検討) 
② 正副会頭会報告、承認 
③ 常議員役員会報告、承認 
④ 総会報告、承認 
⑤ 事業検討会議・事業評価委員会(初年度のみ) 
⑥ 事業実施   
プレス発表、商工会議所ウェブサイト 

⑦ 事業中間報告 【経営発達支援事業検討会議】 
⑧ 事業中間報告 【経営発達支援事業評価委員会】 
プレス発表、商工会議所ウェブサイト 

⑨ 事業完了報告・次年度事業計画策定 【経営発達支援事業検討会議】 
正副会頭会 → 常議員役員会 → 総会 の承認を得る 

⑩ 事業完了報告・次年度事業計画 【経営発達支援事業評価委員会】 
 プレス発表、商工会議所ウェブサイト 

※初年度は①～⑨の流れ。2年目以降は⑥～⑩を繰り返していく 

 

・事業計画、事業実施報告については、正副会頭会、常議員役員会、総会に報告し

承認を得る。 

・事業の案内、事業の実施状況、事業の成果、評価委員会の評価においては、小規

模事業者が常に閲覧可能な状態にするために、当商工会議所ウェブサイト

(http://www.cci-k.or.jp)で公表する。 

・事業の案内、実施については、当商工会議所より各新聞社にプレス記事掲載依頼

をする。 
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初年度スケジュール(平成 27 年 4 月 1 日～28 年 3 月 31 日) 

 
 4 

月

5 

月 

6 

月 

7 

月

8 

月

9 

月

10 

月 

11 

月 

12 

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月

事業評価委員会 ○      ○     ○

事業検討会議 ○     ○     ○  

巡回活動 

経営支援員 

 

 

           

巡回活動 

全職員 

 

 
 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

   

工業系セミナー 

ビジネススクール 

 

 

           

上記個別相談 
            

商業系セミナー 

売上アップセミナー 

 

 

           

上記個別相談 

 

 

 

           

計画策定支援 

セミナー 
            

上記個別相談 

 

 

 

           

創業スクール 

 
            

上記個別相談 

 

 

 

           

第二創業セミナー 

 

 

 

           

上記個別相談 

 

 

 

           

展示会 

 しんきん 

 

 
          

 

 

 メッセナゴヤ 

 

 
      ○    

 

 

 ビジネス交流会 

 

 
         ○ 

 

イベント出展 

 フードバトル 
〇   

 

 
 

 

 

 

 
〇    

 

5月開催の為、初年度出展は不可能 
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 夏フェス    〇        
 

 各務原カレー祭      〇      
 

 航空祭       〇     
 

各務原元気まつり        〇    
 

 産業・農業祭        〇    
 

 
 
 
 

 

4 

月

5 

月 

6 

月 

7 

月

8 

月

9 

月

10 

月 

11 

月 

12 

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月

地域活性化事業 
各務原元気まつり 

 

 
      ○    

 

空・宙イベント 
 

 
      ○    

 

にぎわい創出 

イベント協力 

各務原市桜まつり 
○           

 

おがせ池夏まつり    ○        
 

夏フェス    ○        
 

日本ライン夏まつり     ○       
 

支援ノウハウ 

金融機関との 

  個別対話 
○

 

 
 ○   ○   ○  

 

 県内会議所 

相談所長会議 
 

 

 
○        ○ 

 

 支援スキルアッ

プ研修会 
 

 

 
 ○     ○   

 

当所経営支援 

戦略会議 

  

 

          

 

 

毎月第 2.4木曜日に開催
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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 27 年 4 月現在）

（１） 組織体制 
 

 
 
事務局総数 21 名 (専務 1名、正規職員 13 名、市役所からの出向 1名、臨時職員 6名) 

経営支援員  6 名  (川嶋昭人、林則夫、阿部豊、磯谷和彦、所和彦、中田大輔) 
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■経営発達支援事業 組織図 
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職員の顔が見える支援体制 

   当商工会議所が入居している各務原市産業文化センター１階には、当商工会議所ＰＲ

コーナー「各務原商工会議所キャロットステーション」があります。【下記写真】 

現在ここには、当商工会議所職員の顔写真入りの業務分担が張り出されている。 

   経営発達支援事業もキャロットステーションにおいて、携わる職員の顔写真入りの業

務分担を張り出していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

    〒504-0912 

    岐阜県各務原市那加桜町 1-186 

    各務原商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 

    経営発達支援事業 担当リーダー 所和彦 

    TEL058-382-7101 FAX058-371-0100 

    URL:http://www.cci-k.or.jp  E-mail:hip@cci-k.or.jp 

 

キャロットステーション

現在キャロットステーション内には、

会議所の業務内容、職員の顔写真入り

の業務分担が掲示してある 
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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） 

 27 年度 

( 27 年 4 月

以降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 
124,106 124,106 124,106 124,106 124,106

 

小規模事業者

対策費 

14,276 

 

14,276 14,276 14,276 

 

14,276

 

集団セミナー 

開催費 

個別相談 

開催費 

展示会開催費 

 

地域経済活性

化事業開催費 

 

 

2,480 

 

1,296 

 

500 

 

10,000 

2,480

1,296

500

10,000

2,480

1,296

500

10,000

 

2,480 

 

1,296 

 

500 

 

10,000 

2,480

1,296

500

10,000

経営改善普及

事業費 

109,830 

 

109,830 109,830 109,830 

 

109,830

 

指導事業費 

 

事務費 

 

給与費 

 

管理費 

 

22,689 

 

4,208 

 

79,540 

 

3,393 

22,689

4,208

79,540

3,393

22,689

4,208

79,540

3,393

 

22,689 

 

4,208 

 

79,540 

 

3,393 

22,689

4,208

79,540

3,393

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、事業委託金、会費、受益者負担金 

 

 

（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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（３）経営分析を行う小規模事業者の掘り起し 

（３）-１ 各務原ビジネススクールの開催 

   （３）-２ 売上げアップセミナーの開催 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定を目的としたセミナーの開催 

（１）-１ 経営持続化計画策定支援セミナーの開催（経営持続化計画策定支援）

（１）-２ 創業セミナーの開催（創業計画策定支援） 

（１）-３ 第二創業・経営革新セミナーの開催（経営革新計画策定支援） 

 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】 

（２）販売機会提供支援事業 

連携者及びその役割 

・各務原商工会議所 

   各セミナーの開催事務全般、個別相談対応。イベント情報提供、個別支援 

・各務原市 

  各務原市長 浅野健司 様 

 各務原市那加桜町 1-69 電話 058-383-1111 

  役割・・開催案内チラシの設置、イベント開催 

・金融機関 

大垣共立銀行各務原支店 支店長 岡田恒一 様 

 各務原市那加東那加町 16 電話 058-382-1221 

十六銀行各務原支店 支店長 松井一三 様  

各務原市那加住吉町 1-33 電話 058-383-1600 

岐阜信用金庫各務原支店 支店長 吉田肇夫 様 

 各務原市那加栄町 5 電話 058-383-3111 

東濃信用金庫蘇原支店 支店長 上野直人 様 

 各務原市蘇原栄町 4-12-1 電話 058-389-4101 

大垣信用金庫各務原支店 支店長 國枝晃司 様 

 各務原市蘇原柿沢町 1-2-1 電話 058-383-6111 

関信用金庫各務原支店 支店長 西脇 大 様 

 各務原市那加前野町 4-128-2 電話 058-371-3121 

岐阜商工信用組合那加支店 支店長 山田耕治 様 

 各務原市那加門前町 2-37-13 電話 058-382-1138 

役割・・開催案内チラシの設置、配布 

・専門家 

役割・・個別支援（目標設定、フォロー、振り返り） 
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連携体制図等 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 

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】 
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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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定を目的としたセミナーの開催 

（１）-２ 創業セミナーの開催（創業計画策定支援） 

 

連携者及びその役割 

・各務原商工会議所 

   創業に関すること全ての支援。創業セミナーの開催。創業予定者、希望者の相談

   窓口の開設。創業計画書作成支援など。 

 

・各務原市 

各務原市長 浅野 健司 様  

各務原市那加桜町 1-69 電話 058-383-1111 

  役割・・市役所内にワンストップ相談窓口を設置。国・県・市の支援施策一覧表と

創業支援を実施している支援機関をまとめ、支援対象者が置かれている 

ステージや必要とする課題に合わせた紹介を行う。市 HP に創業支援ページ

を設ける。 

 

・金融機関 

十六銀行各務原支店 支店長 松井一三 様  

各務原市那加住吉町 1-33 電話 058-383-1600 

岐阜信用金庫各務原支店 支店長 吉田 肇夫 様 

 各務原市那加栄町 5 電話 058-383-3111 

大垣共立銀行各務原支店 支店長 岡田恒一 様  (今後参画する予定) 

 各務原市那加東那加町 16 電話 058-382-1221 

役割・・創業相談、資金調達のアドバイス、金融支援 

 

・岐阜大学 

  岐阜大学長 森脇 久隆 様 

   岐阜市柳戸 1-1 電話 058-230-1111 

役割・・25 年度より実施している、産業界ニーズの課題解決型インターシップ事業

と連携し、企業ニーズに敏感な若手創業者の育成支援。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７０ 
 

（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 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

（２）イベントの開催 

（２）-１ かかみがはら航空宇宙科学博物館を活用したイベント 

 

連携者及びその役割 

・各務原商工会議所 

   イベント企画運営全般、各団体との調整会議の開催、 

実行委員会の開催(年 2回)、出展者募集、協賛企業募集 

 

・ＪＡぎふ 

  ぎふ農業協同組合 代表理事組合長 櫻井 宏 様 

   岐阜市司町 37 電話 058-265-7020 

  役割・・共催団体、実行委員会委員、調整会議メンバー、農協関係の出展者募集 

 

・各務原市 

各務原市長 浅野健司 様  

各務原市那加桜町 1-69 電話 058-383-1111 

  役割・・実行委員会委員、調整会議メンバー、会場の手配 

 

・岐阜新聞社 (後援) 

  岐阜新聞社 代表取締役社長 碓井 洋 様 

   岐阜市今小町 10 電話 058-264-1151 

  役割・・後援、周知、取材 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜新聞社(後援) 



７２ 
 

（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 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援期間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 

（１）信用金庫・信用組合との個別対話 

連携者及びその役割 

・各務原商工会議所  

連携先との目的は『強い地域経済、活力ある各務原市の維持・向上』 

支援事例の報告と共有、支援を望む小規模事業者の掘り起し 

・金融機関 

岐阜信用金庫各務原支店 支店長 吉田肇夫 様 

 各務原市那加栄町 5 電話 058-383-3111 

東濃信用金庫蘇原支店 支店長 上野直人 様 

 各務原市蘇原栄町 4-12-1 電話 058-389-4101 

大垣信用金庫各務原支店 支店長 國枝晃司 様 

 各務原市蘇原柿沢町 1-2-1 電話 058-383-6111 

関信用金庫各務原支店 支店長 西脇 大 様 

 各務原市那加前野町 4-128-2 電話 058-371-3121 

岐阜商工信用組合那加支店 支店長 山田耕治 様 

 各務原市那加門前町 2-37-13 電話 058-382-1138 

役割・・支援事例の報告と共有、支援を望む小規模事業者の掘り起し 

連携体制図等 

（別表４） 
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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 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援期間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 

（２）岐阜県商工会議所中小企業相談所長会議 

連携者及びその役割 

・各務原商工会議所  

連携先との目的は『強い地域経済、活力ある各務原市の維持・向上』 

支援事例の報告と共有 

・県内の商工会議所 

  岐阜商工会議所 会頭 村瀬幸雄 様 

   岐阜市神田町 2-2 電話 058-264-2131 

  大垣商工会議所 会頭 堤 俊彦 様 

 大垣市小野 4-35-10 電話 0584-78-9111 

高山商工会議所 会頭 北村 斉 様 

 高山市天満町 5-1 電話 0577-32-0380 

多治見商工会議所 会頭 牛込 進 様 

 多治見市新町 1-23 電話 0572-25-5000 

関商工会議所 会頭 後藤雄介 様 

 関市本町 1-4 電話 0575-22-2266 

中津川商工会議所 会頭 丸山輝城 様 

 中津川市かやの木町 1-20 電話 0573-65-2154 

美濃商工会議所 会頭 高井孝市朗 様 

 美濃市上条 78-7 電話 0575-33-2168 

神岡商工会議所 会頭 牛丸欣吾 様 

 飛騨市神岡町東町 378 電話 0578-82-1130 

土岐商工会議所 会頭 白石文伸 様 

 土岐市土岐津町高山 6-7 電話 0572-54-1131 

瑞浪商工会議所 会頭 鷲尾賢一郎 様 

 瑞浪市寺河戸町 1043-2 電話 0572-67-2222 

恵那商工会議所 会頭 山本好作 様 

 恵那市長島町正家 1-5-11 電話 0573-26-1211 

美濃加茂商工会議所 会頭 鈴木 登 様 

 美濃加茂市太田本町 1-1-20 電話 0574-24-0123 

可児商工会議所 会頭 渡辺敏夫 様 

 可児市広見 1-5 電話 0574-61-0011  

羽島商工会議所 会頭 長谷和治 様 

 羽島市竹鼻町 2635 電話 058-392-9664 

役割・・支援事例の報告と共有、各地で横展開 

連携体制図等 
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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 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援期間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 

（３）岐阜県商工会議所小規模事業者売上げアップ支援事例研修会 

連携者及びその役割 

・各務原商工会議所  

連携先との目的は『強い地域経済、活力ある各務原市の維持・向上』 

研修会の企画・開催、支援事例の報告と共有 

・県内の商工会議所 

  岐阜商工会議所 会頭 村瀬幸雄 様 

   岐阜市神田町 2-2 電話 058-264-2131 

  大垣商工会議所 会頭 堤 俊彦 様 

 大垣市小野 4-35-10 電話 0584-78-9111 

高山商工会議所 会頭 北村 斉 様 

 高山市天満町 5-1 電話 0577-32-0380 

多治見商工会議所 会頭 牛込 進 様 

 多治見市新町 1-23 電話 0572-25-5000 

関商工会議所 会頭 後藤雄介 様 

 関市本町 1-4 電話 0575-22-2266 

中津川商工会議所 会頭 丸山輝城 様 

 中津川市かやの木町 1-20 電話 0573-65-2154 

美濃商工会議所 会頭 高井孝市朗 様 

 美濃市上条 78-7 電話 0575-33-2168 

神岡商工会議所 会頭 牛丸欣吾 様 

 飛騨市神岡町東町 378 電話 0578-82-1130 

土岐商工会議所 会頭 白石文伸 様 

 土岐市土岐津町高山 6-7 電話 0572-54-1131 

瑞浪商工会議所 会頭 鷲尾賢一郎 様 

 瑞浪市寺河戸町 1043-2 電話 0572-67-2222 

恵那商工会議所 会頭 山本好作 様 

 恵那市長島町正家 1-5-11 電話 0573-26-1211 

美濃加茂商工会議所 会頭 鈴木 登 様 

 美濃加茂市太田本町 1-1-20 電話 0574-24-0123 

可児商工会議所 会頭 渡辺敏夫 様 

 可児市広見 1-5 電話 0574-61-0011  

羽島商工会議所 会頭 長谷和治 様 

 羽島市竹鼻町 2635 電話 058-392-9664 

役割・・売上げアップ支援のスキル向上、支援事例の報告と共有、各地で横展開 
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連携体制図等 

 

 

当商工会議所所が岐阜県に要望し平成 17 年度～26 年度まで開催してきた岐阜県 

商工会議所支援スキルアップ研修の進化版。(県補助金で実施予定) 

開催予定は、7月と 12 月の 2回。7月は小規模事業者支援に有効な座学。12 月は各

地の商工会議所が自慢の支援事例を紹介。7月に学んだ手法で小規模事業者支援をおこ

ない売上げアップに繋げた支援事例。或いは過去に支援し実際に売上げアップに繋が

った事例報告。一つひとつの支援事例に対して、参加者同士のディスカッション、ブ

ラッシュアップをおこない各地域の小規模事業者の支援に繋げていく。 

(この研修会には、県の担当課が視察予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


